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はじめに
＜持続可能な開発目標（SDGs）に貢献する森林・林業・木材産業＞

令和２年６月１６日に公表された『令和元年度森林・林業白書』にて、森林及び林業の動向の冒頭に

持続可能な開発目標（SDGs）に貢献する森林・林業・木材産業が特集されました。その一部をご紹介します。

持続可能な開発目標（SDGｓ）と森林

■SDGs（Sustainable Development Goals）とは

経済発展や技術開発により、人間の生活は豊かで便利なもの

となった。一方で、この大量生産や大量消費に支えられる生活

は、天然資源に依存し、温室効果ガスや大気・水の汚染など、

地球環境に大きな負荷を与えてきた。その影響は、気候変動・

自然災害・感染症といった課題にも連鎖している。それらの問

題に世界全体で取り組くむために、2015年9月の国連サミット

において、国際社会共通の目標として、SDGs(持続可能

な開発目標)が示された。SDGsは、17の目標から構成され

ている。（上の図）

■森林・林業・木材産業とSDGsとの関係

SDGsのうち、森林に関するものとしては、目標15に

「持続可能な森林の経営」が掲げられていることに加え、

このほかの目標においても森林に関係する項目がみられる。森

林は、世界の陸地面積の約30％を占め、そこには陸域の生物種

の約80％が生息し、生物多様性の保全に大きく貢献している。

このことは、将来の遺伝子資源の利用を確かなものにし、生物

資源の保続性や森林景観の持続性を高めるという実用的な意味

を持つ。さらに、森林は土壌を保全し(目標15)、水を育み(目

標６)、炭素を貯蔵する(目標13)。

■我が国の森林を取り巻く現状

世界の森林面積が減少する中、我が国の森林面積は、

過去半世紀にわたりほぼ横ばいで推移し、その蓄積量は、

天然林、人工林とも年々増加している。このうち、森林の

４割を占める人工林の半数が、一般的な主伐期である50年生を

超え、本格的な利用期を迎えている。持続的な森林の利用とは、

森林の成長量や蓄積を踏まえた伐採を行い、森林の適切な更新

と整備により再生産を進めていくことであるが、この充実し

た森林資源の持続的な利用により、SDGsに貢献してい

くことができる状況となっている。我が国の森林が山地災

害の防止や土壌保全という機能を発揮してきていることへの理

解も広がっている。今後も、森林を適切に整備・保全し、健全

な状態に維持していくことで、地域の安全・安心の確保に貢献

していくことが期待される。地域資源の一つである森林の

積極的な活用を図ることは、林業・木材産業での働く場

の確保等による地域の経済循環の面でも、大きな役割を

果たし得るものと考えられる。

■我が国の森林・林業・木材産業とSDGsの関係性

我が国は、天然林を 含め国土の３分の２を占める森林の多

面的機能や、森林の利用が林業・木材産業を中心にして経済

的・ 社会的な効果を生んでおり、SDGsの様々な目標達成に貢

献している。また、森林の利用により生み出される便益が

森林の整備・保全に還元されるという大きな循環につな

がっていくという側面であり、SDGsで重視されている環境・

経済・ 社会の諸課題への統合的取組の表れともいえる。それ

は、森林が健全に維持されることが前提であり、林業・

木材産業関係者の働きが要となる役割を担っている。 具

体的なSDGsの目標と関連付けながら整理を試みると、次の図

のとおりである。
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１．提案型集約化施業の取組について
＜①森林資源の現状＞

■我が国の現状

○日本国土の7割を森林が占め、そのうち4割は人工林（約1,000万ha）。

○森林資源は毎年約１億㎥増加し、森林蓄積量は約52億㎥（2017年）。本格的に利用が可能な段階。

○一方、用材部門における国産材の供給量は年間約2,400万㎥と依然として低位。

→国産材の需要を拡大するとともに、効率的な安定供給体制の構築に取り組むことが必要。

■奥能登2市2町の現状

〇総面積の84,268ha（74％）が森林（石川県の森林面積の33%）であり、国有林が181ha。

その他民有林（県・市町村有林、個人・団体・企業所有林等）のうち42,497ha（51％）が人工林である。

下の図の通り、人工林のうちスギが61.8%、アテが22.4％、ヒノキが4.9、その他10.9%となっている。

〇民有林の森林蓄積量は、約2755万㎥（2013年）（石川県の森林蓄積量の42％）

〇能登森林組合令和元年度の事業実績は、利用間伐面積が320ha（うち集約化施業による間伐が121.7ha）、

木材生産量は3万2242㎥。森林経営計画策定面積は、63団地5400haとなっています。

その他にもいしかわ森林環境基金事業で273haの放置竹林整備等もおこなっています。

〇森林蓄積量の推移 〇木材供給量と木材自給率自給率の推移

〇民有林の構成

■我が国の現状

■奥能登2市2町の現状

－ ５ －
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■森林は、地球温暖化防止をはじめ、国土保全、水源涵養等の多面的機能を有しています。

■その効果を最大限に発揮するためには、森林を適切に整備・保全・利用していくことが

必要です。また、このことは地域に雇用を生み出し、「地方創生」にも貢献することとなります。

■国民が森林に期待する働き

■森林の持つ多面的機能と貨幣価値

森林の機能は、一部の貨幣評価できるものだけでも年間７０兆円（平成１３年日本学術会議答申より）

＜②森林の持つ多面的機能＞

山崩れなどの災害防止や二酸化炭素を吸収する働きが期待される中、近年木材生産への期待も高まっている。
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■間伐が適切に実施されている森林
林内に適度に光が射し込み、下草などの下層植生が繁茂しているため、水源かん養機能や土砂流出防止

機能が高くなります。また、幹が太くなり、風や雪にも折れにくくなります。

＜③間伐が遅れている森林と適切に管理された森林＞

■ 間伐が遅れている森林

林内が暗く、下層植生が消失し、表土が流出しています。また、幹が細長く、風雪に弱くなります。

＜④森林整備の流れ＞
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■我が国の森林所有構造は、所有者一人当たりの所有面積が小規模・零細。高齢化等により

世代交代が進む中、木材価格の下落等による林業の採算性の悪化により、経営意欲・所有意

思のない森林所有者が増加しています。

■施業の集約化を進めるに当たり、世代交代や不在村化等から、所有者の特定が困難な森林

が多数存在。また、地籍調査の進捗率は低位であり、境界明確化に係る負担も大きい状況と

なっています。

資料：農林水産省「2015年農林業センサス」

注：林家とは保有森林面積が１ha以上の者。

■林家の保有山林面積

■ 不在村者保有の森林面積の割合

県外

在村者

76％

県内

保有森林面積

1,343万ha

不在村者

24％

森林の所有者のうち、

相続時に何も手続きを

していない

17.9%

資料：農林水産省「2005年農林業センサス」

国土交通省（H23 農地・森林の不在村所有者に対するアンケート）

注1：不在村者とは、森林所有者であって、森林の所在する市町村の区域に居住、

または事業所を置く者以外の者。

注2：森林整備法人（林業・造林公社等）を除く。

注３:国土交通省の調査時点では、

森林法に基づく森林の土地の所有者の届出制度は未施行。

■我が国の地籍調査の進捗状況（H27年度末）

宅地 農用地 林地 合計

54% 73% 44% 51%

＜⑤林業経営の課題＞

石川県の地籍調査の進歩状況は、全国で
9番目に低い１５％程度となっています。
奥能登2市2町に関しては、能登町が1２％、
珠洲市３％、穴水町１％、輪島市１％とな
っています。（現在調査休止中）
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Ⓐ 森林施業提案書（森林施業プラン）

森林の現況、間伐などの施業内容、事業にかかる経費、補助金の額、伐採木の販売売上の見積

等を記入した提案書（プラン）を作成し、組合員の皆様へ森林施業の実施内容を分かりやすく

ご提案します。

Ⓑ森林施業完了報告書

間伐などの施業の実施内容と、事業にかかった経費、補助金や伐採木の販売売等の収益から

返却額（または負担額）をご報告します。

あ：森林作業道

山に道を入れることで、高性能林業機械や運搬トラック等が進入できるようになります。

い：間伐作業

適切な間伐（間引き）を行い、林内の光環境を改善することで、残した木の成長を促進します。

う：高性能林業機械を使った施業

高性能林業機械等（ハーベスタ、プロセッサ、グラップル、フォワーダ等）を使用し、

生産性を向上させるとともに、コストダウンを図ることができます。

＜⑥提案型集約化施業による森林の整備＞

ハーベスタ
（伐倒・枝払い・玉切り・集積）

プロセッサ
（枝払い・玉切り）

グラップル
（集材・はい積等）

フォワーダ
（積載式の集材作業車）

■高性能林業機械
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＜⑦提案型集約化施業とは＞

＜⑧提案型集約化施業の流れ＞

施
業
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地
の
設
定
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標
林
型
と
全
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デ
ザ
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ン
の
決
定

境
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現
地
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森
林
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業
提
案
書
の
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成
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提
示
・
契
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）

施
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の
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施

完
了
報
告
・
精
算

森林施業プランナーがご提案し、
収益は皆様へ還元します。
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＜⑨提案型集約化施業の効果＞

■提案型集約化施業によって、いったん作業道な

どの森林整備が進めば、２回目の間伐作業以降

はその道を活用することができます。また、立

木が成長していくことから、生産効率や収益性

の向上につながります。その結果、組合員の皆

様へ間伐作業を行って得られた収益を継続的に

還元し、トータルでの林業収入の増加を目指す

とともに、 将来にわたって立派な森づくりに

つなげていくことができます。さらには、森林

の多面的機能をより引き出し、環境保全の側面

からも貢献することが可能となります。

■手入れされた森林は、国民の利益につながります。これは、「森林の持つ公益的機能」といわれ、

降った雨が急激に川へ流れだすことを軽減したり（水源涵養機能）、土砂が流れ出すことを防いだり

（土砂流出防止）、二酸化炭素を吸収し固定するといった働きなど、多くの役割を果たしています。

■このことから行政は、補助金制度を設けて皆様の山づくりを応援しています。

現在は、より効果的に補助金が活用されるよう「森林経営計画」を作成、計画的かつ面的にまとまっ

た山林において、適切な作業がおこなう者を支援するといった内容となっています。

＜ポイント＞

■計画的に作業を実施（森林経営

計画を作成）すること。

■５ha以上の面積をまとめて間伐

作業の計画をたてること。

■いずれ木材を利用するために、

また作業の効率化などのために適切

な道づくりについて考えること。

■集約化した森林のどこかで10㎥/ha

以上の木材生産をすること。

＜⑩造林補助制度について＞

－ １１ －

■石川県でも、戦後に植林した人工林は成熟し、木材を利用する段階に入っています。特に、製材・合

板・木質バイオマスの業界では、外材に代え国産材の利用を拡大しています。

■一方、長期にわたる木材価格の低迷等により、林家の林業への関心が薄れ必要な森林整備がなされず、

手入れ不足のまま放置されていたり、境界が不明となっている森林が増加してきております。

■こうした課題を解消するため、当組合では提案型集約化施業と最新技術の活用等による低コストな

森林整備を推進し、「組合員皆様の林業所得向上」を通じ「森林が持つ多面的機能の確保」に向

け努力しています。



＜⑪森林保険制度について＞

■森林保険とは、「森林保険法」（昭和12年法律第25号）等に基づき、森林所有者を

被保険者として、森林についての火災、気象災（風害、水害、雪害､干害、凍害、

潮害）、噴火災による損害を総合的に補償する保険です。

＜⑫よくある質問と回答（Q＆A）＞

A１．人工林を対象にしています。
特に間伐直後の山林は、風害や雪害

に遭うことがあるので、お勧めいたします。

Q１．加入できる森林は？

Q２．誰でも申し込める？

Q３．相談・申し込みは？

A２．どなたでも申込できます。

A３．能登森林組合に気軽に

ご相談ください。

A４．立木の状況、施業地、面積、実際の施業状況等で収支が変動いたします。

最新技術、補助金等を活用して可能な限り、皆様のご負担を抑え、

間伐材の売払代金をお支払いできる形でご提案いたします。

Q １．施業に補助金が交付されると聞いたが？

A１．はい、森林経営計画を作成し、市町の認可を経て、石川県に申請することで補助金が

交付される場合があります。なお、当組合へ森林経営計画の作成、間伐等の作業、

補助金の申請までを委託いただければ、責任をもって実施いたします。

Q ２．境界がわからない場合どうしたらよいか？

A ２．森林簿や施業の履歴を確認しながら皆様方や地域でご存知の方に

立ち会っていただき、境界を確認する作業が必要になる場合があります。

ただし、境界が複雑な場合もございますので、個別に相談させていただきます。

Q３．提案書の見積額と完了後の精算額が変わることはないか？

A３． そのときの木材価格や施業の状況等で変動することはあります。

変動が生じることとなる場合は、きちんとその内容を説明させていただきます。

Q４．間伐の施業を委託することで費用を持ち出すようなことはないか。
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補助の対象となる条件

スギ人工林等を伐採し、花粉症対策苗木（コンテナ苗）に植え替える場合に、
主伐経費と植栽経費の両方に補助があります。 ※国の他の補助金とは併用できません。

主伐（伐採）経費が補助対象となります
（※これまで主伐経費は補助対象外でした）

補助の対象となる作業

〇花粉発生源対策促進事業（農山漁村地域整備交付金）

スギ人工林等の伐採、搬出、花粉症対策苗木の植栽等

・立木の伐倒から植栽までの施業を同一の事業主体が実施

・花粉症対策苗木（少花粉スギコンテナ苗）を植栽

花粉発生源対策促進事業 通常の造林補助事業

概要

（参考）

事業の実施イメージ

地拵え 苗木運搬 植栽

少花粉スギ
コンテナ苗

伐採 集材 搬出

主伐 〇

植栽 〇

作業種 補助対象

主伐 ✕

植栽 〇

作業種 補助対象

2.皆伐事業（花粉発生源対策促進事業）について
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スギ等の工林を伐採し、
花粉の少ないスギに植え替えませんか？

施業種 区 分 事業量 通常の造林補助事業 花粉発生源対策促進事業

伐 採 皆伐、木材搬出集積 1.0 ha ２，７４６ ２，７４６

森林作業道 幅員 3.0m 200 m ２９３ ２９３

植 栽
スギ 1,500本/ha
(少花粉ｺﾝﾃﾅ苗木） 0.9 ha

９３１ ９７２

計 ３，９７０ ４，０１１

国・県の補助金 １，０４０ ２，５６８

所有者負担金 (A) ２，９３０ (B) １，４４３

◆事業費の算出（見込） （単位：千円）

※１：森林作業道面積を控除、※２：伐採経費に補助有

樹 種 区 分 材積（m3） ※３ 単価（円/m3） 木材売上額（千円）

ス ギ 製材・合板用 ４００ ７，０００ ２，８００

〃 チップ（発電） ５０ ３，０００ １５０

計 ４５０ (C) ２，９５０

◆搬出木材の売上（見込）

◆森林所有者へのお支払い額（見込）

○通常の造林補助事業

(C)－(A)＝ ２０千円/ha

○花粉発生源対策促進事業

(Ⅽ)－(B)＝１，５０７千円/ha

※３：運賃、手数料控除後の価格

あくまで算出例であり、人工林の

生育状況や木材価格の相場等によ

り金額は変動します。

※２

花粉発生源対策促進事業と通常造林補助事業の比較

（スギ６０年生林１haを皆伐、再造林した場合）

※４：森林経営計画を策定した森林に

限ります。

※１

－ １４ －
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3.スマート林業の取組について
＜①IoT活用の取組＞

■IoTの活用について

林業成長産業化の実現に向け、主伐を確実に進めていくためには、境界確認等の現場作業の

効率化や省力化、生産コストの削減による収益性の向上が急務である。

石川県では、ICT・IoT等の先端技術を林業現場に積極的に取り入れた「スマート林業」の構築

を進めることとし、①境界明確化、②森林資源量調査、③施業提案、④素材生産システム、

⑤素材流通にポイントを置き、施業地の集約化と森林所有者の合意形成の加速化、生産現場に

おける素材生産の効率化・省力化による収益性の向上、更には素材流通の効率化による地域材

利用の拡大等を包括的に促進する仕組みづくりを進めている。

■ICT:Infomation Communication Tecnology（情報通信技術）の略。

「人と人」、「人とインターネット」が情報通信技術によってつながること。

■IoT :Internet of Things（モノのインターネット）の略。

人を介さず、「モノ」が自動でインターネットとつながることで情報が共有されること。

→これらの技術が搭載されたコマツのICTハーベスタ（高性能林業機械）により生産された丸太の情報が、随時事

務所等のパソコンに届き、素材流通の効率化に役立つ等、今後も様々な場面で、ICT・IoTの技術が活用される

ことが予想される。
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<②ドローンによる森林調査>

空撮訓練中の職員

■ドローンを飛ばして上空から森林を撮影します

従来の調査に比べて、森林をより広範囲に、より正確に調べることができます。

■空中撮影から材積量を測る

画像解析による資源量の「見える化」が進んでいます。

②小班ごとに資源量を推定

①一本ずつ材積がわかります。
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4.木材流通事業について

木材センター

選別

17，172㎥

現場生産

32,242㎥

椎茸原木等

237㎥

自動選別

10，506㎥

組合加工場

296㎥

原木製材業者等

6，370㎥

合板（ベニヤ）

8，524㎥

チップ（製紙）

1，372㎥

丸棒用原木等

296㎥

令和元年度木材販売実績（R2.3月末）

直営・協力事業体

Ｒ2予定材積

３4，０００㎥

チップ（発電）

13，461㎥直送

14，833㎥

市売

6，370㎥

県内外製材工場

1，982㎥

■森林経営計画に基づく利用間伐や更新伐が進む中、能登木材総合センターの市売りのほか、

七尾市の林ベニヤ産業や県内外の大型製材所等と安定取引の協定を交わし、木材の安定的な供給と

価格の安定に努めています。

■能登森林組合では、安定した木材価格を確保するとともに、補助事業等を有効に活用し、

森林所有者へ少しでも多くの金額を還元すべく鋭意努力しております。

■また、今後需要が増大するバイオマス発電事業への未利用材の供給を推進してまいります。

■参考：市売り価格（R3.1.28）

・スギ平均価格：12,040円

・アテ平均価格：21,756円
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森林経営管理制度（森林バンク制度）について
（２０１９年４月～）

① 市町が森林所有者に、所有森林
を今後どのように経営管理した
いか、ご意向を確認します。

② 市町に委託したいと回答を頂い
たときは、必要に応じて市町と
協議のうえ、経営管理の委託手
続きを行います。

市町に森林経営管理を委託した場合

③ 林業経営に適した森林は、意欲と能力の
ある林業経営者（森林組合等）に経営管
理を再委託

④ 林業経営に適さない森林は、市町が森林

を管理します。

適切に経営管理を実施
していない森林

市町が自ら管理

意欲と能力のある
林業経営者（森林組合等）

経営管理
を再委託

森林組合からのお願い

林業経営に
適した森林

林業経営に
適さない森林

市町森林所有者

① 市町が実施する森林所有者の方を対象とした
経営管理の意向調査の際にはご協力をお願い
致します。

意向を
確認

経営管理
を委託

③

①

④

②

スギ等の人工林を所有され、管理にお困りの方はお気軽にご相談ください。

森林組合では、森林所有者のご意向を確認のうえ森林の調査等を行い、「林業経営に適さない森林」と判断

される森林は、適切に市町に取り次ぎいたします。なお、「④市町が自ら管理」となり市町が森林整備（間

伐）を実施する場合は、森林所有者の負担金は必要ありません。（※市町が実施する間伐は、保育間伐のた

め伐採後は木材を林内に残置し搬出しません。）また、市町が経営管理権を設定し、森林所有者から森林を

預かる期間は５年程度としております。（ただし、期間の更新は可能です。）

（森林環境譲与税）

5.森林経営管理制度（森林バンク制度）について

－ １８ －



いしかわ森林環境基金事業による
放置竹林の除去について

親竹伐採 広葉樹苗木植栽

放置竹林の伐採と広葉樹の植栽を
セットで行うことが条件となります。

コナラ・ケヤキ
（500本/ha植え）

・放置竹林の伐採と広葉樹苗木の植栽に係る経費は、全額国費及び県基金を活用
するため、所有者の負担金は必要ありません。
・植栽後２年間は再生竹の刈払いを行うことができます。

【実施条件】
・森林法第５条に定める森林であること。
・面積が０．１ha以上であること。

※上記実施条件以外の放置竹林も含め、詳しくは県奥能登農林総合事務所（森林
部）又は森林組合までお問い合わせ下さい。

6.放置竹林の除去について
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7.総代選挙について

任期満了に伴う総代選挙を下記日程の通り実施いたしますので、

組合員各位におかれましては、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

❶選挙の趣旨 任期満了に伴う選挙

❷選挙実施要項 能登森林組合総代選挙規定に基づき実施

❸選挙区及び定数

❹新総代の任期 3年間（令和３年７月１日より令和６年６月３０日）

❺選挙日程

①理事会決議 令和３年５月下旬（前回５月１５日）

②選挙広告及び選挙通知 ６月中旬（はがきにより正組合に通知、前回６月８日）

③立候補受付 ６月中旬（前回６月８日～６月１５日）

④届出締切 ６月中旬（前回６月１５日）

⑤候補者公告 ６月中旬（前回６月１５日）

＜無投票の選挙区＞

⑥無投票公告 ６月中旬（前回６月１５日）

⑦当選決定通知及び決定公告 ６月中旬（前回６月１５日）

＜投票の選挙区＞

⑧投票日 ６月中旬（前回６月２１日）

⑨当選決定通知及び決定公告 ６月中旬（前回６月２１日）

⑩就任公告 ６月下旬（前回６月２８日）

⑪総代就任 ７月１日（木）

※注意事項：届出用紙は公告日に本所及び各支所に備えてあります。
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8.所在不明組合員の状況について

令和３年１月末現在の所在不明組合員数は次の通りです。

地 区 穴水町
輪島市 能登町

珠洲市 計
門前 輪島 能都 柳田 内浦

不明組合員数 46 144 86 48 133 76 123 656

※随時、不明組合員の調査をいたしております。親戚方等より情報をいただければ幸いです。

※森林組合法では、長期間にわたり組合事業を利用しない組合員については、

法定脱退（除名）の手続きをすることが定められており、長期間にわたり行方がわからない

方等に関しまして、一定期間周知した上で法的脱退の手続きをとらせていただきます。

■名義変更等の手続きはお済みですか？

相続や経営委託の場合は、組合員名義の変更手続きが必要となります。

相続の場合、組合員であるご家族が死亡されてから１０か月以内と、

１０か月以上経過している場合では、手続きが異なります。

詳しくは、組合にお問い合わせください。
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しいたけ原木供給のためのコナラ林の情報提供のお願い

原木しいたけ

「のとてまり・のと115」を
栽培しませんか！！

■補助制度が活用できます。
県、市町では奥能登原木しいたけ活性化協議会を通じ、新規生産者等を対象に

ビニールハウスや散水機などの購入費に補助しています。
（補助率：２／３、自己負担：１／３）

■奥能登原木しいたけ活性化協議会では、しいたけ原木購入の斡旋を行っています。

■農閑期の冬場に、農業（林産物）収入が見込めます。

■ビニールハウスを活用すると安定した出荷が可能です。

年間売上 約30万円（栽培1年目）
（※ハウスにほだ木を５００本/棟入れて収穫し、共選・個選等に出荷した場合です。）

原木しいたけ「のとてまり・のと１１５」のブランド化の
取り組みを始めて、今年度で１０年目を迎えました。

能登森林組合からは、毎年、２万本程度のしいたけ
原木の供給にご協力をいただいております。

近年は奥能登原木しいたけ活性化協議会が斡旋する
原木を購入して栽培を行う生産者が増加してきているた
め、伐採可能なコナラ林等の確保が大きな課題となって
います。

このため、組合員の皆様方からコナラ林等の伐採可能な森林の情報提供等をいただ
き、伐採林の確保に努めてまいりたいと考えておりますので、奥能登農林（森林部）
又は能登森林組合まで情報提供のほどよろしくお願いします。

奥能登の里山里海の気候風土に適して大きく育つ

9.原木しいたけの栽培について

石川県奥能登農林総合事務所（森林部）
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３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

４月

５月

本伏せ

袋がけ
・

収穫
・

乾燥

仮伏せ

植菌

主な栽培手順

ハウス搬入

主に乾シイタケ
として出荷

種駒（形成菌、駒菌）や電動ドリル、
ドリル刃先などの購入は、森林組合
にお問い合わせ下さい。

本 所 TEL： 0768-52-0316
輪島支所 TEL： 22-2452
能登支所 TEL： 76-1231
珠洲支所 TEL： 82-0674

私たちが栽培方法を指導します
・（一社）日本きのこセンター

TEL 076-223-2956 担当 平野
・奥能登農林総合事務所森林部

TEL 0768-26-2329 担当 山﨑
・農林総合研究センター

能登駐在(瑞穂)で原木栽培の見学が可能。
TEL 0768-67-2104 担当 八島

斡旋した
原木の供給

原木必要量の
聞き取り

主に生シイタケ
として出荷

※ 植菌した原木から４シーズン程収穫ができます。
※ 収量の目安は原木１本当たり約１ｋｇです。

袋がけ

ハウス搬入

本伏せ

植菌

共選のとてまり

個選のと１１５
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10.技能職員募集について

森林組合で一緒に働きましょう！

■技能職員（フォレストワーカー）の募集について
森林の健全な育成と木材安定供給のため、一緒に働く仲間を募集しております。
未経験の方も大歓迎です。

■月給制の導入
令和３年度より月給制を導入し、より働きやすい環境で活躍していただきます。
各種技能研修への参加や安全装備品の支給など安全安心の業務管理体制です。

応募先 能登森林組合
〒927-0023
石川県鳳珠郡穴水町字麦ケ浦17字5番地
電話 0768-52-0316 FAX  0768-52-8178
担当 総務部 山崎
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今年度の林業地区座談会は新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大による全く予期

しなかった事態のためやむなく中止することといたしました。

この困難の中、皆様には森林組合の事業活動継続のため、ご支援、ご尽力をいただいて

おりますことに厚く御礼申し上げます。

森林整備の着実な推進に向けては、地域の森林管理主体である森林組合が中心となって

取り組んでいくことが重要であり、令和元年から始まった森林環境譲与税を地域の林業に

有効活用するためにも、県および関係市町と連携しながら森林所有者への意向調査や、手

入れ不足森林の間伐等の森林整備を進めているところです。

一方で、境界不明や所有者不明森林に対し、ICT技術の活用を含めた林業イノベーショ

ンを進め、林地情報の活用による施業の集約化・効率化を図り、『伐って、使って、植え

て、育てる』ことで持続可能な森林経営を行い、SDGs時代に即した国産材利用の拡大に

努めます。

こうした中、昨年、森林組合法が改正されたことから、森林組合の基盤強化や木材販売

事業の強化等に向け、積極果敢な運動を展開していきたいと考えています。

あらためて森林組合の発展と地域森林・林業の振興に向け、役職員一同、より一層精進

する所存でございますので、今後とも倍増のご指導、ご支援、ご協力を賜りますようお願

い申し上げます。

結びに、コロナ禍が一日も早く終息し、皆様方とまた膝を交えて林業の将来を語ること

ができる日が来ることを祈念申し上げます。

能登森林組合 代表理事組合長

坂 本 明

さいごに


