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豊田森林組合

山神祭
令和4年度 豊田森林組合

苗木斡旋注文書 注文日／令和　　  　年　　 　 月　　 　 日

ご依頼主

〒 郵便番号

電話番号

住所

氏　名

苗木関係資材単価

山行苗  《※２５本単位でご注文をお願いします》

番号 樹　種 規　格 用途 単価（円） 単価（円）数量 数量
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80-04-1

80-14-1

ス　ギ
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ヒノキ

ヒノキ

ヒノキ

黒　松

クヌギ

コナラ

ケヤキ

ヤシャブシ
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35ｃｍ上

キャビティ30cm上

45ｃｍ上

35ｃｍ上

キャビティ30cm上

30ｃｍ上

60ｃｍ上

60ｃｍ上

60cm上

1年生根元径4ミリ

番号 樹　種 規　格 用途

その他資材

ザイトロン（1kg）

フレノック（2.5kg）

丸山1号（20kg）

丸山3号（20kg）

ちから1号（15㎏）

ちから３号（15㎏）

ｺﾆﾌｧｰ水和剤　１ℓ

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植
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山植

山植

山植
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161

236

169
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247

129

222

222

156

123

㊞

ふりがな

クズ類

ササ類

クルミ状

クルミ状

粒　状

粒　状

散布剤

食害対策

薬　　剤

緑化木肥料

忌  避  剤

防護ネット

※この注文表は（税込価格）になっています

■注文書に必要事項をご記入のうえ、豊田森林組合本所へ
　ご持参又は下記までFAXでお願いします。

◇苗木等の配達はなくなりました。
◇指定日に本所（足助）でのお受け取りのみになります。
◇指定日以外も本所にてお渡しとなります。
◇皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

※市外の方は申し訳ありませんが郵送かファックスにてご注文ください。
■苗木引き渡し

苗木斡旋のご注文方法

ご注意ください

73-04

73-02

72-05

72-06

72-02

72-04

73-11

K90-05

1,320

4,400

4,180

4,540

3,580

4,380

3,390

1,311※スギ、ヒノキ、マツの注文については、２５本単位でお願いします。

※サプリガードは70セット以下の場合、
　別途取り寄せ送料が掛かります。

▷苗木の引き渡しは令和5年３月10日（金）を予定しています。
▷苗木引き渡しは本所（足助）のみになります。

●配達廃止の
　お知らせ

●斡旋以外の注文は別途「取寄せ送料」が必要です。
　ご注意ください。

※苗木がご用意できない場合があります。

注文締切り日／令和5年1月31日（月）

サプリガードHP22
1.7m風雪用セット

※キャビティ苗は300mlと150mlの2種類がありますので、
　ご指定ください。

今年は生育不良等の理由で数量が少なく確保と価格の
確定が出来ない上に、有っても少量の為、別途送料が
発生してしまいます。
その為、ご入用の方は一度、豊田森林組合購買担当ま
でお問い合せください。

※果樹・緑化木等について

E-mail ： info@woodytoyota.net

発行日 令和4年12月25日　
発　行 豊田森林組合

豊田森林組合

0565・61・1616〈電話〉
〈FAX〉0565・61・1617

〒444-2424 豊田市足助町横枕5番地

通信通信 No.53

〈その他・備考〉

▶ラリージャパンに協力しました▶ラリージャパンに協力しました
▶今年も還元セールを開催します▶今年も還元セールを開催します
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豊田事業所の
倉庫を解体しました。
　当組合の豊田事業所の倉庫を本年11月
より解体を始めました。
　平成17年の合併以前の旧豊田市森林組
合は高橋村森林組合（後に挙母市森林組
合、豊田市森林組合と名称を変更）、石野村
森林組合、猿投町森林組合、保見村森林組
合、松平町森林組合が合併した組合でし
た。森林整備から製材、種菌の製造販売ま
でを行い、地域の拠点として事業を展開し
てきました。平成17年以降は豊田支所とし
て活用され、さらに支所廃止により倉庫とし
て利用してきましたが、老朽化も進んだこと
から解体の運びとなりました。
　これまでの組合員の皆様のご利用に感謝
申し上げ報告致します。

　令和2年度に県内の林科がある高校より採
用した職員3名が、2年間の林業大学校の研修
から戻ってきました。若さと情熱を持った3名で
すが、組合として現場での作業は少し早いと判
断をし、今年度入組した緑の雇用1年目研修生
である技能職職員2名と昨年度入組した技能
職職員1名を交えて、トレーナー研修を受けた
現業職職員が指導員となり基本的なチェン
ソーの持ち方から、受け口の作り方などを県か
ら借用した伐倒練習機を使って組合内研修を
行い、その後現場での実習を行っています。ま
た、外部講師を招いて目立てを始め多岐にわた
り様々な事を学んでいます。時間はかかります
が基礎技術を徹底的に覚えることで、事故の無
い安心安全な職場環境を目指します。

　令和４年7月7日（木）に岐阜県立森林文化ア
カデミーにおいて令和2年7月から令和4年2
月までの二年間に亘り組合職員のスキルアッ
プを目的とした研修の成果発表会を関係者の
前で行いました。当初本年3月に予定をしてい
ましたが、コロナ禍の影響で延期となりました
が、研修を受けた6名の職員はそれぞれ学んだ
ことを語ってくれました。発表後の
講師の講評では「林業における重
要な目線は経済性、安全性、環境性
である」との言葉に6名の職員は今
後の仕事の進め方の指針になった
かと思います。組合として今後も機
会があれば組合員のためになる研
修を重ねて行く考えです。

豊田市森林組合の変遷

高橋村森林組合
（昭和26年～）

挙母市森林組合
（昭和31年～）

松平町森林組合
（昭和26年～）

猿投町森林組合
（昭和26年～）

石野村森林組合
（昭和22年～）

保見村森林組合
（昭和26年～）

〔昭和31年 名称変更〕

〔昭和34年 名称変更〕

〔昭和30年 合併〕

〔昭和43年 合併〕

〔昭和45年 合併〕

〔昭和41年 合併〕

平成17年4月に他6
森林組合と対等合
併し豊田森林組合
となる

豊田市森林組合
（昭和34年～）

昭和22年　製材工場設置（石野村森林組合）
昭和26年　作業班設置（猿投町森林組合）
昭和38年　事務所新築
昭和63年　豊田市森林会館へ事務所移転
平成3年　  きのこセンター棟新築
平成17年　豊田森林組合豊田支所となる

●解体前の写真

●解体中の写真

人材育成が進んでいます

第2期アカデミー研修成果発表会を開催
発表内容
小澤　明弘…我が家で所有する山林を用いた将来木施業
粕谷健太郎…林産現場の収支・改善点
金田　安弘…急傾斜地での作業
鈴木　和寛…家裏に広がる里山林の整備に係る経営方法
豊重　陵広…「良い作業道とは」崩壊を未然に防ぐ為の
　　　　　　施工方法や着目点
藤澤　祐作…山村の暮らしと森林
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とよた産業フェスタに
出店しました。
　令和4年9月10・11日（土・日）に豊田スタジアムにて開催された「とよた
産業フェスタ2022」に当組合も出店しました。残暑の中、2日間で約9万千
人の来場者があり大変盛況でした。組合のブースでは間伐材で作られた
ベンチを中心に木製品を販売したところ好評をいただき、一般の方々が木
材に関心が高いことが伺えました。
　また、今回組合が製作した木製遊具（ウッドカート）を豊田商工会議所青
年部にお貸ししました。子供達に木を身近なものとして感じてもらうため
に体験コーナーを設け、親子連れの皆さんにも大変喜ばれていました。

令和4年9月10・11日

ラリージャパンに協力しました。
　自動車競技ラリーの最高峰「FIA世界ラリー選手権 フォーラムエイト・ラ
リージャパン2022」が令和4年11月10～13日（木～日）に豊田市を中心に開
催されました。当組合もこの世界的な競技に協力をさせていただきました。
①多くの観客がコース沿線で旗を振っていたのを覚えていますでしょう
か。この旗の持ち手の棒は市内の間伐材を利用して当組合が製作しまし
た。従来プラスチック製が多い中、豊田市よりあえて木製で作りたいとの要
請を受けたものです。手触りが良く、資源の有効活用に繋がるノベルティ
になりました。
②今回のレースでは市内各所がコースとなりました。普段交通量が少ない
市道や林道が中心でしたが、レースを行うには支障木が多いため、こちら
も豊田市からの発注を受けて支障木伐採の施業させていただきました。
見通しも良くなり安全なコースが確保できたと思います。

令和4年11月10～13日

消防署との合同訓練を
行いました。
①令和4年10月4日（火）に消防署員の方に伐倒技術を教える訓練を行い
ました。日頃は様々な場所での救助を行っている消防署員の皆さんです
が、山中での事故発生時に必要となるチェンソーの扱い方を覚えたいとの
事で組合に依頼がありました。基本的な受け口・追い口の入れ方から玉切
り・枝払いの流れを説明してから実際に作業をして頂きました。微力なが
ら伝えた技術が人命救助に役立てば幸いです。
②令和4年10月12日（水）に毎年恒例の山岳救助をイメージした消防署と
の合同訓練を室口組合林にて開催しました。前回に引き続き、山仕事の経
験が浅い職員を対象に通報から救助隊の誘導などを行い、参加者全員真
剣に取り組んでいました。
　今回の訓練でいかに第一報時に被災場所を伝えることが重要であるか
を痛感しました。組合としても今後の課題として取り組みます。

令和4年10月4日・12日

山神祭を開催しました。
　令和4年11月17日（木）に作業の安全を祈願する山神祭を足助交流館
「飯盛座」にて挙行しました。今回は役職員、協力業者を合わせて118名の
参加者がありました。神事後の安全唱和では竹内智美君と塚田大輔君に
安全宣言とスローガンの発声をしてもらい、参加者一同で安全作業を誓い
ました。今年度は10月末時点で休業4日以上の災害は1件しかなく、例年に
比べ少ないですが、これに自得することなく年度末に向けて無災害で取り
組む所存です。また、講演会では愛知県働き方改革推進支援センターより
社会保険労務士の名屋氏を講師に迎えて、昨今社会問題になっている「ハ
ラスメントについて」をテーマに分かりやすい例を上げながらお話をして
いただきました。パワハラやセクハラに対する法律も整備されたため、よ
り一層良好な人間関係を構築する必要があることを説明して下さり大変参
考になりました。

令和4年11月17日
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皆さんのまわりの開発事業は豊田市より

になっていませんか？違反開発
豊田市開発事業対策協議会（事務局：豊田市開発調整課）では官公庁、地域、関係
団体が連携し、「違反開発」の未然防止・早期発見に取組んでいます。豊田森林組合
もそのメンバーとして違反開発の監視に参加しています。豊田市内の山林では違法
に土地造成される事例も実際に起こっており不審な開発事業を発見したら、豊田市
開発調整課まで情報をお寄せください。（違反開発の通報専用の二次元コードも利
用できます）

注意する点
●事前に開発事業の説明はありましたか？
●法令に基づく看板は立っていますか？
●開発事業区域から土砂や濁水は流出していませんか？
●騒音や振動、粉じんはありませんか？

ひとつでも当てはまるものがあれば、

《連絡先》　豊田市都市整備部開発調整課
　　　　　℡0565-34-6744　 協議会のメンバーによるパトロール

違反開発の通報専用
二次元バーコード→
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皆さんのまわりの開発事業は豊田市より

になっていませんか？違反開発
豊田市開発事業対策協議会（事務局：豊田市開発調整課）では官公庁、地域、関係
団体が連携し、「違反開発」の未然防止・早期発見に取組んでいます。豊田森林組合
もそのメンバーとして違反開発の監視に参加しています。豊田市内の山林では違法
に土地造成される事例も実際に起こっており不審な開発事業を発見したら、豊田市
開発調整課まで情報をお寄せください。（違反開発の通報専用の二次元コードも利
用できます）

注意する点
●事前に開発事業の説明はありましたか？
●法令に基づく看板は立っていますか？
●開発事業区域から土砂や濁水は流出していませんか？
●騒音や振動、粉じんはありませんか？

ひとつでも当てはまるものがあれば、

《連絡先》　豊田市都市整備部開発調整課
　　　　　℡0565-34-6744　 協議会のメンバーによるパトロール

違反開発の通報専用
二次元バーコード→
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今年もキノコのシーズンが
始まります
今年もキノコのシーズンが
始まります いよいよ今年もキノコのシー

ズンがやってきました。
昨年同様原木の入荷状況が
不安定ですので、必ず予約を
お願いします。
種菌も同様に必ず予約また
は問合せをお願いします。

〈ご予約・お問合せ〉
豊田森林組合 購買担当 松井 ℡0565-61-1616

新型コロナウイルス感染症の
拡大状況により、提案会等の
予定が変わる場合があります。
森づくりの団地化を推進していく上で、組合員の皆様
には杭入れや説明会等にご参加頂いております。杭入
れを行う際には、日にちや時間帯、対象人数を限定する
等、感染拡大の予防に努めていますが、室内で行われる
提案会等は中止又は延期とし、個別に関係書類を送付
させて頂くことがございます。豊田市森林課や地域森
づくり会議代表者さまとその都度協議をし、判断致し
ます。
ご理解とご協力をお願い致します。

〈お問い合せ〉
豊田森林組合 林産課計画グループ ℡0565-61-1616

4,180円/個
2,295円/個

その他各種取り揃えております。
お問い合わせください。

○組合員の皆様へ

還元セール開催還元セール開催
今年度もコロナ禍の影響で購買の売り出しが開催できませんでした。
そこで、日頃からお世話になっております組合員の皆様に少しでも還元でき
るよう、クーポンを発行させて頂きます。この機会にぜひご利用ください。
また、当組合の取引業者からお値打ちな商品を期間限定（令和5年3月24日
まで）で販売しますので、そちらもお楽しみにして下さい。

《利用条件》
◯クーポンによる割引は、消費税別合計金額から5％割引させて頂きます。
◯クーポン券を切り取ってお持ちください。
◯組合員様お一人様一回限り
◯有効期限 令和5年1月5日～3月24日まで
◯クーポンを利用された商品の返品・交換はお断りします。
◯当組合が不正行為、疑わしいと判断する場合、使用されたクーポンの割
引は当組合の判断により無効又は差し止めをさせて頂く場合がありま
す。予めご了承下さい。

有効期限　令和5年1月5日～3月24日まで

（※価格はすべて税込です。）

※クーポン券を切り取ってお持ちください。

年末年始休業のご案内年末年始休業のご案内
年末年始のお休みをいただきます。

令和5年1月5日
　～3月24日まで

購買も併せてお休みをいただきますのでご了承ください。

令和4年12月29日（木）～令和5年1月4日（水）まで

原　     木

シイタケの
駒菌　

90㎝

森産業 
290号 

1,000駒入
500駒入

695円/本

◯組合員様お一人様一回限り
◯クーポンでお買上げ商品の返品
　・交換はお断りします
◯苗木、椎茸原木、種菌等は対象外になります。

｟注意事項｠

【購買からお知らせ】
令和5年3月31日は棚卸しのため、臨時休業とさせて頂きます。

購買で購入時にクレジットカードがご利用できます
先回の小誌にて購買でのお買上げ時にクレジッ
トカードがご利用できる告知をさせて頂きまし
たが、おかげさまで沢山の方にご利用していた
だいております。チェンソーや草刈り機の買換え
時には、ぜひクレジットカードをご利用ください。

《対応できるカード会社》
・visa
・マスター
・JCB
・アメリカンエキスプレス

・ダイナースクラブ
・ディスカバー

土地所有者名義変更等、
「変更届け」は90日以内に

提出してください。

組合員の皆さまへお願い。

豊田森林組合の組合員の皆さんで、住所の変
更や相続などで土地所有者名義等に変更があ
った場合には、変更届けを90日以内に提出し
て下さい。お願いします。

令和元年7月の支所統合に伴い、旧支所の電話
番号は廃止となりました。今後は本所の電話番
号である0565-61-1616にお掛け頂ければ各
担当へお繋ぎ致しますので、ご理解とご協力を
お願い致します。

電話番号のお願い
(旧支所の電話番号は廃止となりました。)

本所  TEL 0565-61-1616
こちらの電話番号へおかけください。

〈休止によるサービスの変更点〉

○下山・旭・稲武地区の
　巡回サービスはしばらくの間
　休止します。

○本所での対応となります。　

令和4年10月3日（月）より
【本所】豊田市足助町横枕5
営業日…月～金曜日
営業時間…8：30～17：30

※平日のみの対応になります
　お気をつけてください。

購買巡回サービス休止

お知らせ

9月末の新聞折込チラシでご存知の方もみえると思います
が、10月より組合の都合によりしばらくの間、下山・旭・稲武
の巡回サービスを休止させていただき、本所のみの対応とさ
せていただいています。また、本所の営業日も土・日・祝日の営
業を休止させていただき平日のみの対応となります。組合員
の皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解の程宜
しくお願い致します。
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豊田森林組合

山神祭
令和4年度 豊田森林組合

苗木斡旋注文書 注文日／令和　　  　年　　 　 月　　 　 日

ご依頼主

〒 郵便番号

電話番号

住所

氏　名

苗木関係資材単価

山行苗  《※２５本単位でご注文をお願いします》

番号 樹　種 規　格 用途 単価（円） 単価（円）数量 数量

80-01-1

80-01-10

80-01-4

80-02-3

80-02-2

80-02-4

80-06-6

80-06-3

80-08-3

80-04-1

80-14-1

ス　ギ

ス　ギ

ス　ギ

ヒノキ

ヒノキ

ヒノキ

黒　松

クヌギ

コナラ

ケヤキ

ヤシャブシ

45ｃｍ上

35ｃｍ上

キャビティ30cm上

45ｃｍ上

35ｃｍ上

キャビティ30cm上

30ｃｍ上

60ｃｍ上

60ｃｍ上

60cm上

1年生根元径4ミリ

番号 樹　種 規　格 用途

その他資材

ザイトロン（1kg）

フレノック（2.5kg）

丸山1号（20kg）

丸山3号（20kg）

ちから1号（15㎏）

ちから３号（15㎏）

ｺﾆﾌｧｰ水和剤　１ℓ

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

山植

170

161

236

169

162

247

129

222

222

156

123

㊞

ふりがな

クズ類

ササ類

クルミ状

クルミ状

粒　状

粒　状

散布剤

食害対策

薬　　剤

緑化木肥料

忌  避  剤

防護ネット

※この注文表は（税込価格）になっています

■注文書に必要事項をご記入のうえ、豊田森林組合本所へ
　ご持参又は下記までFAXでお願いします。

◇苗木等の配達はなくなりました。
◇指定日に本所（足助）でのお受け取りのみになります。
◇指定日以外も本所にてお渡しとなります。
◇皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

※市外の方は申し訳ありませんが郵送かファックスにてご注文ください。
■苗木引き渡し

苗木斡旋のご注文方法

ご注意ください

73-04

73-02

72-05

72-06

72-02

72-04

73-11

K90-05

1,320

4,400

4,180

4,540

3,580

4,380

3,390

1,311※スギ、ヒノキ、マツの注文については、２５本単位でお願いします。

※サプリガードは70セット以下の場合、
　別途取り寄せ送料が掛かります。

▷苗木の引き渡しは令和5年３月10日（金）を予定しています。
▷苗木引き渡しは本所（足助）のみになります。

●配達廃止の
　お知らせ

●斡旋以外の注文は別途「取寄せ送料」が必要です。
　ご注意ください。

※苗木がご用意できない場合があります。

注文締切り日／令和5年1月31日（月）

サプリガードHP22
1.7m風雪用セット

※キャビティ苗は300mlと150mlの2種類がありますので、
　ご指定ください。

今年は生育不良等の理由で数量が少なく確保と価格の
確定が出来ない上に、有っても少量の為、別途送料が
発生してしまいます。
その為、ご入用の方は一度、豊田森林組合購買担当ま
でお問い合せください。

※果樹・緑化木等について

E-mail ： info@woodytoyota.net

発行日 令和4年12月25日　
発　行 豊田森林組合

豊田森林組合

0565・61・1616〈電話〉
〈FAX〉0565・61・1617

〒444-2424 豊田市足助町横枕5番地

通信通信 No.53

〈その他・備考〉

▶ラリージャパンに協力しました▶ラリージャパンに協力しました
▶今年も還元セールを開催します▶今年も還元セールを開催します


