
新年明けましておめでとうございます
組合員の皆様には
　良きお年をお迎えのことと 本年も何卒宜しく
　     　　 お慶び申し上げます 　　　　　　お願い致します

   今年の干支は　葵卯　ですが、暦によります 　 県も町もカーボンニュートラルを踏まえ

と、「寒気が緩み、萌芽を促す年」とあります。 た環境施策を進めております。

   また、卯年は「飛躍」「向上」する　ともありま 　 また、SDGｓでは、「15.陸の豊かさも守

す。 ろう」で、森林の持続可能な管理　が求め

　 コロナによる自粛も緩和されつつあります。 られています。

コロナ禍から脱皮して上向いて行く時期を迎え 　 今の森林経営にとって「森林管理認証」

たとのことでしょうか。 と「Ｊ－クレジット」の取得は必要不可欠な

　 組合に於きましては、一昨年から進めてお もので、今回これが揃うことになります。

りました「J－クレジット」取得の取組み。    飛躍向上の年といわれる卯年ですが、

　１月１３日に行われました審査会で承認が下 「ウサギとカメ」の兎にならないよう心掛け

り、申請しておりました二酸化炭素の吸収量が るとともに、次世代に向け持続可能な価

販売できることになりました。 値ある組合を創るため、変わりつつある

　 新しい年を始めるに相応しい知らせです。 山の使命をしっかり見据えて、役職員一

　 カーボン・クレジットについては、国も取引所 同、取り組んで参ります。

での試験的販売を始めましたので、2050年    組合員皆様には、本年も変わりませず、

カーボンニュートラルに向け需要が高まるもの ご支援ご協力賜ります様お願い致します。

と思います。

綿向生産森林組合 URL http://www.rmc.ne.jp/watamukｉｓａｎ/　　 TEL 0748-52-0010　　FAX 0748-52-0186
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謹賀新年 



○ 間　伐 24.46ha  

○ 枝打ち   0.60ha  

○ 掃除伐   2.27ha
○ 作業路開設 

　５箇所  3,673m
○ 林道草刈り 約 4km
○ 中電鉄塔草刈り ９基及び巡視路

※上記作業は委託を含みます。
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主な作業の進捗状況

66%
27%

103%

183%

  琵琶湖森林づくりパートナー協定締結 

令和４年度 作業状況 

間伐作業道開設作業 

     「琵琶湖森林づくり条例」の基本理念に基づき、滋賀県が推奨する琵琶湖森林づくりパー

トナーの趣旨に賛同し、森林所有者と協定を結び、森林の整備の推進に参画するもので、今回、

東洋アルミニウム株式会社様（本社：大阪市中央区）とグループ企業の東洋アルミエコープロ

ダクツ株式会社様（本社：大阪市西区）の三者による協定を締結致しました。 

 東洋アルミニウム株式会社様は、６月に行われた第７２回全国植樹祭に協賛したことを契機

に、企業のＣＳＲ活動の一環として森づくりに協賛したいとの意向から取り組まれることとな

りました。 

  間伐搬出作業 

  石楠花渓 生活環境保全林の一角に、クヌギ・コナラ・ウリハダカエデ・トチなど合計

30本の苗木を植樹し、動物被害対策として、幼齢木ネットを合わせて設置致しました。 

 石楠花池周辺では、柄本社長にもお手伝いを頂き、植樹体験をして頂きました。 

 それぞれ動物被害に遭わず、成長してくれるよう願うばかりです。 

 

 協定内容 

 協定期間 ： ３年間   

 支援費用 ： ９０万円 

 対象面積 ： 約２３６ｈａ 

 対象区域 ： 鎌掛・蔵王 地先 

 森林の愛称： 東洋アルミグループ 

  みんなで創る びわ湖 未来の森 

 ※ 東洋アルミニウム（株）日野製造所 日野町大字大谷 

     アルミ製品の製造・販売 

   東洋アルミエコープロダクツ滋賀工場 湖南市高松町 

     日用雑貨・食品容器・包装資材の製造・販売 

 

 

 ８月10日 三日月知事・堀江町長立会の下、

滋賀県公館において調印式が執り行われました。 

 

第１回森林保全活動 

 協定看板 除幕式  代表者記念植樹 楠本社長 記念植樹 
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現地審査 

  今年もまた、事務所玄関

には大きな門松が飾られま

した。 毎年、役員ＯＢの有

志により設置され、お正月

気分も高まりました。   

新春 門松飾

 現地確認 

  10月14日、林業センターに
おいて、総代代表者会を開催
しました。 

  東洋アルミニウム(株)様の
森林保全活動と山林巡視の日
程説明など行いました。 

  11月25日、日野小学校学林
（村井地先）において、４年生
を対象に森林管理について説明
し、間伐の実演を行いました。 

  ほんの少しですが、林業を理解
してもらうことができました。 

 

組合活動 ・行事 

Ｊ-クレジット制度 認証取得 

総代山林巡視 

総代代表者会 

菌山入札会 

 ９月11日、恒例の菌山入札会
は「預け札」入札会とし、開札
の結果、売上額は10万円と昨年
並みでした。ご協力頂いた皆様、
有り難うございました。 

ＳＧＥＣ森林管理 

認証審査 

 ９月29日・30日、５年目の
更新時期となり、日本森林技術
協会の森林管理認証更新審査を
受けました。 

 1,042ha全区域の承認を受け、
搬出した木材はすべて「認証
材」として販売できます。 

 

Ｊ-クレジット制度 

認証審査 

日野小学校４年生 

やまのこ学習 

  11月６日、鎌掛石楠花渓に
おいて、総代52名様にお集ま
り頂き、東洋アルミニウム(株)

様の植樹状況の確認と菌山の確
認をして頂きました。 

  1月13日に開催された「第５３回Ｊ-

クレジット制度認証委員会」におきま
して、二酸化炭素吸収量の認証要件に
適合と認められ、今後「Ｊ-クレジッ
ト」として吸収量の販売が認められま
した。 

 「Ｊ-クレジット制度」は、温室効果
ガスの排出削減や吸収量を国が認定し、
販売できる制度です。 

 近年の異常気象に伴い二酸化炭素の
排出や吸収については「カーボンオフ
セット」として注目され、県内でも既
にクレジットとしての販売事例もあり
ます。 

 当組合も「わたむきの森」ＣＯ2吸収
プロジェクト として一昨年から取組み、
北畑・平子地先の一部で吸収量を算定
し、今回の認証登録により、クレジッ
トとして販売を行うことができるよう
になりました。 

 

 10月５日・６日、検証機関に
よる申請書類の確認と、スギ・
ヒノキの成長状況や管理状況な
どの現地審査が行われました。 

  妥当性確認検証を終え、１月
13日の認定委員会に諮られまし
た。 

 



　ホームページ

　◇電気やガスの節約

　◇食べ物は残さず食べる

　◇エアコンの設定温度を下げ過ぎない・上げ過ぎない

　◇できるだけ自転車、バス、電車で移動する

　◇使わないおもちゃや服は寄付をする

　◇マイボトル・マイバッグを使う

　◇訳けあり品を買う

　◇電化製品は省エネ型を選ぶ

　など、家計にも節約できていいですよね(*^_^*)

　四字熟語を4つ、横書きにして並べました。

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ に入る漢字を順につなげると、

新たにもう１つの四字熟語ができるよ！

❶　春宵Ⓐ刻　　　➋　率Ⓐ垂範 ❸　大Ⓐ吉日

　　 陰徳Ⓑ報　　　　　 内Ⓑ外患 　 　以Ⓑ伝心　　

　　 故事Ⓒ歴　　　 　　前Ⓒ不覚 　 　不Ⓒ文字　　

 　　文芸Ⓓ興　　 　　　極Ⓓ往生 　 　延Ⓓ息災　　

❹　Ⓐ怒哀楽　　　❺　Ⓐ洋折衷 ❻　Ⓐ念無想

　 　Ⓑ即是空　　　　 　霊Ⓑ不滅  　　唯Ⓑ独尊　

　 　Ⓒ場一致　　　 　　前途Ⓒ洋 　 　酔生Ⓒ死　　

　 　Ⓓ目躍如　　　　 　和魂漢Ⓓ  　　五里霧Ⓓ　　

◇職 種 ・職員（森林整備計画、現場管理）

・作業職員（森林整備)

◇募集人員 ・各1名

◇募集資格 ・職員（普通自動車免許MT）

・作業職員（普通自動車免許MT）

◇給 与 ・綿向生産森林組合給与規程による

◇休 日 ・毎週土日、祝日、年末年始

◇応 募 ・ﾊﾛｰﾜｰｸ紹介状、履歴書

綿向生産森林組合 検索

わたむきしんちゃん

日野町のシンボル

綿向山で

一緒に汗を流しましょう

やる気のある

職員、作業職員募集❢

◇健康情報◇

みなさん笑ってますか？ 笑いは、

場を和ますだけでなく、病まで治癒して

くれる効果があるんですって！朝・昼・

夜、みなさん一緒に笑いましょう❢毎

日、鏡を見て“いい笑顔”実践してみて

はいかがでしょうか。

【 正 範 語 録 】
作者・出典不明

実力の差は努力の差
実績の差は責任感の差
人格の差は苦労の差
判断力の差は情報の差

一生懸命だと智恵が出る
中途半端だと愚痴が出る

いい加減だと言い訳が出るばかり

本気でするから大抵のことはできる
本気でするから何でも面白い

本気でしているから誰かが助けてくれる

ご存知の方もおられると思いますが、
胸に響く言葉ですね。

答え①一陽来復②先憂後楽③安心立命

④喜色満面⑤和魂洋才⑥無我夢中


