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「青の松原と青葉山」（高浜町和田からの遠望）
　若狭富士の異称を持つ秀麗な景観の青葉山、人々の信仰とも
深く関わる中山寺や松尾寺を擁する。
　安土山公園からの眺望で暮らしを守る青の松原が美しさを際
立たせている。



ご　挨　拶

代表理事組合長 田 中　昌 文

　盛夏の候、組合員の皆様には、ますますご清栄のことと存じますが、年明け以来、世界
中が新型コロナ感染症禍に見舞われています。
　この惨禍は、終わりの見えない人間とウィルスとの戦争とも言われ、未だに治療薬やワ
クチンがないなど、私たちの社会生活を著しく停滞させ、経済活動にも大きな課題として
圧し掛かっています。

　私たちの組合活動においても、木材の流通にも影響が及び、林産活動での材価の下落が
顕著となり、従来からの低価格であっても出せば売れる時代から、出しても売れない、流
通しないという深刻な時代が到来しています。
｠
　このような中、当組合の第11回総代会については例年の開催方式に変え、規模を縮小し
て開催させていただき、基本的な審議については書面決議を中心にした審議により原案の
とおりご承認を戴いたところです。
｠
　さて、昨年度の組合収支につきましては、配布させていただいた総代会資料のとおり、
12,585千円の当期剰余金を計上する決算となりました。
　これも一重にご指導ご支援を戴いた県や市町の行政機関を始め、組合員の皆様のご協力
の賜物と、改めまして厚くお礼申し上げます。｠

　令和2年度の組合運営については、先の見えない新型コロナ禍の影響がどのように及ぼ
すのか予測できない中で、地域の森林整備水準の確保と林業従事者の雇用の確保の面から
も森林組合に求められている役割は大きいものと考えます。
　求められる感染防止措置や木材の流通障害等による木材需給の停滞など、より大きく変
動することが予想されるため、適時適切に理事の皆様との協議を踏まえ、計画の見直しを
しながら組合経営をしてまいります。
｠
　引き続き、組合員の皆様は元より、県や市町の行政機関のご指導ご支援もいただきなが
ら、組合運営に努めてまいりたく、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ、ご挨拶とさ
せていただきます。
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第11回 れいなん森林組合 通常総代会

　総代総数 210名 書面議決者数 182名

本人出席者数 11名

【提出議案】
　第１号議案 令和元年度事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案承認について

　第２号議案 令和２年度事業計画設定について

　第３号議案 令和２年度役員報酬額の決定について

　第４号議案 一組合員に対する貸付金の最高限度額の決定について

　第５号議案 令和２年度借入金最高限度額決定について

　第６号議案 令和２年度余裕金預入先決定について

　第７号議案 定款の一部改正について

　付 帯 決 議 本日の決議事項中、権利義務に関係しない軽微な事項の修正及び行政庁の処分、または、

これに基づく指示による場合は、それに必要な修正は理事会に一任する。

田中組合長　挨拶

議決承認山中議長の議事進行

　令和2年６月20日（土）午後1：30より れいなん森林組合　森林の研修館 2階において『第11回

通常総代会』を開催しました。本会は新型コロナ感染症対策として来賓の方々のご臨席を求めず、総

代の皆様に書面による議決をお願いし、縮小開催のもと、議長に若狭町三方の山中　忠直さんが選任

され、第１号議案～第7号議案、付帯決議の提出議案はすべて議決承認されました。
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ふくいの森林・林業基本計画の概要

1　森を活かすプロジェクト　～充実しつつある森林資源の積極的な利用～

＜プロジェクト目標＞

①間伐の加速化と主伐の促進による循環型林業経営を推進
　〇主伐の促進による循環型林業経営と資源の有効活用を推進
　〇森林環境譲与税等の活用による市町主体の間伐を推進
　〇低コストにつながる列状間伐を拡大
　〇県産苗木の供給体制を整備
　〇低コスト造林、育林方法の確立・推進

②集落単位での取組みや新たな手法の導入による施業集約化の促進
　〇集落単位で取り組むコミュニティ林業を拡大
　〇森林所有の移転や交換による林地の集約化を推進

③林業経営の効率化に向けた生産基盤の整備
　〇航空レーザ計測等のICT技術の活用による森林情報の高度化
　〇生産性向上のための高性能林業機械の導入等を促進
　〇木材供給拡大のための路網（林道・作業道）を計画的に整備

④原木の安定供給システムの構築
　〇多様な需要に対応した原木の安定供給システムの構築

⑤森林経営・管理を担う人材を育成
　〇競争力のある林業事業体を育成
　〇若者や女性が活躍できる就労環境を整備
　〇ふくい林業カレッジ等による人材の確保
　〇技術力のある人材を育成
　〇地域に根差した経営意欲の高い自伐林家を育成

【基本理念】　育てる林業から、儲ける林業・稼げる林業に

【数値目標】　県産材生産量　19万㎥　→　25万㎥　　林業生産額　23億円　→　30億円

【計画期間】　令和2年度～令和6年度（5年間）

【目指すべき森林の姿］
　　県内の民有林を2つにゾーニングし、それぞれに応じた森林整備を推進する
　　①資源循環の森：木材の持続的な生産　②環境保全の森：森林の多面的謙能の発揮

(H30) 　　　　   (R6) 　　　　　　　　　　 　　(H30) 　　　　　  (R6)

　　　　　　　間伐材積　12万㎥　→　16万㎥　　　主伐材積7万㎥　→　9万㎥
(H30) 　　　　   (R6) 

苗木供給体制の整備
（コンテナ苗）

高性能林案機械の導入
（ハーベスタ）

【これまでの姿】
民有林 27万ha

※山ぎわ：集落から比較的アクセスの良い森林のこと

人工林12万ha

人工林5万ha

資源循環の森 5万ha 環境保全の森 22万ha

人工林（天然林へ誘導）
7万ha

天然林15万ha 天然林15万ha

山ぎわ

奥山

【将来の姿】
民有林 27万ha
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3　森に親しみ、森を守るプロジェクト　～森林の多様な活用と森林保全の推進～

＜プロジェクト目標＞

①森林の多様な活用による山村の活性化
　〇里山を活用するふくいSatoyamaトレイルの拡充
　〇森へ誘う森林体験を県内各地に展開
　〇ふくいの森林の楽しみ方や魅力を情報発信

②地域資源である特用林産物のブランド力強化
　〇県産ブランドきのこの生産販売の促進（香福茸・極上マイタケ）
　〇全国に誇れる特用林産物の生産技術を維承（くず、オウレン、研磨炭など）
　〇地域ならではの品日の振興（ササ、シキミ、クロモジ、菊炭など）

③災害等から暮らしを守る森づくりの推進
　〇事前防災・減災対策による災者に強い森づくりを推進
　〇獣害や病虫害に強い森づくりを推進

④緑と花の県民運動を永続的に展開
　〇全国植樹祭を契機に展開している緑と花の県民運動を推進、全国育樹祭を誘致

⑤北陸新幹線福井・敦賀開業に向けた観光地周辺等の花いっばい運動の推進
　〇駅や観光地周辺を中心に県内全域で花いっぱい運動を拡大・強化

　　　　　　　新たな森林活用に取り組む団体　　17団体

2　木を活かすプロジェクト　～原木の価値に応じた木材需要の創出・拡大～

＜プロジェクト目標＞

①木材加工流通体制の強化による県産材の利用拡大
　〇大規模工場の誘致によるB材需要の拡大
　〇製材工場の連携による県産材製品の安定供給体制の整備
　〇内装材等付加価値製品の安定供給を通じた県産材器要の拡大

②県産材の家づくりの推進
　〇住宅の新築およびリフォームヘの県産材利用の推進
　〇建築士等を対象とした研修会の開催
　〇プレカット工場と連携したパネルエ法での利用の推進

③公共および民間施設の木造・木質化の推進
　〇県・市町施設、民間施設の木造・木質化、木製品の導入を推進
　〇中大規模施設の木造建築設計者の育成

④攻めの県産材の販路拡大
　〇都市圏を中心とした県外の販路を拡大、アジア圏など海外の販路を開拓

⑤新たな分野における利用拡大
　〇異業種企業との協働による県産材商品の開発、炭素繊維との複合化など新たな加工技術の開発

⑥木質バイオマスの利用推進
　〇木質バイオマスボイラー等の導入による熱利用の推進、木質バイオマス発電施設への燃料の安定供給

⑦みんなでつかおう「ふくいの木」運動
　〇木づかいイペントの開催による県産材利用の意識の醸成、木づかいの機会の創出
　〇「ふくいの木使ってもらい隊」による木造・木質化の普及
　〇ふくいの木の利用の情報発信

　県産材需要量　A材：5万㎥ → 6万㎥　B材：3万㎥ → 8万㎥　C材：11万㎥ → 11万㎥
（※A材：製材用の直材　B材：合板用の小曲材　C材：バイオマス・製紙用の低質材）

(H30) 　　  (R6) 

大規模加工工場

Satoyamaトレイル
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森林の境界を明確化し次世代へ 『森林の境界明確化事業』

平成28年度からの令和元年度実績 令和2年度計画

実施年度 実施個所 面積（ha）

H28～R1 美浜町新庄・和田・坂尻 313

H30～R1 若狭町三生野・海士坂 127

H30～R1 小浜市太良庄・田烏 201

H28～R1
高浜町鎌倉・六路谷・横津海・
　　　関屋・和田 652

H28～R1 おおい町川上・野尻・福谷・三森 893

H29～R1
おおい町名田庄三重・井上・
　　　　口坂本・奥坂本・納田終 597

合　計 20 箇所 2,783

面積（ha）

敦賀市樫曲 20

美浜町新庄 58

若狭町武生 他 80

小浜市田烏 他 100

高浜町馬居寺 他 200

おおい町福谷 40

おおい町名田庄出合 他 310

808合　計　　15 箇所

実施予定個所

　間伐などの森林整備を行うためには、森林境界が明確であることが前提条

件になりますが、森林所有者の高齢化や山に対する関心がうすれ、境界を知っ

ている方が減少しています。

　その問題に対し、森林組合では最重点課題の一つと捉え、地元所有者などの

ご協力のもと、GPSを利用した簡易測量を実施し、森林境界に関する情報の保

全を行っており、その経費に対しては、国・県・市町の支援を受けられます。

　※地籍調査ではありませんので登記までは行いません。

　『森林の境界明確化事業』を実施希望する場合は、集落単位の区域において一定の合意
に基づき、市町の窓口に要望していただき、国県等の予算確定後、森林組合による座談会な
どを開催した後、現地調査・立会を実施し、GPS簡易測量を行います。

　　【公図】
絵図面でありどこが
尾根か谷かわからない。

【GPS簡易 実測図】
等高線上に測量線が入り
尾根・谷で判断しやすい。
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説明会
集落ごとに

本調査の説明会
を実施

現場立会
隣接する森林
所有者での
境界確認

測　量

GPS測量

成果品渡し
調査した境界の
図面の受け取り

事前説明会 現場立会（境界確認）作業 現場立会（境界確認）作業

GPS簡易測量作業

GPS簡易測量作業

境界杭打作業

GPS簡易測量図面（森林基本図上）

GPS簡易測量図面（空中写真上）

ナンバーリング境界杭
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クスノキ伐採

ケヤキ伐採

小浜市和久里

小浜市志積

色々な伐採工事も受注しています｡
（危険木伐採など）

◎近年 危険木等の伐採依頼が多くあり、作業にかかるまで
　期間が必要となる場合があります。 

作業後

作業後

作業中作業中

作業中作業中

作業前

作業前
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当組合では、令和２年度に高性能林業機械の
『プロセッサ』1台､『フォーワーダ』1台

の新規導入を計画しています。

【高性能林業機械一覧】
ハーベスタ（伐倒・枝払い・玉切り・集積）

フォーワーダ（運搬）

スイングヤーダ（集材）

プロセッサ（枝払い・玉切り・集積）

従来チェンソーで行なってい
た立木の伐倒、枝払い、玉切
りの各作業と玉切りした材の
集積作業を一貫して行うこと
のできる機械です。

造材された木材をグラップルで荷台に積んで運ぶ集材
用の車両です。フォワーダは、作業道や林内での丸太の
運搬に使われています。

国内で最も普及している高性能林業機
械です。林道や土場などで、枝葉が付
いたまま集材された丸太の枝払い、寸
法の自動計測、玉切りを連続して行い
ます。

建設機械本体に集材用ウィンチを搭載
し、建設機械の腕をタワーとして使用す
る集材機です。引き上げた伐倒木を機体
を旋回させて仕分けしたり、機体の横で
ワイヤロープをはずすことができます。

油圧ショベルをベースマシンとした
スイングヤーダ。

土場や作業道沿いに木寄せ集材した材を枝払い、玉切りするブロセッサ。

立ち木の伐倒後に木寄せ作業を
行うハーベスタ。

土場に集積した丸太の玉切り作
業を行うハーベスタ。

大径木に対応したスイングヤー
ダ。
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れいなん森林組合 出資名義人がお亡くなりになった場合には、名義変更手続きをお願いします。

手続きに必要書類 ①　相続加入申込書

②　出資金相続手続き依頼書

③　登記完了証明書又は登記簿謄本（１筆のみで可能）のコピー

④　運転免許証他（健康保険証等、申請者自身を証明できる物）のコピー

① ② ③ ④

手続きに必要書類 ①　持分譲渡承認願

②　組合員資格譲受による加入申込書

③　運転免許証他（健康保険証等、申請者自身を証明できる物）のコピー

① ② ③

【名義変更提出書類イメージ】

名義変更手続きのお願い

【死後譲渡の場合】

【生前譲渡の場合】

名義変更手続きを希望される方は、所定用紙をお送りしますのでご連絡ください｡

※れいなん森林組合では出資金 残高証明書を発行しております。

　合併以前『若狭森林組合』『名田庄森林組合』『二州森林組合』の出資証券額を引き継いでおり、当時の出資証券は

無効となっております。

　また、それ以前の『小浜市森林組合』『上中町森林組合』『高浜町森林組合』『大飯町森林組合』『敦賀市森林組

合』『美浜町森林組合』『三方町森林組合』などの出資証券も同様に無効です。
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品　　　名 価格(税抜き） 品　　　名 価格(税抜き）

山苗 1 スギ 130 さくらんぼ 41 ナポレオン 大玉　芳香　多肉多汁　酸味適和　授粉樹必要 930
2 ヒノキ 130 42 高砂 授粉樹に適している 930
3 ケヤキ 130 りんご 43 冨士 結実良好　甘味強い　芳香　ワイ性 930
4 サカキ 800 44 津軽 混植が必要になります。 930
5 クロマツ 100 ブドウ 45 デラウエア 早生　小粒で糖度高く香りが良い　接木 1,500
6 シキミ 350 46 巨峰 中生　大粒で紫紅黒色　果汁多く甘味強い　接木 1,500
7 ヘンダラ 830 47 藤稔 ８月中旬　大粒　耐病性強く　栽培容易 2,050

甘柿 8 富有 900 さんしょ 48 朝倉さんしょ 実取り用　薬用　香辛料 1,150
9 松本早生富有 900 49 葉さんしょ 350

10 前川次郎 900 タラ 50 トゲ無しタラ 1,100
11 甘百匁 900 カリン 51 カリン 930
12 大秋甘 1,850 ギンナン 52 ギンナン 接木してあり１本でも結実する 1,150

渋柿 13 蜂屋 900 庭園木 53 貝塚伊吹 800
14 大美濃 900 54 サザンカ(赤) 800

栗 15 森早生 800 55 レッドロビン 別名西洋カナメ　葉が赤くなる　 800
16 丹沢 800 56 キンメツゲ 新芽が黄色で　秋に緑になる 1,050
17 筑波 800 57 玉ツゲ 1,100
18 銀寄 800 桜 58 ソメイヨシノ 730
19 石鎚 800 59 シダレザクラ 1,200
20 宮川早生 950 ツツジ 60 ドウダンツツジ(白) 1,050

みかん 21 甘夏 950 61 ヒラドツツジ(オオムラ) 800
22 はっさく 950 62 ヒラドツツジ 白・ピンク・赤があります。 800
23 ゆず 950 63 レンゲツツジ 冷涼地を好む 1,200
24 一歳ゆず 950 モミジ 64 シダレモミジ 1,000
25 すだち 950 65 ヤマモミジ 800
26 きんかん 950 66 ヤマボウシ 耐寒耐病性に優れ花付きも良い 850
27 デコポン 950 67 ハナモモ 赤,白,ピンクあります。色を記入下さい 1,000
28 太田ポンカン 950 68 ジンチョウゲ 850
29 日向夏 950 69 モッコク 1,250

びわ 30 長崎早生 1,380 70 キンモクセイ 800
31 田中 1,380 71 ハナミズキ 赤,白があります。色を記入下さい 1,000

梅 32 小梅 830 72 クチナシ（実成り） 800
33 青軸 830 73 西洋ｼｬｸﾅｹﾞ 赤,白,紫あります。色を記入下さい 1,200
34 白加賀 830 74 サルスベリ 真夏に花が咲く 850

いちじく 35 ドーフィン 830 75 ライラック 寒冷地域の代表花木　香りが良い 1,600
キウイ 36 オス 1,380 76 ブルーベリー 1,000

37 メス 1,380 77 ラズベリー 1,000
スモモ 38 ソルダム 830 78 プルーン 950

39 サンタローザ 830 79 芝桜 色を指定してください（赤、白、濃ピンク） 100
桃 40 白鳳 930 堆肥 80 炭ちゃんバーク 600

授粉樹最適　

９月上旬　早生　豊産性　肥沃地の栽培向　

ヒサカキ

甘柿の代表品種　外見良好　収量多い

富有より半年早い

１０月上旬　樹勢強　量産性　甘味多い

１０月上旬　栽培容易　豊産性　品質極上　

１０月　大実　結実性良

１０月上旬　甘味強い

大果　不完全甘柿　果頂部に状紋

１１月　歯ざわり良　食味最高

１０月下旬　干し柿用

大果　熟し柿用

８月下旬　極早生　胴枯病強い　

品　　番

５月上旬　甘酸相和し風味良

早生の優良品種

果実卵型　巨大果

６月上旬　花粉多　青漬用　収量多い

６月中旬　日持ち良　漬物用　収量多い

１才性なので小木時から結実する

耐寒性があり作りやすい

果重８０ｇ程度

品　　番

農薬不要 土質選ばず 敷きわらする 授粉樹必要　

８月上旬　果肉鮮紅色　授粉樹必要

果肉黄色　授粉樹に適している

７月　果形肉質外見良好　やや小果実

６月中旬　樹性強く大果　授粉樹必要

１２月下旬　柔軟多汁で品質極上

１２月　種子少なく豊産性

９月上旬　中生の代表種　量産性　

【ご注文は　こちらへ】 最寄りの事務所までご持参いただくか、電話受け付けも致しております。 【注文日】　　　　　年　　　　月　　　　日

本数 氏　名 電話番号住　　所品名品　　番

≪お知らせ≫

上記に書かれていない苗木でも、なるべくご用意させて頂きますので、お問い合わせ下さい。

価格は苗木の大きさにより異なる場合がございます。ご了承ください。

諸般の事情により配達料をいただく事となりました。 ご理解賜りますようよろしくお願いします。配達料は１便５００円（税抜）です。

締め切りは１０月１６日で、配達予定は１１月中旬頃です。 また、根巻きしてある苗木は腐る麻布で巻いてありますので、取らないでそのまま植えて下さい。

果樹苗・花苗植えてみませんか？秋植苗木
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足のくるぶしの上の少し細くなった
部分

白と黒の鍵盤がある楽器

桃太郎がイヌ・サル・キジを家来にするために渡した物

公の場であるにもかかわらず、自分たちだけで
ひそひそと勝手な話をすること

ＡB

C

DE

正解者の中から抽選で 6名の方に
賞品を用意しております。

◎〆切　令和2年8月末日

9 1 7 0 2 4 4

お知らせ

¥21,500(税抜) ¥20,000(税抜)
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