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林業白書の紹介
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上野原駅前整備に木材活用
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ＪＲ上野原駅前周辺の木材活用

積木セット販売中
北都留森林組合 では、地 元 のスギ ・ヒノ
キを原料と した手づくり積木セ ットを 販売
中 です。小さなお子様 の誤飲を防ぐた め に
最も小さ い積木 でも ５ ｃｍ以上 の大きさと
し、無 垢 の木を使 い無塗 装 で角を 一つ 一つ
丁寧 にヤ スリ掛け し丸めた 温かみ のあ る軽
く安全な積木 です。お孫様 へのおもち ゃに
安 心してご使 用頂けます。ぜ ひ、組合員 の
皆様から のご注文をお待ち しております。
【
積木セ ット大 １５０個 入 一六 二〇〇 円税込】
【
積木セ ット小 ５０個 入 五四〇〇 円税込】
表
※紙 の積木写真をご覧くださ い
ご注文 は本 所ま で 電話 ５５４ ６-２ ３-３３０
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北都留森林組合ハンドメイド積木 絶賛販売中 小セット5,400円（税込） 大セット16,200円（税込）

海ゴ ミ、特 に マイク ロプ ラ ステ ィックとそれが及
ぼす環境 への影響が地球規模 で深刻な問題となり つ
つあり、そ の海ゴ ミ の約 割が山や 川から流れる街
ゴ ミと言われ て います。約 二千人 の組合員が いる北
都留森林組合が地球 環境を守るため に普 及啓発活動
と環境教育 に取り組 み 「
プ ラ スチ ックご みを可能な
限り減らす生活」を働き掛け て いく こと で下流 の大
都市、東京都と神奈 川県 へこの運動を繋げ広げ て い
き当組合 の応援団を増や して いきた いと思 います。
平成 年 月 日海 の日には記念 イベ ントが山梨
県庁防災新館オープ ンスク エアで開催されま した。

平成 年 月 に公表された平成 年度森
ＪＲ上野原駅前 周辺整 備 でたくさ ん の木材を
林 ・林業白書 の内容 に ついてご紹介させ て 活用頂きま した。
頂きます。白書 では、戦後 に植林された人
エレベータ ー棟 の横 にできた観 光案内 所では
工林 のうち半数 以上が林齢 年生 以上 の主 木 の壁や棚、 テーブ ルなどたくさ ん の木 に囲ま
伐期を迎え本格的な利用期を迎え て いる 一 れた素敵な空間とな っております。お近く にお
方、森林 所有者 の多 くは小規模零細 で経営 越 し の際 にはぜ ひお立ち寄り下さ い。
規模拡大が難 し い中 『
林業 の成 長産業化 の
実現と森林資 源 の適 切な管 理 のた め森林 の
経営管 理を意欲と能力 のあ る林業経営者 に
集積 ・集約化する』とあります。また、平
成 年度 の税制改 正 にお いて森林 環境税及
び森林 環境贈与税を創設する ことが決定 し
ま した。 『
今 まさ に木材需要 に応 じた主伐
と再造林 による循環を確立する こと で、次
世代 にも充実 した森林資 源を継承し、林業
の成 長産業化を実現するととも に森林 の公
益的機能を持続的 に発揮させ て いくた め の
タ ー ニングポイ ント にき て いる』と して い
ます。施業 の集約化を進 める ことが効率的
ＪＯＬＡ２０１８優秀賞受賞
な林業を進 めるため には重要 です。
平成 年 月 日に東京国立オリ ンピ ック記念青少年
また、 『
森林 所有者が自ら経営管 理 でき
な い場合 には、所有 して いる森林 の経営管 セ ンター にて開催された ＪＯＬＡ２０１８ （ＪＡＰＡＮ
理 に必要な権 利を森林 所有者から市 町村 に ＯＵＴＤＯＯＲ ＬＥＡＤＥＲＳ ＡＷＯＲＤ）にて中 田
無 双参事が全国 フ ァイナリ スト ８名 に選ばれ優秀賞を受賞
委ねる ことが できる』とあり、林業経営 が しました。 このアワードは、山や 川や海や 田畑や森林など
成り立たな い森林 は、市 町村 による公的管 多様な アウトド ア のフィー ルド で、より良 い未来を支える
理 により適 切な施業を実施 して いく必要が 子供達を育むリーダ ー の功績をたたえ表彰する アワード で
あり、そ の場合、育成単 層林と して維持 し す。 これま で当組合 で取り組んできた青少年 の林業体験、
学校林活動、企業 の森等 々が高 い評価を得た結果 です。
て いく のではなく、育成複層林等 へ転換を
これからも 「
森と共 に生きる」と いう素晴ら しく魅力あ
進 める ことが望ま し い』と書 かれ て います。 る林業と いう仕事を子供達 の憧れ の職業 のひと つになれる
いず れ にしても林政は大変大きな転換 期 よう、 日本 の森 の豊かさや大切さ、林業と いう仕事 の素晴
を迎え ており、当組合も時中 にし っかりと ら しさや面白さを多 く の子供達 へ楽 しく面白く素敵 に伝え
対応 し組合員 の山林整 備を より良 い形 で管 て いきた いと思 います。
理して いきた いと思 います。
ＪＯＬＡ２０１８ ＨＰ】
【
【
平成 年度森林 ・林業白書 ＨＰ】
１１６０ /
http://jola-award.jp/winner/

Ｙａｍａ・Ｐ設立記念
フォーラム2018.7.16
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第35回北都留森林組合通常総代会開催
北都留森林組合理事定数削減案承認 20名から12名へ
平成31年4月採用予定の月給制新卒若者正職員募集
新人職員紹介 剱持陽之介
甲斐東部材原木市場の紹介
北都留森林組合総代選挙結果報告
企業の森活動の紹介 ホンダの森小菅 ＪＴの森小菅
森林整備交付金森林調査開始
積木セット販売中
山梨マイクロプラスチック削減プロジェクトYama・P設立
平成29年度森林・林業白書の紹介
上野原駅前整備に木材活用
JOLA(Japan Outdoor Leaders Award)2018で優秀賞受賞
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http://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/ha
kusyo/ hakusyo/zenbun.html

検品の様子
大セット袋は３色から選べます
加工の様子
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北都留森林組合
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電話0554-62-3330
〒409-0112 山梨県上野原市上野原5273-2

積木セット大 １6,200円
積木セット小 5,400円
スギ・ヒノキの積木
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２０１８年（平成30年）7月吉日 発行
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理事定数削減案承認
平成 年 月選挙定数
名へ
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平成 年 月採用予定
新卒若者 正職員募集開始のお知らせ
31

31

4

剱持陽之介

歳

3

25

平成 年 ４月より北都留森林組合 で働
かせ て頂く こと になりま した剱持陽之介 と
申 します。林業 のことも山梨県 のことも何
一つわからな いと ころから スタ ートとなり
ますが、皆様 のご指導 の下、林業 のプ ロを
目指 して努力致 します ので何卒 よろしくお
願 い申 し上げます。

新人紹介

31

23

3

ＪＴの森小菅集合写真

平成30年7月15日
上野原市大倉地区 森林調査の様子

平成 年 月 日 （
日）に上野原市大倉
平成 年 月 に北都留森林組合総代選挙が
地区 の森林 所有者 の皆様 にご参加頂き、第
開催され、新たな総代 ２１０名 が全 地区か
１回目 の森林境界調査を実施 しま した。
ら選出されま した。
今年度 は、そ の他 に上野原市棡 原、西原
新 し い総代任期は平成 年 月から平成
地区、小菅村地区、丹波 山村地区 の森林境
年 月 の総代会ま で の 年間とな っておりま
界調査を計画 して います。
す。新総代 の皆様 には地域 の世話役と して北
森林整 備を行うた め には、森林境界調査
都留森林組合 が発行する 「
広報きた つる」 の
配布、地区運営協議会 へのご参加、総代会 へ が欠かせませ ん。該当する森林 所有者 の皆
様 には何卒ご協力 の程よろ しくお願 い申 し
のご出席等 々色 々とご足労をお掛け致 します
上げます。
が当組合運営 へ何卒ご協力 の程よろしくお願
大倉地区 では、今 回 名近く の参加者と
い申 し上げます。
森林組合職員 により森林境 界確認を行 いま
なお、ご不明な点がござ いま したら本 所事
した。中 には親子で参加 して頂 いた方も多
務 所ま でお気軽 にお問合せ下さ い。
数おり、所有され て いる森林をご家族内 で
引き継ぐ良 いき っかけ にもな ったと考え て
企業の森活動の紹介
います。 これから、それ 以外 の地域 にお い
ＪＴの森小菅 ホンダの森小菅
て順次森林 調査を実施 して いきます。改 め
平成 年 月 日にホ ンダ の森小菅、 月 て関係者 の皆様 にはご案内を差 し上げます
日にＪＴ の森小菅と大勢 の社員や村民参加
ので、奮 ってご参加をお願 いします。
のもと森林整 備活動 が盛大 に開催されま した。

森林整備交付金森林調査開始

当組合 一番若 い職
員 です。皆様 の所
に伺う こともある
と思 います ので宜
しくお願 いします。
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4

北都留森林組合総代選挙結果報告

第35回総代会 波多野晁 代表理事組合長挨拶
（2018年5月30日 上野原市モミジホール）
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ホンダの森小菅集合写真

30

5

4

12

20

30

3

5

10

30

7

15

（
平成 年度事業計画 ）抜粋
今年度 は、新た に 「
森林整 備交付金森林
調査 」 に取り組 み、境界明確化作業 に力を
入れ、次年度 の施業集約化、森林経営計画
策定 に結び付 け確実な事業量確保を 目指 し
て いく。事業 の 「
無 理 ・無駄 ・ムラ」を無
くす ことを 心掛け、決 して事業を繰越す こ
となく期末ま でに計画 した全 て の仕事を確
実 に完 了できるよう に事業進捗管 理を徹底
して いく。
引続き当組合 の将来を担う若手職員確 保
とそ の若者達が森林組合 の仕事と林業 に夢
と希望と誇 りを持 って働ける魅力的な職場
づくりを 目指 し、役職員 一同、常 に改良改
善を絶え間なく続け、創造的な仕事を継続
し、行政と共 に力を合わせ て組合員と地域
社会 の進歩発 展 に貢献 して いく。
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甲斐東部材原木市場の紹介
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甲斐東部材 原木市場 （
甲斐東部産地形成
事業協 同組合 ）は山梨県東部 の木材拠点施
設と して大月市初狩 町 に平成 年 に設立さ
れ、北都留森林組合、南都留森林組合、大
月市森林組合 の３森林組合 が中 心となり経
営 して いる郡内唯 一の原木市場 です。
原木市場は、森と街を繋 ぐ 「
森 の港 」 の
ような中継基地と して の役割を持 っており、
様 々な丸太と情報が集まる大 切な施設 です。
このたび、新 し い職員 名を迎え、新た
な 一歩を踏 み出 しま した。
山梨県内 にある他 の２拠点 （
山梨県森林
組合連合会 原木市場、南部 町森林組合 原木
市場 ）と更な る連携強化を進 め、大都市 の
東京都と神奈 川県と隣接する原木市場と し
て丸太販売を積極的 に展開 し、 三方良 し
（
山主 ・顧客 ・地域 ） の経営を 目指 します。
相模 川と多
摩 川と いう 二
つの流域を繋
ぐ こと で東京
都と神奈 川県
と繋がる新た
な木材 ビジネ
スを展開して
いき、流域林
業活性化セ ン
タ ー、森 の総
合商社 の役割
を使命 と考え
て原木市場経
営を継続 して
いきます。
甲斐東部材原木市場職員集合写真

平成 年 月 日上野原市文化ホー ルに
北都留森林組合 では、平成 年 月卒
平成 年度開催された各地区総代 による地
お いて、大勢 の総代 の皆様、並び に渡邉雄
業 予定 の新卒若者 正職員募集 して います。
区運営協議会 の承認、平成 年度第 回理事
司山梨県森林組合連合会 長を はじめ県市村
採用条 件と しては、北都留地域 の山を守
行政関係機関 のご来賓方 々 のご出席 のもと 会 の承認、平成 年 月第 回総代会 の承認、
り
森と共 に生きる森林組合 の仕事を 一生
第 回通常総代会が盛大 に開催されま した。 山梨県知事 承認を得 て、北都留森林組合定款
の仕事と考え、長く勤め て頂ける方を平
役員 の定数 ） の理事定数 が現行 の
議 長は、西原地区総代 の山本 八郎さ んが 第 条 （
成 年 月学校卒業 予定者、も しくは
務 められ、総代会 における全 て の議案 は可 名から 名 へと削減され、平成 年 月 に開
歳
以下 の若者 に限り募集 とさせ て頂きま
催 予定 の理事選挙定数が 名となりま した。
決 承認されま した。
す。
これは、 日 々激動する林業界 にお いて、理
平成 年度 は、 「
挑戦 」を合言葉 に役職
就職希望者 は、履歴書を本 所ま でお送
事定数削減 により集 まりやすく機動力 のある
員 一同新 し い事業 へ果敢 に挑戦 し、前 へ前
り
下さ い。随時、個 人面接をさせ て頂き
へ進 んで いきた いと思 います ので、組合員 意 思決定 による迅速な理事会運営を実現する
ま
す。
の皆様どうぞよろしくお願 い申 し上げます。 ため に実施 しま した。
就業条件等、詳細 に つきま してはお近
更な る北都留森林組合発 展と組合員 の皆様
く の ハロー ワーク でご確認 下さ い。
（
平成 年度事業報告 ）抜粋
へ喜ばれるより良 い組合運営を 目指 して いき
北都留森林組合 ＨＰからもご確認する
平成 年 月 に発生 した上野原市棡原地 た いと思 います のでご理解 の程、何卒 よろし
ことが できます。また、直接、電話 でお
区山林火災等 の消火活動や 雨 ・雪等 による くお願 い申 し上げます。
問 い合わせを頂 いても結構 です。
悪 天候 の影響 により事業が大幅 に遅れた結
【
採用問合せ先 北都留森林組合本 所】
果、当期損失資金 ▲八、〇九 三千円 の赤字
電話 ０５５４ 〈６２〉３３３０
とな った。
北都留森林組合 ＨＰ http://kitamori.org/
募
※集 人員 若 干名
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