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上野原市初企業の森
「
リクシル住宅研究所」
活動紹介
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上野原市地域雇用創造協議会
実践型地域雇用創造事業
平成 年度 は、上野原市 では初 めてとな る
企業 の森 『未来 へつなぐ森づくり花咲く森プ
ロジ ェクト』と題 し株式会社リク シ ル住宅研
究 所 の森林整 備活動 が スタ ート しま した。平
成 年 月 日には、今城幸社 長を はじめ社
員約 名が参加 し、談合 坂サービ ス エリ ア近
く の花桃や桜を植栽 して いる エリ ア への歩道
整 備を実施 しま した。
リク シ ル住宅研究 所は、地球 環境問題解決
のため に、当組合同様 に 『持続可能な社会 の
実現』を 目標 に事業展開 しており、 この森づ
くりをき っかけ に同社と協働 の家づくりま で
関係を広げ て いければと考え て います。
上野原市 で初とな る企業 の森 リク シ ルと末
永く森づくりを協働 して
いけますよう に、森林組
合 では上野原市や地 元 の方
々と共 にこの活動を盛り上
げ て いきた いと思 います。

上野原の森の弁当箱研究センターについて
上野原市初企業の森「リクシル住宅研究所」活動紹介

平成29年11月11日リクシル企業の森活動の様子

北都留森林組合地区運営協議会からの要望・意見
理事定数削減案承認 現行定数20名から新案12名へ
総代選挙4月開催について
北都留森林組合ホームページが一新

29

総代選挙４月開催について

電話0554-62-3330
〒409-0112 山梨県上野原市上野原5273-2

80

シイタケ原木・駒菌注文方法について
藤森隆郎先生による間伐選木講習会開催
平成31年4月採用予定の月給制新卒若者正職員募集
Forest Good2017間伐・間伐材利用コンクール会長賞受賞

4

5

上野原森の弁当箱研究センター
現在 の総代皆様 の任期が平成 年 月
開催 の総代会 の日ま でとなりま した。
上野原市 では、地域材 活用 した林業 の
昨年 開催 した各地区運営協議会 でもご
六次産業化実現 に向 け上野原市産 スギ ・
承認頂きま したとおり総代選挙を次 の日
ヒノキ等木材を スライ ス加 工し、経木や
程 で実施させ て頂きます。 月 になりま
折箱 にする こと により、高付加価値商品
したら、各 種書類を現在 の総代様宛 にお
を 販売 して いく こと に挑戦する取り組 み
送りさせ て頂きます ので、内容をご確認
を展開 して います。平成 年 月末 にこ
の上、ご 返送頂けますようお願 い申 し上
の事業が終 了する ことを受 け、現在、北
げます。ご不明な点がござ いま したら、
お気軽 に森林組合本 所ま でご連絡 下さ い。 都留森林組合 が中 心となり、新たな協 同
組合設立準備を進 め て います。
【
総代選挙投票 日】
上野原市 の 「
新たな産業と雇用 の創
平成 年 月 日 （
月）
造」 の考え方を引き継ぐと共 に、豊富な
総代任期 ・３年間 （
平成 年 月総代
会終 了時より平成 年 月総代会ま で） 地域木材資 源を材料 に折箱加 工技術を磨
き、将来 における人材を確 保 ・育成 しな
がら、木製容器 （
木製折箱 ） の共同生産
北都留森林組合ホームページが 一新
を行 い、木製折箱 の需要 に応えると共 に
日本 の伝統産業 であ る木製容器製造 の再
生と伝 承、そ の地位向 上を 目指 して いき
た いと考え ております。
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【
北都留森林組合 ＨＰ】

北都留森林組合が島田小学校林活動にて間伐推進中央協議会会長賞を受賞
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北都留森林組合

きたつる
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平成29年10月27日（金）Forest Good2017間伐・間伐材利用コンクール表彰式（東京・紀尾井町ホール）
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北都留森林組合 ホームページがオリジ
ナ ルド メイ ンアド レスを取得 し、 一新 し
ま した。
今 ま で以上 に更 に見やすく多 く の情報
を発信 できるよう に工夫 して作成 し直 し
ま した。
これから、 日々 の森林組合活動や最新
情報を組合員 の皆様や森林 に関 心をお持
ち の方 々に分かりやすくお伝え できます
よう改良改善を重ねながら ホームページ
内容を充実させ て いきます。
や twitter
など ＳＮＳによる情
Facebook
報発信も行 って います のでご覧頂ければ
有難く存 じます。
ヒノキの折箱

30

http://kitamori.org/

２０１８年（平成30年）１月吉日 発行
北都留森林組合ＨＰ http://kitamori.org/
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森林

年

月 に全

地区 の総代様 にご出席頂き開催

平成 年 月採用予定
新卒若者 正職員募集開始のお知らせ
4

北都留森林組合 では、平成 年 月卒
業 予定 の新卒若者 正職員募集を開始 しま
す。組合員 のご親族、お知 り合 いの方な
ど森林組合 の仕事 にご興味 のある方が い
ら っし ゃ いま したら、ぜ ひご紹介頂きた
くお願 い申 し上げます。
採用条件と しては、北都留地域 の山を
守り森と共 に生きる森林組合 の仕事を 一
生 の仕事と考え、長く勤め て頂ける方を
平成 年 月学校卒業 予定者、も しくは
歳 以下 の若者 に限り募集とさせ て頂き
ます。
就職希望者 は、履歴書を本 所ま でお送
り下さ い。随時、個 人面接をさせ て頂き
ます。
就業条件等、詳細 に つきま してはお近
く の ハロー ワーク でご確認 下さ い。
北都留森林組合 ＨＰからもご確認する
ことが できます。また、直接、電話 でお
問 い合わせを頂 いても結構 です。
【
採用問合せ先 北都留森林組合本 所】
電話 ０５５４ 〈６２〉３３３０
北都留森林組合 ＨＰ http://kitamori.org/
募
※集 人員 若 干名
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北都留森林組合理事定数削減案承認
現行定数 名から新案 名へ
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藤森隆郎先生による間伐選木講習会を
当組合職員全員参加にて開催

平成

25

（
大目地区）積木を談合坂サービ ス エリ アで販売す べき
観光客相手 に販売拡大をする ことが できるはず
（
巌地区）作業道開設を望む
巌地区南岸 の財産区など に道 が入れば巌 の山も活き て
くる。秋山 に抜ける県道 から支線を伸ばせるよう に地 元
要望と しても行政 に働き掛け て いきた い。
（
島 田地区）雑木林をお金 に換える話 に賛成
駅周辺など木が大きくなり倒木 の心配もある。上野原
全体 の雑木林を若 返らせる事業を実現 して欲 し い。
伐り っぱな し の木が大雨など で水害を引き起 こす 心配
もある。行政と相談 し、伐 った木を横積 みする対策を考
え て欲 し い。
（
上野原地区）八重山整備推進を希望する
八重 山 の整 備を進 め森林 浴 のできる魅力ある観光地と
なるよう に整 備を推進 して欲 し い。
積木 販売は、良 い取り組 み。更 に種類を増や し木箱 に
入れ て販売 したらも っと売れると思う。
（
大鶴地区）積木を談合坂サービ ス エリ アで販売すれば
も っと売れるよう になる
（
棡原地区）木 の駅プ ロジ ェクト実現を望む
新 し い事業説 明 のあ った 「
木 の駅プ ロジ ェクト」は大
変面白 ろそう で期待 した い。また、ぜ ひ参加 した い。
（
西原地区）連絡 の付かな い組合員が増え て困る
組合員 で不在地主が多 くな ってき ており連絡が付 かづ
困 って いる。森林組合と しても親族や行政と相談 しなが
ら、今後 の対策を検討 して い って欲 し い。
（
甲東地区）林業活性化 への挑戦 に期待大
森林組合 の新たな林業活性化構想 は素晴ら し い。どん
どん新 し い取り組 みを成功させ て欲 し い。
（
小菅地区）流木災害防止対策 ・職員待遇改善を要望
森林組合職員 の若者が定着 し安 心して働けるよう に、
初任給見直 しと待遇改善を検討す べき。
（
丹波山地区）シイタケ原木販売 の再開希望
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平成29年10月4日
第２回北都留森林組合理事会開催（本所会議室）
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4
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シイタケ原木販売のお知らせ
10

北都留森林組合地区運営協議会から
の要望 ・
意見の紹介

12

13

藤森隆郎先生
10

20

29
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選木講習会の様子

シイタケ原木が少量 ですが入荷致 し
平成 年 月 日に日本を代表する森林
ま した。数量 には限りがあり、原木が 生態学研究 の第 一人者 である藤森隆郎先生
無くなり次第 販売終 了とさせ て いただ が北都留森林組合職員 の為だけ に直接指導
した いと来県され、間伐選木講習会を 上野
きます ことをご 了承願 います。
ご注文 は、先着 順とさせ て頂き直接 原市山林 で開催 しま した。
お電話 にて本 所ま でお申込み願 います。 当 日は、 「それぞれ の地域 の自然を生か
す知恵を働かせる こと の大事さ、大きな ビ
【シイタケ原木申込】
ジ ョンに向 け て関連する人達が協力 し合 っ
北都留森林組合 本 所
て いく こと の大 切さ 」など選木技術 以外 に
電話 ０５５４ （
６２）３３３０
も山仕事を して いく上 で大事な 心構えま で
太さ 中 一本 ４３２円 （
税込 ） ご指導を頂きました。
当組合職員 一人 一人が常 に向 上心を持ち、
中太 一本 ６４８円 （
税込 ）
創意 工夫を持 って仕事 に邁進 して いき、組
合員 の皆様 に信頼され、喜ばれる仕事を役
シイタケ駒菌注文方法について
職員 一同力を合わせ積 み上げ て いきた いと
思 います。

27

藤森隆郎先生講義の様子

北都留森林組合理事定数削減案 （
現行
された北都留森林組合地区運営協議会 から の要望 ・意見
定数 名から 名 ）は、平成 年 月 に
に ついてご紹介 します。
組合員 の皆様 のご要望 ・ご意見を実現 して いけるよう 全 地区総代様 にお集 まり頂き開催 した
に役職員 一同、創意 工夫を重ねながら創造的な仕事を継
地
区
運営協議会 でも承認頂き、平成 年
続 して いきます。
月 日開催された理事会 でも承認頂き
ま した。今年 月 に開催する総代会 に置
いて正式ご承認頂く こと で来年度 に予定
され て いる理事選挙 から変更となります。
これま でご説 明してきま した通り、よ
り良 い森林組合経営を実現 して いく上 で
スピード感 のある フ ット ワーク の軽 い、
機動力 のあ る理事会 運営を実現するた め
の 一歩となります。組合員 の皆様 におか
れま しては、ぜ ひ森林組合経営改革推進
のため にご理解とご協力をお願 い申 し上
げます。

29

当組合 では、森産業 のシイタケ駒菌
を 販売 します。
ご注文方法 は、全 て予約注文とさせ
て頂きます。ご注文ご希望 の方は、本
所ま でお電話 にてお申込み下さ い。
なお、販売開始 は ３月となります。
【シイタケ駒菌申込】
北都留森林組合 本 所
電話 ０５５４ （
６２）３３３０

10

Ｆｏｒｅｓｔ Ｇｏｏｄ ２０１７
間伐 ・
間伐材利用コンクール会長賞受賞
29

シイタケ
学校林入口で森の話

北都留森林組合 は、平成 年 月 日
東京都紀尾井 町サ ロンホー ルにて開催さ
れたＦｏｒｅｓｔ Ｇｏｏｄ ２０１７ 間伐 ・
間伐
材利用コンクールにおいて、「
上野原市島 田
小学校学校林整 備と森林 環境教育活動」
が
間伐推進中央協議会会 長賞を受賞しまし
た。
沖修 司林 野庁長官や佐藤重芳全国森林
組合連合会 長等出席 の授賞式には、波多 野
晁組合 長が出席し表彰を受けました。
島 田小学校林は、しばらく利用されてい
ませんでしたが、今 回の取組みにより、歩道
が整 備され、森 の中には、間伐材を利用し
た展望台や遊具が整 備され、これから上野
原駅周辺の島 田地区を 一望できる観 光名
所になるような素敵な森です。
６年生は、卒業記念植樹、 年生は間
伐体験、クリ ス マス前 には、間伐 した材
を学校 に持ち帰り、クリ ス マスリー スづ
くりなど の木 工制作指導を行 って います。
北都留森林組合 では、
子供たちが森 に関 心を
持ち、理解 し、行動を
起 こすき っかけとな る
活動を提案 し、 これか
らも 「
森と共 に生き
る」 こと の大 切さや素
晴ら しさを地 元 の子供
たち に伝え て いく こと
が森林組合 の使命 と考
え て引き続き活動を継
続 して いきます。
5

