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木育授業・木工教室の参加者

木育授業・木工教室を開催
木製椅子づくりに挑戦

木製椅子づくり制作中の参加者

体的展開方策に加え、造林・保育
に必要な労働力確保、優良苗木の
安定供給体制づくりなど、「森林
づくり基本計画」を始め、林業・
木材木製品製造業における平成二
十八年度の労働災害発生状況等事
例が報告された。森林組合におい
ても死亡事故が発生している事か
ら再発防止に向け、安全管理体制
の確立に向けた、林業労働安全指
導者による現場での指導を徹底す
る様指導がなされた。

ガイドライン、職場での作業者が守

況、労働災害発生と企業の責任、林

衛生課長からは、労働災害発生の状

米元悟鹿児島労働基準監督署安全

また、不祥事の事例を挙げて原因や

任、不祥事が起きにくい組織風土、

務）」義務がある。役員の職務と責

務）」「最善を尽くす（善管注意義

2
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るべきルール及び周知の徹底につい

て講演を頂いた。

組織の実情に応じた、適切
なコンプライアンス体制の
構築を

農林中央金庫福岡支店德永耕治九

州営業第二部長からは、「森林組合

におけるコンプライアンスについ

て」と題し、森林組合と理事等役員

は森林組合とは委任契約関係にあ

り、理事役員は、「法令の範囲内

材業死亡労働災害の特徴と対策等の

留意点についても、ポイントをおさ

で」、「森林組合のために（忠実義

ほか災害事例等が紹介され、また、

えて解説して頂いた。

林業労働災害の根絶を

米元悟鹿児島労働基準監督署
安全衛生課長

チェーンソーにおける伐木等作業の

県主要施策の概要について説明する
大重県環境林務部次長

森林組合長研修会開催
平成二十九年二月二十七日（月）鹿児島市内のホテルに
於いて、平成二十八年度の本会研修会計画に基づく「森林
組合長研修会」を開催し、十三組合、県環境林務部、鹿児
島労働基準監督署、農林中央金庫、日本政策金融公庫など
二十五名が出席した。
ＪＦｏｒｅｓｔ森林組合綱領を出席者全員で唱和後、県
森連の加治屋義人会長が挨拶し、研修に入った。
研修会では、県主要施策の概要、林業労働災害防止の徹
底、コンプライアンス、日本政策金融公庫の林業資金につ
いて講演を行った。

多様で健全な森づくりを
まず、大重県環境林務部次長か
ら「木材供給基地かごしま」の実
現に向けた森林の整備・保全の推
進、担い手づくりと林業経営対
策、木材の供給・利用対策、特用
林産物の産地づくり、技術開発と
普及など平成二十九年度の「県主
要施策の概要（林務関係）と林業
情勢」などについて説明がなされ
た。特に、森林資源の充実で皆伐
が増えている事から、伐採後の再
造林に関する基本的な考え方や具

開会挨拶する加治屋会長

日本政策金融公庫の林業資
金案内について
日本政策金融公庫熊本支店林業水
産課、永野春以上席課長代理から
は、林業者が共同して利用する施設

を整備する場合に利用できる共同利

業の基本理念に沿った事業展開に努

事業拡大に向けた取組強化と保険事

会した。

め株主各位のご協力方をお願いし閉

り自動車保険等の推進強化を図るた

た。今後とも、保険事業の拡充を図

についても、原案どおり承認され

定の件、借入金の最高限度決定の件

また、平成二十九年度役員報酬決

検討する事が承認された。

める事及び新規事業展開についても

用施設資金の使い道、素材生産施
設、林産物処理加工施設資金、規模
拡大や経営改善を図ろうとする意欲
的な林業経営者の林地取得資金等の
資金の使い道、融資条件などのほ

は、全森連系統子会社の「㈱組合林

平成二十九年度事業基本方針で

どが報告され承認された。

益三、七四三千円を確保できた事な

大に積極的に取り組んだ結果、粗利

して取扱う各種保険商品の推進と拡

約制度保険の加入促進と、代理店と

ながら、共同分担制度に係る全国集

る（株）組合林業との連携を密にし

告がなされ、全森連系統子会社であ

議事に入り、平成二十八年度業務報

議長に、田中光一取締役を選出し

た。

上出来た事に対し、感謝の意を表し

結果、九一四千円の当期剰余金を計

事業遂行を目標に積極的に取組んだ

度は、厳しい経営環境の中、確実な

拶し、営業十三年目の平成二十八年

冒頭、山野隆代表取締役社長が挨

（有）森もり・さつま定時株主総会で
挨拶する山野隆代表取締役社長

業」と連携のもと、共同分担制度の

議案を説明する執行部・山下課長

か、借入金の利子を助成する林業施
設整備等利子助成事業などの日本政
策金融公庫の林業資金について紹介
された。

㈲森もり・さつま
第十三回定時株主総会

鹿児島

（有）森もり・さつまは、平成二
十九年二月二十八日（火）

市内のホテルにおいて第十三回定時
株主総会を開催した。
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研修中の各森林組合長

農林中央金庫福岡支店
德永耕治九州営業第二部長
日本政策金融公庫熊本支店林業水産課
永野春以 上席課長代理

鹿児島県林業政治連盟
第四〇回通常総会開催
鹿児島県林業政治連盟は、平成二
鹿児島

会に入った。

対策課の大川担当課長の挨拶後研修

本会野村参事並びに全森連担い手

導員の助成も決まる。（平成二十八

ら三年生までの研修生数に応じて指

月）。②指導員の考え方が一年生か

③育成

年度は、ＦＷ一・二・三年生ごとに

指導員の助成があった。）

研修の廃止等がある。

り木、ツルがらみ）にかかる災害で

発生した。二件とも伐倒作業（かか

4
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十九年二月二十八日（火）
市内のホテルに於いて、第四〇回通
常総会を開催した。

新役員
【委員】

労働安全対策においては、全国で

説明会では、「平成二十八年度実

の研修生の研修中の災害発生件数

加治屋義人委員長、上水流功副
委員長、奥秀高、田中光一、堂

がなされた。平成二十八年度実績報

（十一月末八十一件）、平成二十八

績報告作成・提出」並びに「平成二

告についてはＴＲ、ＦＷ一、ＦＷ二

年十一月末で六十件と、昨年度より

園司、川上正廣、日髙哲則、久

～三、ＦＬ Ｆ
･ Ｍ、それぞれの年間
実績報告書の提出期限や提出時の留

二十一件の減となっているものの、

は、昨年平成二十七年度九十四件
意点等、また平成二十九年度事業に

十九年度事業概要等」について説明

野村輝明会計責任者
【監事】
村岡國昭、西國原正治

ついては、事業内容の変更点、事前

九月にＦＷ二年生、十一月にＦＷ一
平成二十九年度当該事業の主な変

ある。

年生の研修生が死亡する重大災害が
更点としては、①ＦＷ研修のＯＪＴ

について説明がなされた。
県森連は、平成二十八年度「緑の

研修期間が一年目・二年目・三年目

本県においても昨今、緑の雇用研

雇用」現場技能者育成推進事業の説

修生を含めた重大災害が発生してい

また、役員改選では、委員長に、

十八年度は、一年目最大八ケ月、二

ともに八ケ月となったこと（平成二
て開催し、四十四事業体五十五名が

ることを重く受け止め、各取り組み
参加した。

年目最大九ケ月、三年目最大九ケ

明会を、平成二十九年一月二十四日

「緑の雇用」現場技能者育成
推進事業の説明会を開催

事業説明を行う大川全森連担い手対策課課長

審査制度の見直し、労働安全対策等

保成雄各委員、山野隆幹事長、

開会挨拶する本会野村参事

（火）、鹿児島市内のホテルにおい

た。

新委員には次の方が決定されまし

任した。

れた。

総会に出席した各会員

新しく加治屋義人・県森連会長が就

の三議案を上程、全議案とも承認さ

承認について、③役員改選について

計画書（案）及び収支予算書（案）

認について、②平成二十九年度事業

十八年度経過報告及び収支決算書承

田中光一委員長挨拶後、①平成二

議長務める田中光一委員長

森林組合・事業体において、更なる
査制度」の運用を始め、事務手続き

員が参加し始めての植菌作業に臨ん

者六名（男子四名・女性二名）の職

は、奄美大島の沖永良部島に伏せこ

今回種駒を打ち込みされた原木

み、来年の秋にはきのこが発生する

スケジュール、予備登録申請書の作
だ。

災害防止に向けた取り組みを行って
いただきたい。

予定。きのこの発生時期には、地域

今回は、伏せ込み場所が奄美大島

椎茸原木は既に、昨年十一月上旬

の熱い地域のため高温でもきのこが

最後に、当該事業の平成二十八年

ルで千鳥状に穴を空け、空けられた

発生しやすい高温性の菌興菌の三二

の子供達が収穫し、風味豊かなきの

穴に種駒を打込んだ。山野専務他先

七号を打ち込んだ。きのこの発生開

この炊き込みご飯を楽しみにしてい

輩職員方々に指導を受けながら、初

に伐採し乾燥させたクヌギ十五年生

めて種駒を打込む職員は、空けた樹

ぶれてしまうのではないか、四苦八

わった。

ものを「ホダ木」と呼ぶ事などを教

か、原木にシイタケ菌を打ち込んだ

や仮伏せや本伏せ適地・場所等のほ

糸は原木の繊維方向に早く伸びる事

が出され、担当者からシイタケの菌

よる千鳥状の穴あけの理由等の質問

種類、一本当たりの駒数、ドリルに

作業終了後は、参加者から種駒の

の種菌を取扱っています。

本会では、「菌興」・「森」の二社

始時期は様々な品種、種菌のタイプ

を二月中旬に玉切（一メートルに

と平成二十九年度「緑の雇用」事業

皮面にカナヅチで種駒の先を一～二

度のとりまとめも多忙な時期である

に係る予備登録申請書の提出および

（規格）等によっても変わります。

が、円滑なとりまとめができるよう

一方、平成二十九年二月二十三日

見直しのポイント等について説明を

初めて植菌作業を行った職員は慣

込みを行っていた。

度軽く打って位置を決め一挙に打ち

る。

取り組み森林組合・事業体の格段の

（木）、鹿児島県林業会館五階会議

行った。

ご協力をお願いした。

室において、主に、平成二十九年度
組みを希望する事業体、または担当
者を変える事業体に対し、開催した
「緑の雇用」現場技能者育成推進事

本会は、未経験者職員による椎茸

苦しながらも楽しく作業を行ってい

れない様子で何度も打つと種駒がつ
原木の植菌講習会を平成二十九年三

業の説明会には十九事業体二十二名
平成二十九年度「緑の雇用」事業

た。

が出席した。

植菌作業中の本会職員

月二十一日（火）に開催し、未経験

未経験者職員による
椎茸植菌講習を開催

に新たに「緑の雇用」事業への取り

等）の作成の仕方など基本的な内容

各契約書・研修記録簿・研修生日誌

め機関に提出する計画書（申請書・

成すべき書類、事業体からの取り纏

た。事業体と研修生の資格要件や作

成や提出方法について説明を行っ

カット）した原木を使い、電気ドリ

事業説明を受ける出席者

の基本的事項に関する「事業事前審
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研修会出席者

県森連と椋鳩十文学記念館、農林
し、講師の花園茂隆氏（北薩森林組

を使った「木の椅子づくり」に挑戦

続いて、一月二十八日（土）に開

催した「木育出前授業」では、子供

達へ自然をテーマとする作品が多い

椋鳩十作品と「木育」を通じ、次世

代へ国産材の利用促進を目的に開催

した。主催した県森連、椋鳩十文学

記念館、共催して頂いた農林中金福

岡支店を始め約二〇組の親子が参加

した。当日は、地元笹山義弘姶良市

長から「姶良市も森林や田んぼ・畑
関わりについてクイズを交えながら

頂いた。

しっかりと学んで下さい」と挨拶を

等大切な場所と考えていますので
解説し、身近な動物の暮らしや役割
などを説明した。
最後に、椋鳩十文学作品に登場す
る動物のオブジェ四点、記念館敷地

6
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木育授業及び木工教室開催と
椋鳩十文学記念館へ木製品を寄贈

中央金庫及は、木育授業及び木工教
親子で金づちを片手に椅子づくりに

合）から丁寧に指導を受けながら、

一月二十八日（土）二回に分けて、
励んだ。今回は、通常キットにない

室を平成二十九年一月六日（金）と
姶良市加治木町の椋鳩十文学記念館

端材をデコレーションした椅子に顔
がほころんでいた。

にて、開催した。
一月六日（金）開催した「森林の
果たす役割や木製品の素晴らしさを
広める木育教育及び木工体験教室」

内誘導用看板二点、ベンチ、テーブ
ルセット等の木製品目録（※）が松
井正樹農林中金福岡支店営業第五班
次長から椋鳩十文学記念館仮屋隆夫
館長へ寄贈された。

明した。

での工程、森の役割などについて説

自分たちの手元に製品として届くま

中の木製品の使われ方、木が森から

実験キットを使い木の性質や日常の

について、本会坂元森林保全部長が

験と「木」・「木材」・「森」の話

木育出前授業では、木の性質の実

挨拶される笹山姶良市長

には、約三〇名の親子 （小学校三

哺乳類や鳥類の姿を見ながら森との

生物調査で撮影された写真をもとに

師に本会森林調査課南尚志技師補が

かかわりを考える出前授業があり講

森の生きものから森と生き物・人の

午後からは、姶良市で撮影された

椅子づくりに挑戦中の親子

本会南技師補による木育出前授業
農林中央金庫福岡支店松井次長（左）から仮屋
椋鳩十記念館長へ木製品の目録が渡された

年生～六年生及び父兄が対象）が参
加した。

木工教室では、椅子づくりキット

開会挨拶する野村参事

また、瀬戸口准一氏（チェーン

ソーアートクラブマスターズ・オ

ブ・ザ・チェーンソー東栄）による

チェーンソーアートの実演を見学し

た。スギ丸太がチェーンソーによっ

て、だんだんとシカの姿へと変化し

ていく様子を見学した。

瀬戸口准一氏による
チェーンソーアート実演

本会坂元森林保全部長

購買品情報

新商材鹿プロテクターのご紹介

チェーンソーアート実演を
見学する参加者

普段体感できないチェーンソーの

迫力に、子供達は、完成までの丸太

の変化が気になって仕方ない様子

だった。

最後に、参加した子供達からは、

「森林の大切を知った、木の使い方

No.391
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本会流通課まで

等と話し、次の参加を楽しみにして

お問合わせ先

県森連・農林中央金庫から
椋鳩十記念館へ送呈された木製品の一部

右上 設置場所の薩摩川内市祁答院地内
森林整備公社林
左上 鹿よけ君
左下 鹿よけ君設置後のスギ

いた。

「鹿よけ君」のご紹介
商品名 鹿よけ君（鹿対策プロテックター）
製造元 ㈱レンタルのニッケン
本体価格は勿論のこと、取付けも簡単。
特 徴 ①低価格
②再利用
ポリエレン仕様ですので繰り返し利用。
③通気性
高温多湿な気候に合わせた構造。
④軽量化
幼齢木にも取付け可能。
⑤誤認防止 下刈り時の目印になる。
平成27年度調査による本県の鳥獣による農作物被害
は、イノシシ・鹿・猿による被害は全体の約70％、内鹿
はイノシシに次ぐ鹿被害額は約117,990千円、全体の29％
となっている事から、今回、本会・県林業整備公社・
メーカーのレンタルのニッケン３社による鹿よけプロテ
クターを薩摩川内市祁答院町大村地内にて、設置作業を
行いました。今後、経過を観察します。

1069回 隼人木材流通センター 相場表
TEL 0995-42-2064

樹種 長級

3.0
ヒ ノ
キ

4.0

3.0
ス
ギ

4.0

径

級

3〜13
14〜16
18
20〜22
24〜28
30上
40上
3〜11
12〜13
14
16〜18
20〜22
24〜28
30上
40上
3〜11
12〜14
16
18〜22
24〜28
30〜34
36〜38
40上
3〜13
14
16
18〜22
24〜28
30〜34
36〜38
40上
50上

曲

平 成 2 9 年 ４ 月 ５日
鹿児島県森林組合連合会

FAX 0995-43-0380

り

径

8,300
6,000~7,500
6,000~8,800
6,000~8,800
8,200
8,900
8,700
11,400
6,500~12,100
6,500~12,100
7,500~12,600
8,100
8,100
8,400
6,000~8,000
6,500~8,400
9,000
8,300
8,000
8,800
6,500~8,900
9,200
7,000~9,500
7,000~9,600
9,800
9,600
9,000
9,000

級

3〜13
14
16〜18
20〜22
24〜28
30上
40上
3〜11
12〜13
14
16〜18
20〜22
24〜28
30上
40上
3〜13
14
16〜18
20〜22
24〜28
30〜34
36〜38
40上
3〜11
12〜14
16
18〜22
24〜28
30〜34
36〜38
40上
50上

小

曲

中値
（直）

8,300
8,900
12,300
11,900
10,900

8,300
8,900
12,300
11,900
11,000

9,000
8,700
13,100
12,900
12,800
13,300

9,000
8,700
13,100
14,600
13,900
13,300
16,500

8,500
12,000
11,000
10,500
10,500
10,500
9,000
9,000
8,100
9,300
10,500
10,800
11,300
11,400
9,700
9,500
9,500

8,500
12,000
11,300
11,600
11,500
11,000
10,700
11,000
8,100
9,300
11,200
11,800
12,100
11,700
10,700
10,700
10,500

高

値

（高齢級）

市

況

スギ：時期的に入荷量も少なくなり全体的に下げ相場。
製品の動きは鈍いものの丸太は引き合いが良く売
れる。大径木50㎝上もよく売れた。
ヒノキ：スギ同様入荷量が少なく下がり相場であったが4.0
ｍの土台、
中目、八寸は弱保合札の入りは良い。
4.0ｍ30上・40上は高値の取引。2.4ｍは足りません。
スギの大曲･節･傷材：3.0ｍは5,000〜7,000円
4.0ｍは5,000〜7,000円での落札であった。
ヒノキの大曲･傷材：3.0ｍは5,000〜7,000円、
4.0ｍは5,000円〜7,000円での落札であった。
スギ：2.0m16cm上曲は5,000円 直、小曲は5,000〜7,500円

17,500
28,900

ヒノキ：2.0m18ｃｍ上傷曲は5.000円〜7,000円、直は10,000円
24ｃｍ上は、傷曲5,000円直12,000円

多少にかかわらず、ご出荷をお願い致します。

平均単価（傷材・パルプ・鋸屑材 2.0mを除く一般材。）

12,700

樹

種

売上材積

ス

ギ

1,800

m3

9,800

ヒノキ

618

m3

10,900

16

m3

13,800

2,434

m3

11,500

その他 広
計

15,300
15,600
16,900
14,600

単位

平均単価

※ 次回市のご案内
平成 29年４月20日（木）1070市
ヒノキ 午前９時30分より
ス ギ 午前10時00分より
※ 合法木材証明の為、伐採届け（写）の提出を
お願い致します。
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