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注） 「Ｏ＆Ｄウッド」とは、木材に加圧注
入処理を施した加工製品の総称です。
環境や人への安全性が高く、10年保証
が可能な製品です。
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年始のご挨拶年始のご挨拶

　さて、木材の流通は大きく変わりつつあります。今までのように、伐採
した木材を木材共販所経由で製材所に販売するスタイルから、山から直
接業者に販売する形となりつつあります。それらの用途も建築資材が主であったものが、建築
戸数の減少や再生可能エネルギーの固定価格買取制度導入により、バイオマス発電、合板、輸
出、ＣＬＴ（直交集成材）への利用に変化しております。また、今までにない大型製材工場やバ
イオマス発電施設も各所で竣工しています。バイオマス発電施設は、今後２～３年で稼働中の
ものも含めて、九州内だけで15ヶ所設置され、合板などの需要も含めると300万㎥を超える木
材の新たな需要が見込まれています。現在の九州管内の木材生産量が480万㎥であることを考
慮すると、大変大きな数字であることがお分かり頂けると思います。

　座談会で説明しました通り林業界にとっては大きなチャンスとなっており、皆様方の大切
な山林を少しでも利益が上がるよう間伐などの保育をさせていただきたいと思います。その
ために阿蘇市波野の貯木場を中間土場として位置づけ、今年度より稼働を始めます。

　森林整備に関しては、国の補助金が年々減額され厳しさを増しています。上部団体と一体と
なり、予算確保に向け精一杯要望活動をし、従来通りの事業推進をして参ります。

　一方で、労務の都合がつかず皆様の要望にリアルタイムで対応出来ない状態もあり、ご心配
をおかけしたケースも発生しております。作業員の育成については、今年度「緑の雇用」事業を
活用し５名の新人が研修中です。次年度以降も取組を継続し少しずつでも増員を図ります。

　本年も役員・職員一体となり、協同組合の理念の基、組合の発展のため努力を
して参ります。
　組合員のみなさにおかれましても、より一層のご協力を賜りますようお願い
致しまして、新年ご挨拶といたします。

年始のご挨拶
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　阿南忠治 組合長
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　平成27年11月９～ 13日におきまして、管内の各地区
にて、座談会を開催しました。約200名の組合員の皆様
に参加いただき、貴重なご意見をいただきました。質問・
意見は取りまとめ次第、理事会に諮り、広報で周知する
とともに、今後の組合運営の糧にさせていただきます。
　当日配布しました資料の要約を掲載します。ご質問
などありましたら、お気軽にお尋ね下さい。

●今後、５年間の当組合中期方針です。

木材需要の変化 今後の展開

・バイオマス発電
九州内 15 カ所竣工予定

・合板　南洋材から国産材へ
・中国・韓国等への輸出増加
・大型製材工場竣工（宮崎）30 万㎥／年

・補助事業を活用した森林整備を
今以上に推進

・木材取扱量 10 万㎥を目標
作業員確保、高性能機械導入、
中間土場

・森林整備センター等の機関造林推進
・森林経営計画に則った安定的経営

●中間土場の取組みと平成25年度、平成26年度の共販事業の推移について
　近年の共販所市売り状況は、建築用材主体からバイオマス燃料用材の需要が増加すると共
に、Ｃ・Ｄ材（大曲・傷等）を主体に、輸出も増加傾向にあります。本年度より、『くまもと木材
新流通システム構築事業』として、東部貯木場を中間土場に位置付け、トラックスケール（計
量器）を設置（組合だより第27号記載）し、山土場での仕分けに取り組みます。下図に共販事
業の２年分の推移を示します。。
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座談会　開催しました座談会　開催しました
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注） 縦軸は共販
所での木材
取扱量です。
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【補助事業利用時の注意事項】

① 森林経営計画を事前に立ててください。飛び込みでの補助申請はできま
せん。

【補助事業一覧表】

種　類 対象地 対象林齢 種別 要件1

植　付 伐採跡地等 1年生
裸苗（通常）

1ヘクタールあたり
2,000本以上

キャビティ苗

下　刈
通常

1～5年生 1回刈
樹下植栽地

保育間伐 11年生から 切り捨て間伐 間伐率
20%～35%

搬出間伐 5ヘクタールの
まとまりが必要

80年生
（ヒノキは90年生）

まで
搬出 間伐率

20%～35%

鹿ネット
設　　置

植栽と同時 1年生
4mスパン ネット高さ

1.8m
その他

（下刈・除間伐）
1,500本 /ha
以上残

枝打ち 11～30年生

枝打高（2m）

成立本数
1,500≦ X<2,000枝打高（3m）

枝打高（4m）

材積補助 出荷材積に対する
補助 21～60年生 2m以上の材

注）キャビティ苗とは、コンテナ苗の事で、通年で植栽が可能な苗である。主伐・植栽一貫施業を優先して実施。
注）林業専用道については、国・県の予算の関係上、現在施工の予定はありませんが、要望等はお知らせ下さい。
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補助事業一覧表補助事業一覧表
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② 補助事業の完了年度の翌年度から起算して５年以内に該当する施行地を森林以
外の用途に転用（立木の全面伐採除去を含む）した場合には、補助金の返還とな
ります。

平成２７年７月１日以降の補助制度より引用

要件2 要件3 補助金額
（組合受託）

補助金額
（個人施工）

組合より購入苗 森林保険10年間加入
410,000円 /ha 330,000円 /ha

530,000円 /ha 420,000円 /ha

100,000円 /ha 80,000円 /ha

坪刈り、筋刈りで対応 40,000円 /ha 30,000円 /ha

26年生以上は
現地調査 森林保険3年間加入 60,000円 /ha 50,000円 /ha

10㎥ /ヘクタール以上の
出荷 森林保険3年間加入 220,000円 /ha 180,000円 /ha

伐採から植栽まで組合
受託

伐採計画・造林計画を
事前に提出 800円 /m 0

その他 630円 /m 0

事前の計画が必要 単県補助を使用 550円 /m 0

枝打ち幅1m以上 補助枠に余裕がある場合
のみ採用

80,000円 /ha 70,000円 /ha

100,000円 /ha 80,000円 /ha

110,000円 /ha 90,000円 /ha

区分1：4,000円
区分2：3,400円 当組合共販所搬入材のみ 2,500円 /㎥

（前年度実績）
2,500円 /㎥
（前年度実績）
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理事会開催状況理事会開催状況
　組合だより第27号発行以降分の理事会議題をお知らせします。報告事項、その他の議題は掲載を
省略します。議事録を、阿蘇支所、南小国支所、高森支所、蘇陽支所、南部支所、西原支所に備え付け
ていますので、閲覧をご希望の場合は、閲覧申込を記載の上、各事務所にてご確認下さい。複写・持
ち出しは出来ません。
◇第３回理事会　平成27年９月３日開催

第1号議案　本組合理事との事業契約締結について

◇第４回理事会　平成27年11月５日開催
第1号議案　座談会の対応について
第2号議案　 総代会質問事項内容検討について
第3号議案　 平成27年度熊本県林業・木材産業振興施設等整備事業に係る機械導入について

◇第５回理事会　平成27年12月９日開催
第1号議案　マイナンバー制度に伴う特定個人情報等取扱規程（案）の制定について
第2号議案　本組合理事との事業契約締結について
第3号議案　平成27年度冬期賞与支給について

　当組合が取組む主な森林整備事業は、以下の３つがあります。各事業とも所有者の費用負担はあ
りません。詳しくは、当組合の最寄りの支所へご相談下さい。

【保安林整備事業】

　間伐等の遅れによる水土保全機能の低下した保安林で、表土流出、崩壊等が発生する恐れのある
森林が対象となる事業です。採択要件の例を示します。
　①集落、農地等の保護、②おおむね５ha以上の施業、③事業費50万以上等

【針広混交林化促進事業】

　森林所有者による管理が難しい人工林について、協定に基づき40%程度の間伐を行い、針葉樹と
広葉樹の混ざった自然に近い森林づくりを進める事業です。
主な要件　①過去10年以上間伐が行われていない森林

②20年間の非皆伐を含めた協定を締結した森林
③施工地の面積が0.1 ヘクタール以上で、原則保安林以外の森林

【水源林造成事業（分収造林）】

　森林所有者が土地を提供し、造林者が森林を造成、国立研究開発法人 森林総合研究所森林整備
センターが費用負担と技術指導を行う分収造林三者契約で実施します。
対 象 地　①水源涵養保安林、又は予定地

② 無立木地、粗悪林相地、人工植栽により森林造成を行う必要がある土地で、一団地
の見込み面積が５ha以上のもの。

③2以上の都道府県にわたる流域等の重要な地域やダム等の上流域　等

森林整備事業の取組み森林整備事業の取組み～保安林整備事業 等～保安林整備事業 等
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　当組合では、立木の買い取りによる全伐事業を推進しています。
　全伐された山林を計画的に、なおかつ早急に植林するため、本年度より国、県が推進する
『主

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
伐・植栽一貫作業システム推進事業』に取り組みます。

　買い取りした山林は、季節を問わず伐採作業に入ります。従来では春植え、秋植えで植林作
業を実施してきましたが、伐採から植林までの期間が長くなると雑草や雑木が生えてきて、地
拵えの費用が増えていました。
　しかし、キャビティ苗の普及により、伐採直後の
雑草や雑木が生える前にいつの季節でもスギやヒノ
キの苗の植林が可能になりました。このことにより、
地拵えの費用が少しでも抑えられると考えています。
　全伐から植林（鹿ネットの設置を含む）、また、５
年間の下刈まで、各種補助事業を利用して、皆様方
の山林の保全に取り組みますので、まずはご相談下
さい。

　当組合では、熊本県産木材、地域材の有効利

用と需要拡大に努めています。その一環として、

平成27年11月18日に、管内の振興局担当者

と技術スタッフの参加のもと現場研修を開催

しました。熊本県内３例目（表紙写真）となった

「Ｏ＆Ｄウッド」による木製校倉（あぜくら）造

りの現場です。

　また、平成27年11月竣工の熊本県立高森高

等学校（新築）には材料を納材しました（写真

下）。

　土木・建築の両面で木材を利用していただけ

ますよう、技術向上・情報周知に取組みます。ご

不明な点がございましたら、下記までお問い合

わせ下さい。
阿蘇森林組合　久木野加工場
０９６７－６７－３０６１
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木製校倉造り研修会　開きました木製校倉造り研修会　開きました

施工１年目の
木製校倉式土留工

県立高森高校

施業地視察状況施業地視察状況

主伐・植栽一貫作業主伐・植栽一貫作業～低コスト造林を目指して～低コスト造林を目指して
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　当組合では、平成２４年度に創設されました『認定森林施業プランナー』の育成に力を入れて
います。

プランナーの役割　　森林を
所有される皆様に代わって、所
有山林の森林経営計画を作成
し、森林施業の内容や事業収支
を示した施業提案書を作成・提
案します。事業受託後は、現場
技術者への指示・施工管理まで
を行い、地域の森林を管理する
重要な存在になります。
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「特別優良組合」表彰受けました！「特別優良組合」表彰受けました！

ふるさと森林相談会開催のご案内ふるさと森林相談会開催のご案内

　平成２４年に４名（組合だより第２３号で紹介）、平成
２５年に９名（組合だより第２６号で紹介）、平成２６年に
８名（本号で紹介）が取得、８名が今年の資格試験に挑戦し
ながら、組合員の皆様に満足いただけるサービスを目指し
ています。

平成２６年に認定された森林施業プランナーです。
◆佐藤　武弘（共販・林産・販売課長） ◆瀬井　悦老（共販所長：本所勤務）
◆井　　孝博（東部事業所長） ◆後藤　秀士（高森支所長）
◆有働　一信（蘇陽支所 係長） ◆中村　哲志（高森支所 係長）
◆興梠　雅史（南部支所） ◆藤本　茂樹（総務課）

　職員２１名が『認定森林施業プランナー』資格を有し、更に８名が研修等に参加して、資格
取得を目指しています。『認定森林施業プランナー』の資格保有者は日本一となり、山林所有
者への利益還元を目指し、職員の資質向上に励んでいる組合の姿勢等が評価され、１０月
２８日開催の第２８回全国森林組合大会にて、「特別優良組合」として林

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
野庁長官表彰を受け

ました。全国の組合から６組合選ばれています。

　また、この全国森林組合大会において、平成２８年度を始期とした５年間の新たな系統運動
方針が決議されました。その目標達成を目指すとともに、地域独自の実情に即した事業計画
をたて、地域の活力向上につなげたいと考えています。

　平成２８年１～２月に、ふるさと森林相談会を下記日程で開催します。福岡での開催は３年
ぶりとなります。お忙しい時期かとは存じますが、この機会に県外に住まわれている皆様から、
是非ご要望等をいただけたらと思います。また、組合の事業の取組み、補助の内容をお知らせ
できる機会でもありますので、近くにお住まいの方はお誘い合わせの上、是非参加していただ
きますようお願いします。

平成２８年の開催予定
開催地 開催日 開催時間 場　所
大　阪 １月２５日（月） １１時～１５時 大阪マーチャンダイズ・マート
名古屋 １月２７日（水） １１時～１５時 TKP名古屋栄カンファレンスセンター
東　京 １月２９日（金） １１時～１５時 コープビル
福　岡 ２月 2日（火） １０時～１５時 博多バスターミナル

認定森林施業プランナー増員認定森林施業プランナー増員
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森林土地の取得には届出が必要森林土地の取得には届出が必要
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　売買や相続などで森
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
林の土地を新たに取得した人は、個人・法人を問わず、届

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
け出が必要で

す。土地の所有者となった日から90日以内に、面積にかかわらず、土地のある市町村へ届け出
をしなければなりません。
　詳しくは、所有者となった土地がある市役所・町村役場や、県地域振興局の林務課、或いは最
寄りの阿蘇森林組合支所までお問い合わせ下さい。

　組合員の皆様へのお願いです。お住まいを変更されたり、又は相続をされるといった場合に
は組合に届出をして頂きますようお願い致します。

必要書類
持 ち 分 を 譲 渡 す る 場 合 持分譲渡承認及び加入の申込書

組 合 員 が 死 亡 さ れ た 場 合
①組合員の死亡届　②相続人の加入申込書
③遺産相続協議書（関係者の印鑑証明、謄本等添付）

　平成２７年７月２１日に、「阿蘇森づくり協議会」が発足しました。組織は以下の通りとなり
ます。会長には当組合の組合長が就任し、阿蘇管内の市町村及び林業関係団体等が従来の協議
会の垣根を越えて連携協調し、地域林業の振興・発展を目指し、活動に取り組みます。

統
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
合後の体制 阿蘇森づくり協議会

会　長：阿蘇森林組合長
副会長：阿蘇地域振興局長
監　事：小国町森林組合長
監　事：熊本県建築士会阿蘇支部長

「平成27年度阿蘇森づくり
協議会設立総会」
（平成27年７月）
資料一部修正

みどり推進部会 林業普及・
林研グループ部会

木材需要
拡大対策部会

部会長：阿蘇地域振興局長
副部会長：学校長代表

部会長：小国町森林組合長
副部会長：林研グループ代表

部会長：熊本県建築士会阿蘇支部長
副部会長：阿蘇中部木材協会長

旧
〰〰〰〰〰〰
体制

阿蘇地域
みどり推進
協議会

会長：阿蘇地域振興局長

阿蘇地域
緑の少年団育成
連絡協議会
会長：波野小学校長

阿蘇林業改良
普及協会

会長：小国町森林組合長

阿蘇
林業研究グループ
連絡協議会
会長：阿蘇中部林業
　　　研究クラブ会長

阿蘇地域
木材需要拡大
協議会

会長：阿蘇森林組合長

相続手続き等のお願い相続手続き等のお願い相続手続き等のお願い

相続手続き等のお願い

「阿蘇森づくり協議会」「阿蘇森づくり協議会」～地域の更なる連携を目指して～地域の更なる連携を目指して
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平成27年11月20日
南小国共販市（単位:円/㎥）

【杉丸太】 一般材
（直材）

一般材
（小曲材）

一般材
（大曲材）長さ 末口

4m

 4 ～ 9 195
10 ～ 13 493 380 360
14 ～ 16 11,700 9,600 7,000
18 ～ 22 11,500 9,500 7,000
24 ～ 28 11,800 9,500 8,200
30 上 11,000 9,000 8,200

3m 

 4 ～ 9
10 ～ 13 306
14 ～ 16 10,500 9,500 6,500
18 ～ 22 10,500 9,000 6,500
24 ～ 28 10,500 8,000 6,500
30 上 10,500 8,000 6,000

6m 
14 ～ 16
18 ～ 22
24 上

　注）13cm以下は本売

平成27年11月27日
高森共販市（単位:円/㎥）

【杉丸太】 一般材
（直材）

一般材
（小曲材）

一般材
（大曲材）長さ 末口

4m

9 ～10 8,100 7,100 4,000
11 ～ 13 13,000 12,500 7,100
14 ～ 16 11,500 9,500 7,000
18 ～ 22 11,000 9,200 7,000
24 ～ 28 10,500 8,500 7,800
30 上 10,000 8,000 7,800

3m 

10 下 ― 6,100 4,000
11 ～ 13 12,700 11,500 4,000
14 ～ 16 11,800 10,300 5,800
18 ～ 22 10,700 8,800 5,800
24 ～ 28 10,500 7,600 5,800
30 上 ― ― ―

6m 
16 下 ― ― ―
18 ～ 22 18,000 15,000 ―
24 上 ― ― ―

【桧丸太】 一般材
（直材）

一般材
（小曲材）

一般材
（大曲材）長さ 末口

4m

9 ～10 ― 9,400 4,000
12 ～ 13 17,200 15,900 6,400
14 16,400 14,500 8,100

16 ～ 18 16,700 15,300 9,300
20 ～ 22 15,700 14,700 11,000
24 ～ 28 15,900 13,100 11,000
30 上 ― ― ―

3m 

9 ～ 11 ― 6,700 4,000
12 ～ 13 8,400 7,500 4,000
14 11,200 8,900 4,000
16 12,500 10,700 6,500

18 ～ 22 11,700 10,700 6,500
24 ～ 28 11,000 8,500 6,500
30 上 ― ― ―

6m 
16 ― ― ―
18 ― ― ―
20 ― ― ―

平均単価

共販所 樹　種 平均単価
円 /㎥

南小国 ス　ギ 8,760

高　森
ス　ギ 8,625

ヒノキ 11,571

　全般的に下値の取引となっており
ます。大曲材については、輸出も増加
傾向にあります。

　市況は、共販市終了後には各支所
にありますので、ご自由にお持ち帰
り下さい。

第28号

10

阿蘇森林組合　総務課 TEL. 0967－34－0335
FAX.0967－34－0467〒869-2224　熊本県阿蘇市蔵原885番地の1

発行
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