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「レインボーライン山頂公園から美浜町側を望む」
県内屈指の観光地「三方五湖」、レインボ―ライン山頂公園には、
「天空のテラス」が整備され、360度パノラマビューが多くの観光客を
楽しませている。(令和3年6月撮影)



ご　挨　拶

代表理事組合長 田 中　昌 文

　暑さ厳しい折から、組合員の皆様には、ますます元気にご活躍のことと存じます。
　昨年来、世界中が新型コロナ感染症禍に見舞われており、新たに変異ウィルスなども出
現し、私たちの生活に深刻な感染の波が襲い掛かっています。
　このような中、去る6月19日(土)に「第12回通常総代会」を開催させていただき、別冊
のとおり決算及び計画についてのご承認を戴きました。
　これも一重にご指導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ご支援
の賜物と厚くお礼申し上げます。
　コロナ禍については、私たちの森林組合の経営においても、経済活動が停滞し物の
流れが滞る中で、木材の流通にも影響が及び、昨年前半には材価が大きく下落し、後半は
輸出環境の改善で一部持ち直しが見られたものの、材の売り上げで経営基盤が左右される
組合においては、少なからず影響を受けてきました。
　また、最近では新たに外材の流通が滞り、必要な調達が困難な状況を受け、｢第3次
ウッドショック」(本誌6ページに解説)と言われる円滑な木材の需給障害と木材価格の
上昇が報道されていますが、この流れが地域材の流通に好循環を与える方向に動くことを
願わずにはおれません。
｠
　令和3年度の計画については、長期化する新型コロナ禍の影響が懸念される中で、大き
な事業拡大は困難な中で、木材生産量を24,000㎥とし、従来の森林整備に係る補助事業
を中心に、補助事業以外の請負事業についても、より積極的な受注に努めます。
　また、組合の「経営計画書」に基づいた運営の4年目に当たり、より着実に前進させて
行くことが求められており、更には、市町における3年目を迎えた森林環境譲与税を活用
した新たな事業に対しても、組合が適格に取組める担い手としての実施体制の構築に努め
てまいります。
｠
　最後になりましたが、新年度は現在の理事や総代などの組合運営に関わる方の改選期に
当たります。例年では年末にかけて改選に向けた説明会などを開催し選任していただきま
したが、コロナ禍の影響を考慮し、数か月早めた準備を想定していますので、役員改選に
ついても何卒よろしくお願い申し上げます。
　引き続き、総代各位や組合員の皆様は元より、県や市町の行政機関のご支援もいただき
ながら、組合運営に努めてまいりますので、一層のご理解とご協力をお願い申し上げ、挨
拶とさせていただきます。
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令和3年度 第12回れいなん森林組合 通常総代会 開催
　令和3年6月19日(土)午後1時30分よりれいなん森林組合　森林の研修館2階において『第12回
通常総代会』が開催されました。新型コロナ感染症対策の為、昨年に引き続き来賓の方々の御臨席
を求めずに縮小開催とさせて頂きました。当日、議長に若狭町三生野区の総代 重長達樹さんが選任
され、第1号議案～第8号議案、付帯決議の提出議案はすべて決議承認されました。

総代総数 210名 書面議決者数 178名 本人出席者数 11名

【提出議案】
第１号議案 令和２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３年度事業計画設定について
第３号議案 令和３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３年度借入金最高限度額決定について
第６号議案 令和３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
第８号議案 れいなん森林組合規約及び監査細則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。

田中昌文 組合長 開会挨拶 重長達樹 議長による議事進行

総代による決議承認 中道五一 副組合長 閉会挨拶
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保安林や市町の指定状況に
よっては伐採方法が決まっています。

未来へつながる森林・林業の循環を！

主伐をやってみませんか

収穫期まえの
若い木が 以下！

　林業は、木を植えて育てて収穫することを通じて、自然環境や人のくらしに役立てる産業です。これまで、

戦後の荒廃した山林を復興するため、たくさんの苗木を植えて育ててきました。

　いま、その苗木たちが成長し利用期を迎えています。

　間伐だけでは、太い木ばかりの森になり、木材の需要にも対応できなくなります。地域によっては、スギ

だけではない多様な森づくりも必要です。

　そのため、伐って、使って、植える循環型林業経営が必要であり、主伐は、林業の持続的サイクルをつな

ぐ最初のステップとも言えます。

　現在は、主に間伐により木材を生産していますが、再造林コストがかかることから、主伐・再造林が進んでおらず、

福井県のスギ人工林面積は、若い木が少ない「いびつな」構成になっています。

【スギ人工林の年齢別面積 】
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目標とする森林
まずは森林を将来的にどのような姿にするか

●資源循環の森
これからもスギなどを植えて、木材を
利用する森林にしていきたい！

●環境保全の森
豊かな水や生き物をはぐくむ、多様な
樹種の森林にしていきたい！

森林の状況や目標とする山づくりにより左記のポイントを組み合せます

奥地だから広葉樹の森にして、
環境保全に努めたい！

①環境保全の森づくり

山が近いし主伐をしてまたスギを
植えて収益を得たい！

たとえば

①資源循環の森づくり

再造林の方法
主伐後に再び森林にする更新作業

保安林や市町の指定状況に
よっては人工造林での更新が
必要となります。

コンテナ苗による植栽

●植えつけが容易で、根付きやすく植栽適期が長いコンテナ苗による再造林
●植える本数や下刈回数を減らして、管理コストを低減（植栽後８年→３年に短縮）

担当  業務課

組合員の皆様へ
間伐事業も必要なものではありますが、伐期を迎えた森林
について、主伐に興味のある方、主伐をやってみたいとお
考えの方は、一度れいなん森林組合までお問い合わせくだ
さるよう、よろしくお願い致します。

木材の持続的生産のため
路網整備など積極的に推進

森林の公益機能発揮のためス
ギや広葉樹が混ざる森づくり
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◎ 作業の流れ　立会い・見積り作成 ⇒ 施工 ⇒ 精算
近年、伐採等の依頼が多くあり、作業着手までに期間を要する場合があります

【下草刈り】

【立木伐採】

【枝払い】

【庭木伐採】

れいなん森林組合では皆様の身近な作業も行っています。
草刈り～伐採までお気軽にお声掛け下さい！

～皆様の暮らしのお手伝い～

作業前

担当　企画開発課

作業前

作業中

作業中

作業中

作業前

作業前

完　成

完　成

完　成

完　成
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New
s

ニュースな にお答えします

Q 「ウッドショック」ってどういうこと?

A　米材や欧州材の輸入量が激減し、国内の木材需給バランスが崩れている現象のことで、最近よく
ニュースに登場しています。
　この現象は、「木材パニック」や「第3次ウッドショック」と呼ばれています。
　第1次は、92年(約30年前)に米西海岸の環境問題に絡み米材価格が高騰、世界的に無垢材から
EW(エンジニアードウッド)への転換の契機となりました。
　第2次は、インドネシアの森林伐採制限に起因する06年(15年前)の木材価格高騰で、合板の国産
材利用への転換の契機となりました。
　今回の第3次は、複合的要因でコロナ禍の中、米中両国で想像以上の木材需要が生じており、世
界的にその供給が追いつかない現象のことです。過去の経験から、国内林業にとって大きく飛躍す
る契機になることを願わずにはいれません。
｠
　なぜ、米中は急速に木材需要が回復したのでしょうか。
　中国は、コロナ禍の早期封じ込めに成功、「世界の工場」としての活動を再開し、昨年から日本
からの丸太輸出量も拡大し、価格も上昇しています。(11,500～12,500円/㎥)
また、スギ大径材が国内では需要が乏しい中で、中国向けは注文には応じきれない状況です。
　一方、米国の住宅市場は昨年1月以降減少していましたが、4月以降急速に回復した理由としては
　①巣ごもりで潜在的な住宅取得願望を刺激
　②住宅ローンの低金利
　③大量移民の新設住宅需要
　④住宅のグレードアップ
などが起因していると言われています。
　国内の製材工場もスギを利用した代替品としての注文が殺到
していますが、工場側の対応が追い付いていない状況であり、
「実需」に伴わない「仮需」が発生し、そこへ投機的資金が流
入して国産材価格を押し上げている懸念が指摘されています。
　大分県では杉並材原木が2万円を超えていますし、県内の木
材市場でも県産丸太が例年の1.5倍の価格をつけています。
　しかし、日本林業や地域林業の弱さで、価格上昇は林業者に
とって歓迎すべきことではあるものの、需要の波に現場の体制
が即応できない問題があります。
　更に製材工場では、
　①原木の争奪戦で確保困難
　②コロナ禍で外国人労働者が減少
などで需要増に対応した生産量が増やせないこともあります。
　この現象はバブルとも懸念され、暴騰の反動から暴落の危険
性も指摘されており、バブル崩壊後は暴落か代替え材への切り替えしかない(スチール住宅など)と
も言われています。
　少なくとも、環太平洋経済は、米中両国が牽引しており、日本経済は地盤沈下する一方で外材が
入る余地がなく、必然的に国産材の人工林を利用するしかなくなるのではと言われており、森林組
合としては長期的な視野に立って注視していく必要があります。
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令和3年3月29日　従業員安全衛生大会

ケーブルテレビ  チャンネル０より  職場紹介の取材を受けました。　
職員募集のアピールもできました。

社会貢献活動の一環として農林中央金庫と共催で
小浜市内の公立保育園に県産材木製品を贈りました。
社会貢献活動の一環として農林中央金庫と共催で
小浜市内の公立保育園に県産材木製品を贈りました。

令和3年2月25日　県産材木製品寄贈式令和3年2月25日　県産材木製品寄贈式

一年間の安全作業について研修しました。

令和3年4月20日　チャンネル０　取材
若狭町の学びの森にて１年生から２年生を
対象に森林学習を行いました。

令和3年5月6日　若狭町気山小学校　森林学習
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品　　　名 価格(税込み） 品　　　名 価格(税込み）

山苗 1 スギ 143 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 1,045

2 ヒノキ 143 42 高砂 授粉樹に適している 1,045

3 ケヤキ 143 りんご 43 冨士 結実良好　甘味強い　芳香　ワイ性 1,045

4 サカキ 880 44 津軽 混植が必要になります。 1,045

5 クロマツ 143 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 1,650

6 シキミ 385 46 巨峰 中生　大粒で紫紅黒色　果汁多く甘味強い　接木 1,650

7 ヘンダラ 880 47 藤稔 ８月中旬　大粒　耐病性強く　栽培容易 2,200

甘柿 8 富有 990 さんしょ 48 朝倉さんしょ 実取り用　薬用　香辛料 1,265

9 松本早生富有 990 49 葉さんしょ 385

10 前川次郎 990 タラ 50 トゲ無しタラ 1,210

11 甘百匁 990 カリン 51 カリン 1,045

12 大秋甘 1,650 ギンナン 52 ギンナン 接木してあり１本でも結実する 1,265

渋柿 13 蜂屋 990 庭園木 53 貝塚伊吹 880

14 大美濃 990 54 サザンカ(赤) 880

栗 15 森早生 880 55 レッドロビン 別名西洋カナメ　葉が赤くなる　 880

16 丹沢 880 56 キンメツゲ 新芽が黄色で　秋に緑になる 1,100

17 筑波 880 57 玉ツゲ 1,210

18 銀寄 880 桜 58 ソメイヨシノ 770

19 石鎚 880 59 シダレザクラ 1,320

20 宮川早生 1,045 ツツジ 60 ドウダンツツジ(白) 1,100

みかん 21 甘夏 1,045 61 ヒラドツツジ(オオムラ) 880

22 はっさく 1,045 62 ヒラドツツジ 白・ピンク・赤があります。 880

23 ゆず 1,045 63 レンゲツツジ 冷涼地を好む 1,320

24 一歳ゆず 1,045 モミジ 64 シダレモミジ 1,100

25 すだち 1,045 65 ヤマモミジ 880

26 きんかん 1,045 66 ヤマボウシ 耐寒耐病性に優れ花付きも良い 1,045

27 デコポン 1,045 67 ハナモモ 赤,白,ピンクあります。色を記入下さい 1,045

28 太田ポンカン 1,045 68 ジンチョウゲ 1,045

29 日向夏 1,045 69 モッコク 1,320

びわ 30 長崎早生 1,650 70 キンモクセイ 880

31 田中 1,650 71 ハナミズキ 赤,白があります。色を記入下さい 1,320

梅 32 小梅 913 72 クチナシ（実成り） 880

33 青軸 913 73 西洋ｼｬｸﾅｹﾞ 赤,白,紫あります。色を記入下さい 1,650

34 白加賀 913 74 サルスベリ 真夏に花が咲く 1,045

いちじく 35 ドーフィン 913 75 ライラック 寒冷地域の代表花木　香りが良い 1,650

キウイ 36 オス 1,540 76 ブルーベリー 1,045

37 メス 1,540 77 ラズベリー 1,045

スモモ 38 ソルダム 990 78 プルーン 990

39 サンタローザ 990 79 芝桜 色を指定してください（赤、白、濃ピンク） 110

桃 40 白鳳 1,045 堆肥 80 炭ちゃんバーク 660７月　果形肉質外見良好　やや小果実

果肉黄色　授粉樹に適している

１２月　種子少なく豊産性

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

６月中旬　樹性強く大果　授粉樹必要

農薬不要 土質選ばず 敷きわらする 授粉樹必要　

授粉樹最適　

８月上旬　果肉鮮紅色　授粉樹必要

１２月下旬　柔軟多汁で品質極上

９月上旬　早生　豊産性　肥沃地の栽培向　

９月上旬　中生の代表種　量産性　

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

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

８月下旬　極早生　胴枯病強い　

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

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

品　　番 品　　番

【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。

本　　数 氏　　名 電話番号品　　番 品　　名 住　　所

≪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５５０円（税込）です。
締め切りは１０月１５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。

秋植苗木 果樹苗・花苗植えてみませんか？
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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

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

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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　TEL  0770-56-5600　FAX  0770-56-5605

れいなん森林組合　総務課
〒917-0244  　福井県小浜市神宮寺５号30番地

職員募集についての問い合わせ先

令和4年4月採用職員募集のお知らせ
　 れいなん森林組合は、地域の森林管理主体として、森林環境保全と地球温暖化防止へ貢献することを
使命とし、私たちと共に考え、行動力のある若者を募集しています。

日 時 日 時

会 場 会 場

高       卒 基本給 円 高       卒 基本給 円
現場手当 円 現場手当 円

専       卒 基本給 円 専       卒 基本給 円
現場手当 円 現場手当 円

大       卒 基本給 円 大       卒 基本給 円
現場手当 円 現場手当 円

大学院卒 基本給 円 大学院卒 基本給 円
現場手当 円 現場手当 円

　⑵　諸手当あり
　⑶　昇給あり

事　務　職　員 技　術　職　員

　⑴　給与

　⑵　諸手当あり

　⑴　受付期間　令和3年9月15日(水)まで
　⑵　提出書類
　　①　履歴書
　　②　卒業見込証明書

　⑶　昇給あり

れいなん森林組合本所

5．試験の日時および会場5．試験の日時および会場
令和3年9月22日(水)

　作文・面接

   　　賞与あり (年2回以上)
　⑷　勤務時間　午前8時00分～午後5時00分
　⑸　休日　土・日・祝日・夏季・年末年始
　※　林業カレッジにて約半年程度の研修期間があります

6．応募の手続き
　⑴　受付期間　令和3年9月15日(水)まで
　⑵　提出書類

　⑴　給与

　　①　履歴書
　　②　卒業見込証明書
7．待遇

   　　賞与あり (年2回以上)
　⑷　勤務時間　午前8時30分～午後5時30分
　⑸　休日　土・日・祝日・夏季・年末年始

6．応募の手続き

7．待遇

午前10時～

　作文・面接

令和3年9月22日(水)
午前10時～
れいなん森林組合本所

　技術職員　事務職員
4．採用試験の内容4．採用試験の内容

2．採用予定人数2．採用予定人数
　高卒1名　大卒等１名　高卒1名　大卒等１名
3．職種3．職種

1．応募の資格 1．応募の資格
　高校・大学等を令和4年3月新規学卒見込みの方 　高校・大学等を令和4年3月新規学卒見込みの方
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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3年8月末日

9 1 7 0 2 4 4タテのカギ

会社の中の所属する課を取りまとめる役  
中間管理職
ヒビが入ること
夕日の色を英語で
外国から母国に帰ってくること
庭や鉢などに植えてある木

ヨコのカギ

サザエさんの妹　海藻
男性が話すときに自分を指す言葉
刺激が強く激しいこと　〇〇〇〇〇なパンチ
人々の憩いの場としてつくられた庭のような場所
性格や行動が一般の人とは異なっている人のこと

C
A

B D

支所紹介

二州支所 名田庄支所

４月より名田庄支所
で働かせて頂くこと
になりました
　田中麻有です。
毎日名田庄の自然に
癒されています。
まだまだ分からない
こともありますが、
笑顔で頑張りますの
でよろしくお願い致
します。

４月から二州支所に
勤務させて頂いてお
ります
    大原正子です。
まだ一つずつ仕事を
覚えている段階です
が、窓口としてお気
軽にお電話やお立ち
寄り頂けるよう努め
てまいります。
どうぞよろしくお願
い致します。
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