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　組合員の皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのこととお慶

び申し上げます。

　また、旧年中は各事業に対しまして深いご理解、ご協力を頂き厚くお

礼申し上げます。

　さて、木材市況は、九州管内の大型製材工場の規模拡大やバイオマス

発電用材、また輸出、合板工場の新設等を控え好調に動いており、組合

共販所での平均単価は１１，０００円を超えて推移しています。この状

況は消費税が上がる本年秋まで続くと予想されており、しばらくは間伐の適期と思われます。

ただ、作業員が不足しており皆様の要望にリアルタイムで対応できない状況が続き、ご迷惑をか

けているところです。ハローワーク等各斡旋機関に働きかけ、新規就労者を基本に労働力確保

に努めていますが、皆様のお近くで森林整備に興味をお持ちの方がおられましたら、ご紹介い

ただきたいと思います。

　また、森林環境譲与税（仮称）も平成３１年度より導入され、①間伐など手入れ不足の人工林

の整備、②放置されていた森林の経済ベースでの活用と将来に向けた育成、③意向調査を通じ

て森林情報の精度向上や所有者への関心の向上を図る作業が行われます。初年度は、森林整備

の事業前の意向調査が市町村を通じて実施されますが、一部の市町村では森林組合も意向調

査の作業を行いますのでご協力をお願いします。

　また、森林組合系統運動５ヶ年計画の３年目の年となります。昨年度は原木取扱量が目標の

９４％でしたが、高性能林業機械の益々の効率的活用を図り、目標をクリアするよう努力いた

します。

　通常の事業では、補助金を活用した森林整備、同じく林業専用道の開設・補強、木材の共販販

売、加工事業等を展開しており、特に加工では震災復旧治山の残置式型枠の生産に力を入れて

いるところです。

　平成３０年度も後半となりましたが、役員職員全員で一体となり事
業に取組んでまいりますので今年も皆様のご協力をお願いいたしまし
て、新年の御挨拶といたします。

　新年あけましておめでとうございます

年始のご挨拶
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阿南忠治 組合長
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治

共 販 係
共販所長

平成３０年１２月　４日現在　阿蘇森林組合 組織及び、執行体制図

総務係長

岩下　淳子

会計係長

岩下　淳子
（兼務）

・

金　融　係

長谷野隆博
（機械整備係）

尾﨑　莉奈

蘇陽　常用人  6名

宮岡　宏樹

林産・販売係 髙橋　朗

 3名甲斐　傳二
蘇陽加工所長

八高　一代

会　計　係嘱託

加工係

髙橋　朗

 6名

・

支　所　長

　栗屋　正博 藤吉ひかり 清和　常用人

加　工　課

ﾄﾗｯｸ運転者

迫　保
久木野加工場長 嘱託

藤屋　光法

山部　一志

嘱託（会計係）

 6名
直営作業者 12名

補助造林係

 1名

佐藤　雅裕

椪積作業者

今村将大

森林整備第１課長

森林整備第２課長

北里　梢
德永　浩文

共販・販売・林産課長

藤本　茂樹

購　買　係

指導・庶務係長

緑の雇用

楢木野真也

坂本　輝広

総　務　課　長

ﾄﾗｯｸ運転者  1名

参
事
　

矢
津
田
　
明
文

森林整備第１課長補佐

宇都宮　勝幸

（高森支所機関造林担当）

瀬井　悦老
（兼務）

事業所名 阿蘇支所
東部事業所 南小国支所 高森支所 蘇陽支所 南部支所

西原支所
蘇陽加工所
清和工場

支所長 岩本光一 佐藤武弘 後藤秀士 有働一信 中村哲志

 （蘇陽）
 坂本竜也
 楠田信弥
 森　真幸
 杉本大祐
 木實真彦
 田上千博
 飯干正貴

 （清和）
 甲斐直樹
 富永優希

共販係 ― ― ― ―

林産・販売
井　孝博

（東部事業所長）
古澤茂幸（係長）

佐藤祐治
（係長）

井　聡也
佐藤志哉
（係長）

冨永安弘
（係長） 浅尾隆太

配車係 井　孝博 佐藤志哉

機関造林 岩本光一
安藤和貴

佐藤武弘
井　聡也

宇都宮勝幸
（課長補佐）

有働一信
小城健揮
住吉光樹

中村哲志
興梠雅史
浅尾隆太

造林・間伐 亀井　崇 鞭馬博幸
井　聡也

後藤秀士
島川英輔

金融
（改善資金含む） 岩本光一 佐藤武弘 後藤秀士 有働一信 中村哲志

会計・購買
伊藤嘉州代

（係長）
（東）工藤冨美代

（臨時）

橋本尚子
（係長）

桐原　忍
（係長）

髙橋千奈
（購買）

古澤和代

木山祐美

桐原あゆみ

（西）古澤久美子
（臨時）

臨時 1　名 ０　名 １　名 ０　名 1　名
※）休職者１名

職員業務分担表 平成 30 年 12 月４日現在
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　当組合南小国共販所にて、１１月８日に小国
郷合同優良材市を開催しました。当組合からの
出荷材で最高値は、

　・桧４ｍ末口６２ｃｍ、材積１．５３㎥
　　　　　　４０万円／㎥
　・杉４ｍ末口６０ｃｍ、材積１．４４㎥
　　　　　　２２万２千円／㎥

　出荷された皆様に厚くお礼を申し上げますと
共に、今後とも阿蘇森林組合の各共販所をご利用いただきますようお願い致します。

　７月から１０月にかけて、高森中学校生徒２名、阿蘇中
学校生徒２名、阿蘇中央高校生徒１２名の林業体験を実
施しました。木材生産から加工まで、可能な範囲で体験
してもらい、将来的に、林業に携わるきっかけになればと
願っています。

　平成３０年１１月１０日（土）に南阿蘇村の「あ
そ望の郷くぎの」で、『あその山モン伐木チャン
ピオンシップ２０１８』が開催されました。阿蘇
地域林業担い手対策協議会（詳しくは組合だよ
り第３０号６ページ）が主催し、１０名の選手が
出場しました。当組合が事業を発注する「阿蘇林
業保険組合」より２名参加しましたが、優勝は御
船町の國武林業、國武智仁氏でした。第３回とな
る大会で、チェーンソーアートや体験、手ノコ丸太切競争、木工教室等の様々なイベントや登山
服、林業用の防護服、木工品の展示販売も実施され、多くの方でにぎわいました。また、「日本伐
木チャンピオンシップ」出場者の実演もあり、チェーンソーによる作業を大勢の方が見られ、わ
ずかな時間でしたが、林業の一端を見ていただけたのではないでしょうか。
　当組合でも林業就業支援講習、緑の雇用制度などを活用し、林業従事者の増加を目指して取
り組んでいますので、ご興味のある方はいつでもお問い合わせください。

市売りの様子

阿蘇中央高校生
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小国郷優良材市～１００年以上の大径木！

林業体験 ～後継者育成を目指して

第３回あその山モン伐木チャンピオンシップ開催
丸太合せ輪切り実演



　造林事業では、コンテナ苗が少しず
つ増えてきており、より効率的に作業
できないかを検討するため、 １１月に
コンテナ苗の普及に向けた取り組み視
察に、職員７名を派遣しました。視察先、

（株）長倉樹苗園（宮崎県）の取組みを
ご紹介します。
　コンテナ 苗用穴堀機は、総重量は約
１０kg ですが、背中に掛かる６kg と腕
側の４kg に分散されており、実際に使ってみて、重いとは感じませんでした。また、クワが容易
に入らないような固い地面でも、すんなりと掘ることが可能で、作業者の負担軽減と効率化に
つながる可能性があります。
　写真右のペーパーポット（PP）コンテナ苗は、栽培期間が大幅に短縮できる、根鉢形成が早く
なる、生産コストを減らせるなどのメリットがあるそうです。
　培土は安全で有用な土を探し、現在は「育苗コンポスト」という杉バークと牛糞からなる培土
を利用されています。細かく分解された培土であり、挿し穂をする際にも抵抗がなく、品質も安
定しているとの事でした。
　また、安定して大量の育苗を行うためには、穂木の仕入れが安定していなければいけません。
採穂作業も色々と模索され、近隣の森林組合の作業員に、下刈り等が出来ない時期に採穂作業
を依頼する仕組みを構築されていました。

【視察者感想】
　当組合でも取引のある樹苗事業者と情報を共有して、苗木づくりの指導を受けながら協力し
て、試験的な事業を行う事や杉バークを利用した培土開発、更には採穂への協力体制構築やコ
ンテナ苗用穴堀機の試験導入など、新たな取り組みをする必要があると感じました。

　熊本地震の復旧治山で実施された事業で、当
組合久木野加工場で材料を加工し、提供しまし
た。残置式型枠に、木材を約１９０㎥利用してい
ます。
　治山事業などでは今後も残置式型枠が主流と
見込まれるため、様々な加工が可能な木口加工
機を今年度に導入し、業務を効率化、生産性を向
上させ、収益増を目指します。

木材利用～残置式型枠について

施行会社提供（ 平成30年11月撮影）

阿蘇市三久保地区

コンテナ苗用穴堀機 PP コンテナ苗

コンテナ苗の取組～（株）長倉樹苗園への視察
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　平成３０年１１月１８日（日）から１９日（月）に実施された『２０１８森林・林業・環境機械展
示実演会』（東京都あきる野市）に、職員２名を派遣
しました。
　また、同時期に実施した当組合の役員研修では、
役員１２名、職員２名が参加し、同展示実演会に加
えて、「木材・合板博物館」も視察しました。
　機械開発の動向や最新機械の状況を知り、今後の
導入計画を検討します。更にはソフトウェア等の展
示もあり、作業効率化、省力化を検討します。

　平成３０年１１月１８日（日）から２１日（水）まで、『くまもと県産木材輸出促進協議会』の主
催による、中国上海での丸太の市場視察に、職員１名を派遣しました。日本から中国への木材輸
出量は２０１５年、２０１６年が47万㎥、２０１７年では60万㎥になり、２０１８年は80万㎥
が見込まれています。年々増加する中国市場の把握と今後の展開を検討するための研修でした。
その概要をご紹介します。
　現地では、『南通青墩逬出口有限公司』の王社長に案内していただきました。

　上の写真は、上海の長江（揚子江）沿岸
にある「太倉港」、この港では常時５０万
㎥の原木を保有し、１日の入荷量が２万
㎥、トラックは１日２００〜３００台稼
働するそうです。
　また、右の写真、ギャング（板材を挽く
機械）の能力は、日本の昭和初期位だと言
われていました。ただ、製品の質（仕上が

ハーベスタ

太倉港の貯木状況

ギャングソー利用状況

船積み中
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中国市場の動向視察～中国の輸入、製材等について

森林・林業・環境機械展示実演会～役員研修にて



りの粗さ）が、米国のフェンス材への要望（DIY でペンキが塗りやすい等）に合致し、米国へ輸出
されているとの事でした。このように中国では、安価な製品を輸入し、加工して出荷する方法が、
効率が良く、既に熊本から製品輸出を手掛けている会社もあります。一方で、中国国内での人件
費が上昇しており、生産性の高い製材機械の導入や人件費の安い近隣国への生産拠点の移転
などが進んでいます。
　工場内では、MDF（中密度繊維版：Medium 
Density Fiberboard：木材粉に接着剤を加え
板状に熱圧成型した製品）を２次元加工する
機械により、家具材が造られていました。更に
は、パーティクルボード（MDF のように粉末
状ではなく、木材の小片を固めたものを合板
と合板の間に挟み込む製品）を研磨し、裁断
する機械が稼働していました。用途は同じく
家具材だと思われます。
　右写真のシュリンク包装機は、
MDF やパーティクルボードのよ
うに成型された基材に用紙（プラス
ティック）をのせ、圧縮し、包装す
る機械です。この機械で表面を包
装することで多様なニーズに対応
でき、家具は合板、もしくは MDF、
パーティクルボードのシュリンク
包装材でした。
　中国では、無節や赤色材が優良であるといった考え方はありません。地方の民家はレンガ造
り（現代はコンクリート主体）、大都市は集合住宅で、構造材に木材は使われません。
　現在、米中貿易関係の悪化により、米国から輸入していた材料を、アジア諸国から調達したい
との事で、熊本県産材への要望も出ていました。

【視察者感想】
　中国では多くの小規模な輸入業者が存在しており加工ルートも様々で、日本産木材の認知
度は低いようです。当組合では年間約6,000㎥（丸太及び製材品）を中国に輸出しています。輸
出先の市場ニーズや製材所の特質を把握し、出口対策の一環として、海外への輸出を視野に入
れなければなりません。中国国内のマーケティングを熊本独自で開拓し、総合的な見地（オール
くまもと）で周辺商品と組み合わせながら、木材部門の輸出の取組を行う必要性を感じました。
それと同時に、当組合は素材生産者側の立場として、今後、引き合いになる丸太の供給元として
の機能を果たすよう、労働力の確保が必要不可欠であることを感じます。

MDF加工機

シュリンク包装機
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　「阿蘇森づくり協議会」の「みどり推進部会」では、平成
３０年１１月２２日（金）に阿蘇地域植樹祭を西原村の山
西小学校で開催しました。式典後、復興住宅内の敷地にて、
住宅の皆様に安らぎをもたらすことを願って、サクラの記
念植樹に加え、緑の少年団によるつつじなどの植樹も行わ
れました。

「阿蘇森づくり協議会」～植樹祭開催

　平成３１年１月に、ふるさと森林相談会を下記日程で開催します。この機会に熊本市近郊に
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、お忙しい時期とは存じますが、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。詳しくは対象とな
る方に改めてお知らせします。

平成３１年の開催予定

※）大阪、名古屋、東京会場については、隔年で開催予定です。

ふるさと森林相談会開催のご案内

開催地 開催日 開催時間 場　所
熊　本 １月１９日（土） １０時〜１５時３０分 銀染コアビル

　平成３０年１１月３０日（金）に奈良
県銘木共同組合が開催した全国銘木
展示大会に、職員２名を派遣しました。
　椪（類似の木材をまとめた山）ごとに
直材や曲材など素性表記はなく、売り
子もその説明をせずに、小節の有無・曲
がり具合などを含め現物目視での入札
でした。

【視察者感想】
　役物と呼ばれる銘木の販売について
は、どのように売るかが課題の中で、自分たちがどのような位置で販売業務を行っているのかを
客観的に見ることが出来たように思いました。また、地域の木材は地域で使用することを前提
に価格帯が決まっていることを感じました。
　共販事業での売り子の育成等の為に、今後も職員を派遣したいと考えています。

市売状況

末口５４ｃｍ
材長１３ｍ

全国銘木展示大会～様々な地域から集められた銘木！
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このようなお悩みを持っていませんか？

　当組合では、立木の買取を実施しております。全伐でも間伐でもOKです。皆様が所有されて
いる森林を売られる予定がありましたら、森林組合までご連絡下さい。
　見積だけでも致します。

その他、山林に関する事は、
何でもご相談下さい。

お金になるなら、
伐採しようか。

共有林・部落林だから、植えた人達で分けたい。

資金が必要に
なった。

立木の買取実施します！

森林組合で！！

　平成１５年９月から蘇陽加工所勤務を含めて約１５年勤めた職員が退職しました。ご苦労
様でした。平成３１年５月まで再雇用により、当組合の事業にご協力頂きます。
　　　八高 一代 様 平成３０年１０月３１日付 定年退職

　組合便り第３３号にて紹介しました職員で、氏名に誤植がありましたので、訂正しお知らせ
します。

（誤）木山 裕美　⇒　（正）木山 祐
ゆ み

美

定年退職～長年の勤務ご苦労様でした。

組合便り第３３号の訂正～職員紹介について

　阿蘇支所の移転に伴い、旧阿蘇支所に併設していた「阿蘇林業保険組合」の事務所も、当組合
の本所内に移転しました。連絡先が変更になりましたのでご注意下さい。
　　住所 ８６９－２２２４ 熊本県阿蘇市蔵原８８５－１
　　電話：０９６７－３４－０４６１（森林組合）　　FAX：０９６７－３４－０４６７

　１１月２７日（火）に阿蘇支所が本所内に移転しました（９月１２日開催の役員会で承認）。旧
阿蘇支所は、本所から約２００ｍ程度離れた場所にありましたが、業務の効率化の為に、本所内
に移転したものです。電話・FAX は変わっていません。

阿蘇林業保険組合も移転しました～本所内に

阿蘇支所移転しました～業務効率化の為に

　２０１９年（平成３１年）７月１２日に、現在の総代（第６期総代）が任期満了となります。５
月開催予定の役員会で総代改選の詳細が承認されましたら、総代の皆様にご案内いたしますが、
改選の年であることをお知らせしておきます。

総代改選の年～２０１９年７月総代改選です。

第34号
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平成30年11月22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 ― 314 ―
10 ～ 13 ― 576 511
14 ～ 16 13,990 13,000 7,400
18 ～ 22 14,210 12,940 8,500
24 ～ 28 14,910 13,810 9,200
30 上 14,000 10,500 9,200

3m 

 4 ～ 9 170
10 ～ 13 ― 318 ―
14 ～ 16 13,000 12,790 7,390
18 ～ 22 14,000 12,790 6,830
24 ～ 28 12,600 10,000 7,000
30 上 12,600 10,000 7,000

6m 
14 ～ 16
18 ～ 22 17,190
24 上

　注）13cm以下は本売

平成30年11月28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 ― 9,900 8,800
11 ～ 13 ― 11,900 8,800
14 ～ 16 13,700 12,500 9,800
18 ～ 22 13,100 12,000 9,200
24 ～ 28 12,000 10,900 9,200
30 上 13,000 12,000 8,200

3m 

10 下 ― 7,200 3,000
11 ～ 13 ― 10,800 3,000
14 ～ 16 12,800 11,300 7,300
18 ～ 22 13,000 12,500 6,600
24 ～ 28 ― 11,700 6,600
30 上 ― ― ―

6m 
16 下 ― ― ―

18 ～ 22 ― ― ―
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 ～ 11 ― 8,500 8,200
12 ～ 13 ― 12,000 8,200

14 15,300 13,700 8,200
16 ～ 18 17,500 16,500 11,200
20 ～ 22 17,000 15,300 13,300
24 ～ 28 15,800 15,200 13,300
30 上 15,000 14,900 13,300

3m 

9 ～ 11 ― 6,800 3,000
12 ～ 13 ― 8,500 3,000

14 ― 9,800 3,000
16 14,300 13,500 7,600

18 ～ 22 14,100 13,500 7,600
24 ～ 28 12,800 12,000 7,600
30 上 ― ― ―

6m 
16 ― ― ―
18 ― ― ―
20 ― ― ―

　全般的に取引は安定した状況に
なっています。桧においても中目は
引き合いが多い状況です。

　市況は、共販市終了後、各支所にあ
りますので、ご自由に持ち帰れます。

平均単価

共販所 樹　種 平均単価
円 /㎥

南小国 ス　ギ 10,747

高　森
ス　ギ 10,605

ヒノキ 12,770

第34号
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1. 募集人員 3名程度
2. 職　　種 林業に必要な作業全般
3. 条　　件 昭和35年4月2日から平成12年4月1日までに生れた方
4. 給 与 他 月給20万円〜、勤務時間８時〜１７時３０分
5. 選　　考 面接試験（試験日は後日連絡）
6. 受付期間　随時（履歴書提出）
7. そ の 他　  「緑の雇用育成事業」等研修制度を利用予定ですので、未経験の方

でも作業可能となります

椪積作業員、森林整備員募集！
　当組合では、椪積作業員及び森林整備員を募集しています。ご希望の方は、必要
書類を以下の送付先に送付願います。試験実施後、選考結果は電話または郵送に
てお知らせします。
　 問合せ・送付先 　〒８６９－２２２４ 熊本県阿蘇市蔵原８８５－１
 阿蘇森林組合　総務課　宛
 電話番号　０９６７－３４－０３３５

1. 募集人員 若干名
2. 職　　種 木材を選別する作業員
3. 条　　件 昭和37年4月2日から平成12年4月1日までに生れた方
4. 給 与 他 月給18万円〜、勤務時間８時〜１７時３０分
 ※３ヶ月間は組合規程により試用期間になります。
5. 選　　考 面接試験（試験日は後日連絡）
6. 受付期間 随時（履歴書提出）
7. そ の 他 経験不問

共販所椪積作業員募集

森林整備員募集

　平成３１年４月に「くまもと林業大学校」が開講します。詳しくは熊本県ホームページに記載
されていますが、長期過程の一般選考（後期）の申請期間が、平成３１年２月１日から１５日と
なっています。林業に興味のある皆様、是非受けてみませんか。

くまもと林業大学校【長期過程】のご案内～熊本県

第34号
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藤本　秋光（６５歳）
　　宮崎県五ヶ瀬町出身
【林業を始めたきっかけは？】
　キュウリの栽培をしていたが、規制改革があり、農業経
営は厳しくなると考え、３８歳の時に転職を決意。所有山
林があったので、林業へ転職。それからは旧蘇陽町森林組
合から仕事を請け負う。

　平成２４年１２月から、当組合の森林整備 直営班として勤務。
【最近気になったことは？】
　現場から見える祖母山が気になって、１１月に登山。頂上で休憩し、自然を満喫。五ヶ瀬町の
町おこしにも協力。
【林業での心がけや魅力】
　自伐から始めた林業。山に行くことが日課に。様々な現場からの景色が楽しみの一つ。

萩原　正（５７歳）
　　大分県竹田市出身、高森町在住
【林業を始めたきっかけは？】
　建機会社で二十数年勤務。その間、建設機械の特定自主
検査の資格を取得。建設機械のメンテナンスに携わるが、
機械相手より自然相手の仕事がしたく転職を考える。

　平成２７年１０月から、当組合の森林整備 直営班として勤務。
【最近気になったことは？】
　平成３０年１２月５日開催の労働安全研修を受け、安全第一を再認識した。
【林業での心がけや魅力】　メンテナンスした機械でどれだけ故障なく作業が出来るかが勝負。

　写真は、本組合高森支所より平成２９年春に撮影。
左が高岳、右が根子岳で、田植え前の田んぼに「逆さ阿
蘇」がかいま見えました。
　暑さや寒さ、厳しい自然の中ですが、美しい自然を
実感できます。自然に囲まれた中で仕事してみません
か。阿蘇で働きたいという希望がある方は是非、森林
組合にご連絡下さい。

ふるさとの風景～阿蘇山

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

直営作業者の紹介～林業の魅力は？


