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おが粉製造工場

安定供給で地域に貢献を目指す
曽於市森林組合おが粉製造
薪割り機械工場

を超える者が林業から離脱している

て、定着率五十㌫未満で、かつ五名

「過去五年間のＦＷ一年生に関し

なされた。

たっての留意事項等について説明が

の雇用」集合研修に参加するに当

場合、当年度のＦＷ一年生の割当を
行わないが、次年度に、改善報告・

県森連は、四月二十四日（火）鹿
においても同じ状況で、是非緑の雇

不足は大きな課題です。林業の現場

イントを押さえて説明した。

準備費の助成の留保等についてもポ

就業者育成推進事業の留意事項と計

平成三十年度の「緑の雇用」新規

機関に提出する関係書類（申請書・

誌の記載方法、事業体から取り纏め

ＦＷ研修計画書等の作成、研修生日

れ、ヒヤリ・ハットを提出しやすい

業種別研修生の災害状況等が報告さ

労働災害発生状況や直近五ヶ年の作

成二十九年度「緑の雇用」研修生の

労働災害防止対策については、平

日数減少理由書の提出等の三十年度

件、助成対象経費の調整、研修実施

後藤指導課長が、林業事業体の要

「緑の雇用」新規就業者育成推進事

用対策部長からは、平成三十年度

労働力確保支援センター吉永緑の雇

的に説明がなされた。また、県林業

施についても説明がなされた。

底などの労働安全対策安全教育の実

全指導及び類似災害の未然防止の徹

る労働災害の未然防止、林業労働安

環境づくりなどのほか、林業におけ

研修終了者名簿への登録申請、「緑

業に係る集合研修概要、関係計画、
特に、実施要領・内規について

説明をした。

事業の変更点等の事業内容を詳しく

と西技師が説明を行った。

実施計画書・各契約書・研修記録

も説明がなされた。

計画認定要領等の一部改正について

登録・公表のほか、業事業体の改善

理制度と林業経営体に関する情報の

技術専門員からは新たな森林経営管

県森林経営課担い手育成係伊佐敷

森林経営管理制度等を説明する県森林
経営課担い手育成係伊佐敷技術専門員

簿・研修生日誌）等について、具体

西技師からは、トライアル雇用・

集合研修概要を説明する吉永県林業
労働力確保支援センター緑の雇用対策部長

画書の作成について、後藤指導課長

事業説明を受ける出席者
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措置が認められた場合は、ＦＷ一年

児島市内のホテルにおいて、平成三
用事業を活用し、人材確保に努めて

平成三十年度
「緑の雇用」
新規就業技能者
育成推進事業がスタート

生の割当が可能となる。また、研修

十年度「緑の雇用」新規就業者育成
頂きたい」と挨拶した。

業務管理費、安全向上対策費、研修

推進事業及び現場技能者キャリア
アップ対策の事業概要・留意事項の
説明会を開催し、森林組合、林業事
業体など五十六林業事業体七十八名
が集まった。説明会には、県森林経
営課、県林業労働力確保支援セン
ターを始め、林業・木材製造業労働
災害防止協会鹿児島県支部からも参
加があった。

の業種において、現場における人材

冒頭、県森連迫間参事が、「多く

開会挨拶する本会迫間参事

参事級会議を開催
県森連は、県林業会館五階におい
て、平成三十年五月二十四日（木）
県内各森林組合の参事級を対象にし
た「森林組合参事級会議」を開催
し、県内十二森林組合から参事級ク
ラスの幹部職員のほか、野村専務、
岡﨑熊本国税局国税実査官、伊佐敷
境林務課技術専門員を始めとする、

きたい軽減税率制度のポイントを詳

の計算方法等事業者の方に知って頂

県森林経営課技術専門員、岡﨑県環
二十四名が出席した。

新たな登録・公表制度「意欲と能力

の概要や林業経営体に関する情報の

て下さいと、講話した。

目的の達成に向けて努力と工夫をし

のある林業経営体について説明し、
認定林業事業体の改善計画の認定要
領等の一部改正についても説明を
行った。また、本会からは、森林組
合系統における不祥事発生事案や森
林窃盗、無断伐採事案発生の未防止
と森林法の一部を改正する法律によ
る改正森林組合法の施行などについ
て協議した。

県森連は、去る五月三十日（水）

事」について説明があった。株式会

指導課長は「森林組合の役割と仕

みとしくみ」について説明し、後藤

森林組合新採用
職員研修会開催
～六月一日（金）の三日間にわた

社九州経済研究所

宮園総務部長が、「協同組合の歩

り、霧島市の「ホテル霧島キャッス

本亜希子氏からは「受命と報告の仕

成三十一年十月から実施される「消

例検査指摘事項、森林組合が行う事

は、森林組合の取組むべき事項や常

岡﨑県環境林務課技術専門員から

の一つです。「森林組合職員として

のは重要なコミュニケーション方法

せる事や、人の名前を覚えると言う

との絆を作り、相手を良い気分にさ

は、人間関係を円滑にし、新しい人

しく説明して頂いた。

ル」において「森林組合新採用職員

方・ビジネスマナー」について講義

費税の軽減税率制度」について岡﨑

業に必要な資金林業振興資金につい

坂
研修会」を開催し、七森林組合から

熊本国税局国税実査員から講演を頂

て説明した。伊佐敷県森林経営課技

経営支援部
十四名と県森連から三名の十七名
が、参加した。「森林組合綱領」を
受講者全員で唱和後、開講にあたり
野村専務が挨拶した。
一日目は、「森林組合職員として
の心構え」と題して、野村専務が講

いた。岡﨑国税実査員からは、軽減

の基本」を学び、森林組合の使命・

演し、積極的に笑顔で挨拶する事

税率制度の実施時期や税率、対応品

術専門員からは、森林経営管理法案

冒頭、野村専務があいさつ後、平

「森林組合職員としての心構え」と
題して講演する野村専務及び出席者

「受命と報告の仕方・ビジネスマナー」と
題して講演する坂本亜希子氏

森林組合参事級会議出席者
「消費税の軽減税率制度」について
説明する岡﨑熊本国税局国税実査員

目、帳簿や請求書の記載方法、税額
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開会挨拶する野村専務

を受け、普段あまり意識していない
来客時の笑顔の対応やお辞儀の角度
等には苦戦しながら、普段より緊張
二日目は、農林中央金庫福岡支店

した面持ちで研修していた。

本会森林保全部長の指導で、ドロー

撮影の基礎等を教わった。また、ド

開催され、本県の森林組合を始め九

ローンによる写真撮影データを結合

ンに搭載しているカメラからの映像

初日は、鹿児島市内の「天文館ビ

州管内の六森林組合連合会と九森林

ジョンホール四Ｆ」で開講式が行わ

（オルソ化）のデモンストレーショ

確認や、上空からの静止画・動画の

れ、主催者側の全森連森林保険推進

ンも行なった。

組合から三十一名が受講した。

室の浅野氏が挨拶し、講師に、本会
職員坂元森林保全部長が、「森林保
険におけるドローン活用概要、ド
ローンによる測量、活用現況、写真
撮影方法、画像処理方法等」につい
て講演し、剱持森林保険センター業
務課長補佐からは、森林保険の損害
調査へのドローンの活用（用途）に
ついて説明し、ドローンを飛行させ
る場合の航空法での規制及び飛行可
能な場所・条件等「無人航空機に関
する安全な飛行の確保マニュアル」
等を、説明した。

の平成三十年度

二日目は実際に、姶良市にある

森林保険の損害調査におけるド

ローンの活用は始まったばかり、現

査を対象、今後は、その他の災害

（風害・干害）等にも活用幅が広が

る事を期待して、研修会を終了しま

した。

隣県の熊本・鹿児島両
連合会が合同森林土木
技術勉強会を開催
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伊東次長からは、「森林組合におけ
るコンプライアンス」と題し「コン
プライアンスとは何か」から始ま
り、コンプライアンスの目的・不祥
事の事例・不祥事からの教訓などポ
イントをおさえて解説して頂いた。
その後、複式簿記の仕組み等の簿
記概論を宮園総務部長が述べ、後藤
指導課長からは簿記実務が行われ
た。実務では、「取引の八要素」の
基本的な考え方」を踏まえて伝票起
票を実習した。
最後には、ビジネスマナー、協同
組合論、森林組合論、簿記の試験等

時点では損害調査の遠望写真のほ

も行われ、結果については、本人宛
通知された。受講者の皆さん、研修

実務」が行われ、伝票から元帳への

ドローン活用技術九州地区研修会

「鹿児島県民の森」へ移動、現地で

損害区域の測定と幼齢林の代替地調

か、水害・火災の損害率一〇〇㌫の
の皆様方の活躍を期待します。

第一回森林保険
ドローン活用技術
九州地区研修会に参加

転記ミスがあったりし、四苦八苦し

が、五月三十一日（木）～六月一日

第一回森林保険

全森連（森林保険推進室）主催

ながらも、講師の指導を受けなが

デモ飛行の実演も行い、講師の坂元

ら、真剣に取り組んでいた。

ドローンの操作について説明
する本会坂元森林保全部長

期間中は大変ご苦労様でした。今後
主催者挨拶する全森連
森林保険推進室菊池氏

参加した新採用職員

（金）二日間にかけて鹿児島県内で

三日目は、前日に引き続き「簿記

真剣に簿記に取組む新採用職員

森林保全部が五月二十八日（月）～

隣接する熊本・鹿児島両連合会の
明後、完成した路線内にて、各種工

が本県の事業内容・路線の概要を説

研修会では、本会迫基盤整備係長

翌日は、本会会議室にて、「屋根

をした。

作物の必要性等について、意見交換

二十九日（火）にかけて、平成二十

九年度完成した鹿児島県出水市の
を利用して技術研修と今後取組む

型（欧州型）道づくり」等の勉強会

「林業専用道（規格相当）前田線」
「屋根型（欧州型）林業専用の道づ

夏場の労働災害防止
対策徹底について

啓発推進月間」と定め、この期間

県では、八月を「人権同和問題

８月は人権同和問題
啓発強調月間です

で起こるか分かりません。普及啓発

中にテレビ、ラジオによる啓発放

林業労働事故や災害はいつ、どこ
や予防及び対処法によって、防ぐこ

常の林業専用道に比較して、中央部

け口」、「追い口」、「伐倒方向」

伐木・造材作業においては、「受

械や大型トラックが走行できる林業

底して実施するようにして下さい。

また、「指さし呼称」や合図を徹

☎〇九九（二八六）二五七四

問合せ先 ＝県庁人権同和対策課

三十一日までの一カ月間

期間：平成三十年八月一日～

う。

から人権について考えてみましょ

この機会に、皆さんも身近な事

す。

意識を高めていくことが大切で

や差別のない社会の実現に向けて

りがお互いの人権を尊重し、偏見

解決するためには、県民一人ひと

ています。これからの人権問題を

な人権問題が、依然として存在し

女性、障害者等への差別など様々

始め、子どもや高齢者への虐待、

私たちの社会には、同和問題を

動が集中的に実施されます。

ティバルなど、様々な人権啓発活

送や新聞広告、人権啓発フェス

とや被害を最小限にくい止めること
が可能になりますので、日頃から注
意を払ってください。
これから夏場の時期です。熱中症
が発生しやすく、また、台風や集中
豪雨等の自然災害が懸念される時期
ですので、夏季の労働安全防止対策
の徹底については、特に注意をお願
いします。
主要作業における災害防止の要点
は次のとおりです。
①伐木・造材作業・刈払機による刈

を行った。「屋根型（欧州型）道づ
くり」については、欧州の規格で、

払作業における安全対策

くり」について合同森林土木技術勉
強会を開催した。

既に長崎県の一部で採用されている

分が高くなっており水はけが良く頑

等は正しい手順と、「退避場所」の

木材搬出用林道専用道路である。通

丈で大型車が通っても劣化しにくい

専用道の整備促進を図るために、今

刈払機の刈刃に接触して被災する

確認を怠らないこと。

後も互いにノウハウを出し合い地域

死亡災害も少なくありません。基本

のが特徴。両連合会は、大型林業機

の地形に適した堅固な道づくり技術

を守って作業をしましょう。

じんちゃん けんちゃん

意見交換中の両県
森林組合連合会職員

の向上と現地研修会を行っていく事
を約束した。
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人権啓発キャラクター

林業専用道（規格相当）
前田線で概要説明中
路線・縦横断図、各種工作物の
必要性等について意見交換中

②蜂刺され安全対策

蜂に刺されないように「現地の事

前確認」、「防蜂網」、「防蜂手袋

の着用」と、万が一、刺された場合

に備えて「吸引器具」、「自動注射

器」を携帯する。特に、スズメバチ

類は、七月～十月に攻撃性が高まり

ますので注意して下さい。

防蜂の着用
資料：林業・木材製造業労働災害防止協会

作業前の確認
資料：林業・木材製造業労働災害防止協会

《購買情報》
これからの時期は蜂に要注意 ‼
８月〜 10 月くらいにかけて、蜂の数が一気に増える時
期です。それに伴い、ハチ自体が活発になり攻撃性を増
すため、被害が多くなります。

をノックアウト

ハチ・ハチの巣
蜂の駆除に

‼

ハチノック

〈使用方法・特徴〉
・蜂 の巣に直接噴霧（直線上に最大飛距離３
ｍ）。約 10 数秒間連続噴射が可能です。噴霧
後、蜂が巣から落下するのを確認し巣の基
根を残すことなく巣全体を取り除きます。
・噴射は、強力で霧状に広がるので、広範囲を
カバーできます。
・人 体に対して安全性の高いピレスロイドを
配合しています。

ハチノック L 300ml
ハチノック S 100ml
問合せ・注文先：お近くの森林組合へ
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③暑さ対策などの健康管理

熱中症などにおける、応急対策を

周知し、日頃の健康管理に注意する

とともに、体調不良の場合には休養

を取るなど無理な作業をしないこ

と。服装などは、吸湿性、通気性の

よいものにする。作業場所に冷却

水、氷水またはスポーツドリンクを

置くなど十分な水分、塩分の補給が

適宜に行えるようにする。

急な集中豪雨や雷などに備えて、

④悪天候時の災害防止

退避方法や緊急連絡網をミーティン

グで周知しておくこと。

チェーンソー作業用防護衣の着

⑤安全装具等の着用・携帯

用、かかり木処理用の器具の携帯推

進して下さい。

資料：厚生労働省

曽於市森林組合おが粉製造工場と
丸太カット用製材機・薪割り機械
工場が完成
曽於市森林組合（西國原正治代表
理事組合長）におが粉を製造する専
用工場が完成し、三月三十日（金）

と挨拶した。

おが粉は、主に、牛などのふん尿
を吸収する畜舎の敷料として使用さ
れている。

新工場は木造一階建てで、延べ面

可能になった。原材料はスギ材を使

用し、販売価格は、二㌧トラック一

台（五空立㍍）消費税込み一万九千

円で販売中です。

また、森林資源活用として今回隣

接地に新しく建屋を整備し、丸太

カット用製材機と薪割り機械を設置

したことにより、以前の薪割機より

作業効率が約二倍の製品が見込まれ

る。

☎〇九八六 七六 〇〇六六まで

曽於市森林組合末吉支所

※詳しくは、

川の鰹節工場へ販売している。

イカン）用として枕崎市と指宿市山

薪は、現在、鰹節工場の焙乾（バ

焙乾（バイカン）用現材料

末吉支所で落成式があった。式典に

西國原組合長が、「畜舎の敷料用
鋸くずは、現在、製材工場（大隅支
所 木
= 材加工開発センター）では、
製材所の端材等を利用、年間一万立
方㍍を生産し、約百六十軒の畜産農
家が利用している。」利用者から
「おが粉が足りない」との声があ
り、今回、山から出てくる低質材を
み切った。「おが粉製造事業に大き

積は約三百三十㎡、鋸屑製造機（一
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利用し、畜舎敷料用おが粉生産に踏
な収益性は見込めないが地域貢献の

機を導入、年間三万立方㍍の生産が

−

おが粉製造中

立場から継続的に進めていきたい」

−

おが粉製品
丸太カット用製材機及び
薪割り機械工場

は、関係者約七十名が出席、新工場
を祝った。
おが粉工場木造建屋

1099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
16〜22
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 3 0 年7 月5 日
鹿児島県森林組合連合会

FAX 0995-43-0380

り

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

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
3〜13
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）

8,000
8,900
13,200
10,900
12,000

8,000
8,900
13,200
10,900
12,000

8,000
8,100
12,300
13,400
13,000
13,000
16,000

8,000
8,100
12,300
15,500
13,700
13,700
17,000

8,000
10,100
9,000
10,400
10,600
10,500
9,000
9,000
10,400
11,000
10,900
11,000
11,000
10,300
9,500
11,000
10,500

8,000
10,100
12,000
11,000
11,900
11,500
10,000
10,000
10,400
11,000
11,500
11,700
11,400
10,700
11,000
11,000
12,000

高

値

市

（高齢級）

況

※ スギ：梅雨の影響もあり、
入荷材が大幅に減少。

入荷量に反映し、直材・小曲材が値戻し、応札多い。
4ｍ18㎝〜22㎝は、700円値上げの11,700円・
4ｍ24㎝〜28㎝は、
800円値上がりの11,400円・
3ｍ20㎝〜22㎝は、
400円値上がりの11,000円。
品薄感もあり、
全般的に引き合い多い。

※ ヒノキ：前回同様、
応札はあるものの弱気配で推移。

4ｍ16㎝〜18㎝は15,500円・4ｍ20㎝〜22㎝は
13,700円・4ｍ24㎝〜28㎝は13,700円。
2.4ｍ
（2.5）
18ｃｍ上は、
13,000円
（直材・小節）

※ スギの大曲･節･傷材：3.0ｍは6,000〜7,700円･

4.0ｍは6,000円〜8,500円での落札であった。

※ ヒノキの大曲･傷材：3.0ｍは5,800〜7,900円･

4.0ｍは5,800円〜8,400円での落札であった。

※

虫害の時期になります。早目の搬出・出荷をお願いします。

平均単価（傷材・パルプ・鋸屑材 2mを除く一般材。）

樹

種

売上材積

ス

ギ

1,084

m3

9,800

ヒノキ

582

m3

10,800

12

m3

1,678

m3

その他 広
計

14,000
20,000
25,000

単位

平均単価

10,100

※ 次回市のご案内
平成 30年７月20日（金）1100回市
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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