
福井森林組合が誕生しました。

　平成２８年１０月１日、福井市森林組合と吉田郡森林組合が合併し、
福井森林組合が誕生しました。

多数のご来賓にご出席いただき、合併記念式典及び祝賀会を執り行いました。
　ご多忙の中お時間を裂いてご参列いただきました皆様に、

この場を借りて再度御礼を申し上げます。
　管内施業区域の拡大はもちろんのこと、現在の林業を取り巻く情勢も鑑み、

より一層の努力が求められるものと役職員一同認識しております。
　組織の名称は変更になりますが、

森林所有者の自助組織であるという森林組合本来の姿を見失うことなく、
不断の努力と精進をもって職務を全うしていく所存でございます。

　今後も変わらぬご愛顧を何卒よろしくお願い申し上げます。
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理事・監事のご紹介・コミュニティ林業の推進　　　６
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特殊伐採のご案内・新ホームページのご紹介　　　   ８
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独自ドメインを取得し、ホームページをリニューアルしました！
当組合からのお知らせを随時掲載いたしますので、是非ご覧ください。

「福井森林組合」で検索　または右のＱＲコードを読み込み！
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-8--1-

熟練のプロならではの【特殊伐採】で、あなたと緑のお付き合いをサポートします。

お庭やお墓周りの樹木の

こともお気軽にご相談ください。

身の回りの木のことで、お困りではありませんか？
福井森林組合の施業の対象は

山林だけではありません。
竹林の整備

増えすぎた竹を間引いて
すっきりした竹林にします。

ワイヤーを用いて
お墓に木がかからない

よう作業します。

お墓周りの
木の伐採

電線に干渉する
枝木

クレーンや
高所作業車で

安全に処理します。

迅速に現場確認・見積もりをいたします。
0776-23-4008 担当の屋代までお気軽にお問合せください。

福井市文京6-11-13

福井森林組合

破砕機を用いて枝葉を
処理することも可能です。

重機で処理できない場所は、
様々な現場で経験を重ねた職人が

人力で処理します。



組合長より

　三月になり、少しずつ春の芽吹きを感じられるようになってきました。組合員の皆様は元気でお過ごしで

いらっしゃいますでしょうか。私どものほうでは、十月に福井市森林組合と吉田郡森林組合が合併し、福井

森林組合となりました。慎重に審議を重ねてきました合併が、この度無事に行われましたことを、この場を

借りて再度御礼を申し上げます。合併による規模の拡大のメリットを活かしての成果が求められるというこ

とで、職員には両支所が綿密に連携し、両地域の組合員様のご期待に添えられるよう、一層の努力を求めた

ところです。元々二つだった組合が一つの組織にまとまるわけで、思うに任せられない部分もございましょ

うが、暖かい目で見守っていただければ幸いに存じます。今後も、何卒お願い申し上げます。（豊岡　北士）

最新の取り組み

業務課

　合併を期に、吉田郡においても皆様のお力になる存在たることを目標とし、栃原、吉峰をはじめ、各所で

座談会を開催しています。福井市管内では浄教寺など従来より施業をさせていただいてる地域の皆様とのつ

ながりを大切にしながら、鮎川など海側の地域の皆様ともお話を進めさせていただいています。また、獣害

が深刻化しているとの情報が多数寄せられています。鹿が樹皮を食い剥がし、イノシシが法面を崩し、鳥類

が果樹を食い荒らすといったように、多方面での被害が出ている上、獣たちが知恵をつけていることから、

もはや従来の対策はほとんど効果をなさない状況になりつつあります。皆様の大切な山林の保全の為にも、

行政と連携し、獣害対策の補助の拡大や新たな対策を模索したいと考えています。

総務課

　かねてより準備を進めてまいりました森林組合の合併が完了しました。組合員の皆様に、この場をお借り

して再度御礼を申し上げます。総務課では、日常的な業務は勿論のこと、現在は合併により生じた様々な課

題の解決、次期総代会及び理事選出に向けての情報整理を進めているところでございます。２月には初の試

みとしまして、社会貢献活動の一環として、農林中央金庫様・福井市様と協同で市内のこども園様にこま遊

び用のプレイテーブルや積み木を寄贈いたしました。「これは何の木？スギなの？」と興味「森森」に尋ねる

児童の皆様の様子が印象的でした。当日の様子は様々なメディアで報じられ、木育の重要性、当組合の取り

組みの社会的意義を、地域の皆様にご周知させていただけたのではないかと思っております。

お知らせ

　合併に伴い、多数の組合員様から出資金の相続届けをいただいております。ご多忙の中にもかかわらずお

時間を割いてご準備いただき、誠にありがとうございます。相続届けにはご本人の確認の為、運転免許証や

健康保険証等のコピーを添付していただいております。また、元の組合員様と相続される新しい方のご住所

が異なる場合には、戸籍謄本等、お二人の関係性がわかるもののコピーもいただいております。誠に恐縮で

はございますが、ご理解・ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

▲吉峰の所有者様との座談会 ▲イノシシ柵設置完了検査 ▲こども園様へ木製品寄贈式

組合員の皆様へ

MS 150 C-E
排気量：23.6 cm 3　ガイドバー：25 cm

MS 150 TC-E
排気量：23.6 cm 3　ガイドバー：25 cm

2.8kg2.6kg
安心の自動チェンブレーキ標準装備

最軽量モデル！
エルゴスタート付
2-MIX エンジン搭載
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福井市・吉田郡森林組合の合併に伴い、

福井市森林組合は

平成２８年１月１日から９月３０日まで、

吉田郡森林組は

平成２８年４月１日から９月３０日まで、

それぞれ決算を行い、

理事会において当財務諸表を確認し、

引継ぎが承認されました。

貸借対照表
資産の部 負債及び純資産の部

科　目 金　額 科　目 金　額

現金 40 販売買掛金 7,995

普通預金 94,546 買掛金 1,145
定期預金 140,000 短期借入金 150,000
預け金 784 事業未払金 39,925
販売売掛金 7,995 一般未払金 11,985
売掛金（本所） 1,041 事業前受金 3,083
売掛金（川西） 71 預り金 60,623
貸倒引当金 -7,089 未払法人税等 242
購買品 3,007 未払配当金 5,184
製品 72 仮受金 813
未成工事勘定 70,227 完成工事引当金 2,078
一般立替金 30,876 [流動負債計] 283,072
未収金（本所） 28,989 施設林道借入金 3,725
仮払金 33,686 [固定負債計] 3,725
差入保証金 100 [負債合計] 286,797
出資預け金 5 出資金 100,395
未収消費税等 3,063 法定準備金 36,250
[流動資産計] 407,413 任意積立金 76,500
建物 41,710 当期未処分剰余金 44,498
構築物 12,187 [組合員資本計] 257,643
機械装置 32,136 [純資産合計] 257,643
車両運搬具 16,904 **負債・純資産** 544,440

工具器具備品 3,855
土地 91,764

減価償却引当金 -94,517 
[有形固定資産計] 104,040
GISソフト 2,723
GPSソフト 485
[無形固定資産計] 3,208
系統出資金 15,370
系統外出資金 10,685
[外部出資計] 26,055
林道未収賦課金 3,725

[その他固定資産計] 3,725
[固定資産計] 137,028

**資産** 544,440

（単位：千円　端数を四捨五入したことによる誤差を含む）

福井市森林組合　平成２８年度決算報告
（平成２８年１月１日～平成２８年９月３０日）



理事・監事の皆様のご紹介
福井森林組合　創立期の理事・監事の皆様をご紹介させていただきます。

岡田、多田の両職員は平成２９年３月を以って退職いたしました。
在職中は組合員の皆様にひとかたならぬご指導とご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

　木材が搬出できる状況が整いやすい地理的条件を備えながらも、所有者が細かく分かれて
いる為、施業が困難な地域があります。そこで、地域の森林所有者の皆様で協力し、広範囲
の森林で一体的に木材生産・搬出を行う取り組みに対し、支援を行っています。
　組合員の皆様と森林組合で連携し、山林の手入れを能率的に行えるよう、職員が立案・提
案させていただきます。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

地域の皆様で
協力して

取り組む林業を
バックアップ！

コミュニテイ林業
支援事業

最大１４０万円の
定額助成

全額県費
の事業

複数の所有者様の山を一体的に整備することで、効率的な森林整備が見込めます！

森林組合と協力して皆様で境界確認などを行う
コミュニティ事業

立会いに必要
な経費が助成
されるので多
くの人でスム
ーズに境界確
認ができた！

森林組合に委託して間伐や道作りなどを行う
造林補助事業

道の踏査にも
立ち会えたの
で安心したし、
道ができて山
に入れるよう
になった！

コミュニティ林業の推進
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損益計算書
費用の部 収益の部

科　目 金　額 科　目 金　額

[指導部門計] 864 [指導部門計] 134

林産品売上原価 6,710 林産品売上 8,166
一般販売品売上原価 914 販売品売上 32,109
受託販売受入 7,995 一般販売品売上 458
間伐促進事業費 38,235 受託販売品売上 7,995
（林)支払手数料 4,194 販売雑収入 80
販売雑費 75 補助金収入 15,691
[販売部門計] 58,123 [販売部門計] 64,498
製品売上原価 788 製品売上 1,037
受託林産受入 40,247 受託林産売上 40,247
加工部門計 41,035 加工部門計 41,284
保育費 50,951 保育収入 67,003
治山工事費 2,438 治山工事収入 5,278
作業路開設工事費 6,050 作業路開設工事収入 6,111
山ぎわ実施事業費 55,061 山ぎわ実施事業収入 55,720

造林手数料 203
保育手数料 5,670

[森林整備計] 114,500 [森林整備計] 139,986
利用費 9,839 調査収入 325
工事費 21,901 利用収入 48,843
病害虫防除費 20,431 工事収入 42,585
公園管理委託費 4,961 病害虫防除収入 25,102
利用雑費 48 公園管理委託収入 4,225
施設林道借入利息 601 利用雑収入 1,002

林道賦課金収入 601
施設林道収入 854
造林補助金取扱手数料 37

[利用計] 57,781 [利用計] 123,575
[福利厚生計] 6,023 [福利厚生計] 1,944
[購買（事業物資）計] 5,990 [購買（事業物資）計] 7,384
[金融（事業資金）計] 40 [金融（事業資金）計] 51
[森林整備部門計] 184,333 [森林整備部門計] 272,940

【事業費用合計】 284,354 【事業収益合計】 378,856

[人件費] 58,493 [事業外収益] 15,993
[旅費交通費] 1,040 [一般事業] 12,530
[事務費] 2,278 [特別収益] 12,530

[業務費] 8,167 ** 収益合計 ** 407,379

[諸税負担金] 4,600
[施設費] 9,224
[雑費] 1,985
[事業管理費用] 85,786
[事業外費用] 7,545
[一般事業] 12,230
[法人税住民税] 242
[特別費用] 12,472

** 費用合計 ** 390,157
**当期剰余金** 17,222

（単位：千円　端数を四捨五入したことによる誤差を含む）

竜興寺　イベント風景

代表理事組合長 豊岡　北士 様 （ 福井市大年町 ）
副組合長理事 山田　芳雄 様 （ 永平寺町藤巻 ）
副組合長理事 平崎　硯二 様 （ 福井市西袋町 ）
副組合長理事 山下　武男 様 （ 福井市田ノ谷町 ）
代表理事常務 五十嵐　雅治 様 （ 福井市御所垣内 ）
理事 廣濱　元男 様 （ 福井市両橋屋町 ）
理事 清水　幸信 様 （ 福井市高須町 ）
理事 吉田　正継 様 （ 福井市浄教寺町 ）
理事 前川　榮一 様 （ 福井市篠尾町 ）
理事 高原　興 様 （ 福井市末町 ）
理事 森岡　和男 様 （ 福井市国見町 ）
理事 中山　賢一 様 （ 福井市脇三ヶ町 ）
理事 田畑　勲 様 （ 福井市本堂町 ）
理事 清水　武夫 様 （ 福井市武周町 ）
理事 杉本　武彦 様 （ 福井市木米町 ）
理事 農中　省吾 様 （ 福井市下市町 ）
理事 清水　雅士 様 （ 永平寺町松岡志比堺 ）
理事 小林　継男 様 （ 永平寺町谷口 ）
理事 伊藤　幹夫 様 （ 永平寺町東古市 ）
代表幹事 山下　利夫 様 （ 福井市尼ヶ谷町 ）
監事 青木　喜男 様 （ 福井市寮町 ）
監事 小畑　哲男 様 （ 永平寺町松岡湯谷 ）



貸借対照表
資産の部 負債及び純資産の部

科　目 金　額 科　目 金　額

現金 39 受託販売買掛金 2,495

普通預金 17,756 購買買掛金 2
受託販売売掛金 2,495 一般未払金 2,176
購買品たな卸資産 176 事業未払金 636
未成工事勘定 1,332 未払法人税等 103
事業未収金 676 未払消費税等 500
貸倒引当金 -18 [流動負債計] 5,913
[流動資産計] 22,457 [負債合計] 5,913
建物 7,933 出資金 19,697
機械装置 1,374 法定準備金 5,956
車両運搬具 92 任意積立金 6,211
工器具備品 1,418 繰越剰余金（繰越損失金） -4,387 
減価償却引当金 -10,185 当期剰余金（当期損失金） -3,098 
[有形固定資産計] 632 資本準備金 53
ソフトウエア 165 [資本計] 24,432
[無形固定資産計] 165 [純資産合計] 24,432
系統出資金県森連 5,420 **負債・純資産** 30,345

系統出資金農林中金 1,530
系統外出資金開発センタ－ 20
系統外出資金農協 110
[外部出資計] 7,080
預託金 11

[その他固定資産計] 11
[固定資産計] 7,888

**資産** 30,345

（単位：千円　端数を四捨五入したことによる誤差を含む）

吉田郡森林組合　平成２８年度決算報告
（平成２８年４月１日～平成２８年９月３０日）

庭の管理は緑化木センターで！！庭の管理は緑化木センターで！！

①造園
設計、庭造り、石組み、剪定、雪吊り、病害虫防除等の
お庭の手入れ、樹木の伐採、空き地の草刈、公園造成等。

②庭木販売
果樹苗等の植木、灯籠、庭石、腐葉土などの販売。

(株 ) 福井市緑化木センター
福井市文京 6丁目 11-13
( 福井森林組合北）
TEL:0776-22-3435
FAX:0776-22-3453

庭の管理等でお困りのことはございませんか？ご要望がありましたら、お気軽にお申し付けください。庭の管理等でお困りのことはございませんか？ご要望がありましたら、お気軽にお申し付けください。

テントサイト サイクリングロード 芝生公園 キャンプファイアー ログハウス

アウトドアのヤマ場。
FOREST PARK

国見岳森林公園
福井県福井市国見元町 22 字吉平山 6-1
TEL:0776-83-0509   FAX:0776-23-4008

３６０°パノラマの
眺望による開放感

テント・飯ごう炊飯・
キャンプファイヤー懇親会や研修旅行で

もっと繋がる仲間の輪

日本海のかがり火が
ほのめく美しい夜景

指定管理者：福井森林組合

TEL:0776-23-4008
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損益計算書
費用の部 収益の部

科　目 金　額 科　目 金　額

[指導部門計] 406 [指導部門計] 0

販売品売上原価 37 販売手数料 44
受託販売受入 2,495 販売品売上 65

販売雑収入 53
受託販売売上 2,495

[販売部門計] 2,532 [販売部門計] 2,657
森林整備費 1,016 森林整備収入 1,899
治山工事費 1,142 森林整備手数料 215

治山工事収入 3,125
[森林整備計] 2,157 [森林整備計] 5,239
請負工事費 4,303 請負工事収入 6,770
利用雑費 125 造林補助金取扱手数料 27

利用雑収入 34
[利用計] 4,428 [利用計] 6,831
[福利厚生計] 964 [福利厚生計] 221
[購買計] 401 [購買計] 427
[金融計] 0 [金融計] 0
[森林整備部門計] 7,951 [森林整備部門計] 12,718

【事業費用合計】 10,889 【事業収益合計】 15,375
[人件費] 5,843 [事業外収益計] 2,216
[旅費交通費] 115 [特別収益計] 0
[事務費] 185 ** 収益合計 ** 17,591

[業務費] 581
[諸税負担金] 870

[施設費] 767
[雑費] 563
[事業管理費計] 8,923
[事業外費用計] 774
[特別費用計] 0

** 費用合計 ** 20,586
税引前当期純利益 -2,995 
法人税住民税等 103

** 当期剰余金 ** -3,098 

（単位：千円　端数を四捨五入したことによる誤差を含む）

宮郷山林　測量風景
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