を聞かせて頂く為に、今の度、組合だ
より（三木の森林）を発行いたすこと
になりました。
職員による（手づくり）未熟な組合
だよりですが、ご購読いただければ幸
甚に思います。
鈴 木 奉 久 組合長

販売・森林整備主任 鈴 木 清 之

購買担当 小径木工場

以上８名で頑張っています！！

などをおこない、広葉樹との混交林
化を目指しています。
また、県が整備費用を負担するの
で森林所有者の負担はありません。
当森林組合もこの事業に積極的に
取り組みました。
事業内容は次のとおりです。
①環境伐 十八・〇二町歩
人工林を平均四十％の間伐
②丸太柵工 九百十Ｍ
表土の流出を防ぐための土留め

総務・森林整備係 大 石 英 子

昨年度より、
「森づくり県民税」を
導入し、この税を財源として、荒廃
した森林の再生をする「森の力再生
事業」が始まりました。
この事業は、森林所有者ではどう
にもならない、荒廃した森林を、森
林組合や林業事業体などの森林づく
りのプロが整備する事業です。
今までの間伐とは少し違い、広葉
樹の自然発生を促すための強度の間
伐（四十％程度の列状・群状の伐採）

指導・森林整備係 岡 本 匡 平

森の力再生事業・緑資源機構
しずおか林業再生プロジェクト（間伐）

組合経理担当

森の力 再生 事業

こ

おお いし ひで

こ
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た

とみ

へい
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もと
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し
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き

すず

きよ ゆき
き
すず

たか よし

き

すず

お

ふじ かわ ひで

③作業路開設 千四十三Ｍ
山仕事に使う歩道開設 幅五十㎝

富 田 敏 子

総務・販売係

鈴 木 孝 義
総 務 主 任

藤 川 英 夫

代表理事常務

素材生産事業・支障木伐採事業
治山事業・山村境界保全事業・小径木

指導・森林整備係 鈴 木 啓 史

植林・下刈・枝打・間伐等の補助事業
森町林業再生プロジェクト

安心安全で快適な県土を守るた
め、当森林組合では今後の事業を積
極的に進めていくうえで、森林所有
者の皆様のご協力をお願いします。
詳しい内容・ご質問等がございま
したら、当森林組合まで御連絡下さ
担当 鈴木孝義
い。
岡本匡平
組合総括事業・森の力再生事業
しずおか林業再生プロジェクト（間伐）

山村境界保全事業 始まる！

すず き とも ひさ

②確認した位置に境界杭を設
置する。
（杭は約４ｃｍ角のプ
ラスチック）
③設置した境界杭を測量する。
林業不振は、我々山村に住む
この様な中、当組合では新た
（測量器はＧＰＳ他）
者、林材業に従事する者にとっ
な補助制度【山村境界保全事
④測量したデータをパソコン
て厳しい状況下にあります。
業】に積極的に取り組むことと
に保存する。
一方、地球温暖化現象をはじ
し、着手する運びとなりまし
～お願い事項～
めとする地球環境保全の面か
た。
境界の立会いをお願いする
本事業は国土調査が未実施
らも森林の持つ公益的機能の
とともに、プラスチックの杭を
の旧三倉・天方地区山林を三十
大きさはより一層理解を得ら
設置することを御了解下さい
五年（七期五年）の計画で行っ
れつつあります。
ますようお願いします。
この様な状況の中、山間地域
ていきます。
内容は以下のとおりです。
の高齢化・過疎化は一層進み、
去る四月二十日に該当者の
～平成 十九年事業箇所 ・
対象地 ～
山林の適正な管理をはじめ、山
説明会を開催しましたが、欠席
森町三倉地内（戸井渕・折
林に対する関心の薄れから「境
された方、上記事業箇所に所有
地・夏秋・川場・三丸・滝沢）
界がわからない」
「自分の所有
山林がある方、御不明な点がご
約二百町歩 約百二十筆
山林がどこにあるの」等の問題
ざいましたら、組合まで御連絡
～調査方法・手順～
が次第に起こって来る事が心
下さいます様、併せてお願い申
①公図、法典図、森林計画図及
配されます。
し上げます。
また今後、木材を有効に活用
び地権者、精通者等との調整の
最後になりましたが、お手数
していく上でも、大きな問題で
うえ、現地に境界の位置を確定
をお掛けしますが何卒ご協力
もあります。
する。
のほどよろしくお願
日頃、森林組合事業には、深いご理解とご協力を頂き、誠に有難う いします。
担当 鈴木清之
御座います。
鈴木啓史
林業を取り巻く環境は木材価格の低迷と内地材需要の減少により、
大変厳しい状況が続いております。
一方、地球環境の保全を初めとする、森林の持つ公益性、多面的機
能の重要性が再認識される中、森林の適切な管理による本来の循環型
施業が必要となって参ります。
森林組合としても組合員の皆様の大切な森林を、より一層、有効に
活用されますよう、諸情報をお伝えし、また、組合員の皆様の御意見

組合長メッセージ

発行日 １９．４．３０

三木の森林だより
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「 ＳＴＡＦＦの紹介 」

２０～２２

１２，０００

２，１２２

中目

１６～１８

１２，５００

２，４２５

通し柱

２０～２２

１３，０００

３，７７０

通し柱

２，９００

桁目４寸

２０～２２

２４，０００

４，２２４

中目

１６～１８

３３，０００

６，４０２

通し柱

２０～２２

２９，０００

８，４１０

通し柱

小径木工場だより

Ｈ１９． ４．２５ 現在

森町林業再生プロジェクト

桁目４寸

２５，０００

当森林組合では、加工場を
所有しております。
（杭木等
を各種取り揃え）
また、お客様のご要望に併
せて加工しますのでお気軽
にご注文下さい。
この時期、丸太が不足して
います。冬の時期に間伐した
間伐材（十㎝以下）をお売り
下さい。

１，１６０

１６～１８

【四Ｍ一本・二百円程度】

１０，０００

桁目３．５寸

また、本数が多い場合には
トラックで取りに伺います。
詳しい内容についてはお問
い合わせ下さい。

１６～１８

１，７９４

ハチノック ￥１，８９０（税込）

マムシに噛まれて命を落す人はいま
せんが、蜂に刺されて命を落す方はテレ
ビでも放送されます。
そのハチに噴射するだけでハチは死
んでしまいます。
（談）鈴木

※※ ごご存存知知でですすかか ？？ ※※

７８０

２３，０００

林林令令 十十一一～～三三十十五五年年生生ままでで
のの間間伐伐はは所所有有者者負負担担ゼゼロロ！！

周智郡森町大鳥居３９
℡０５３８ ８５ ０６３１
不在の場合には、森林組合
まで御連絡下さい。
担当 鈴木清之
大石英子

編集後記
いかがでしたか「三木の森
林だより」は？
今、森林組合の取り組んで
いる仕事、又は林業情報など
を紹介していきます。
今後、年四回の発行を目指
して頑張っていきますので、
よろしくお願いします。
また、皆様の更なるご指導
をお願いします。 Ｋ・Ｓ

１０，０００

１４

￥１，０５０（税込）

（（たただだしし、、森森林林国国営営保保険険にに加加入入がが条条件件））

当組合では、平成十七年より
「持続可能な森林経営・組合員
との更なる信頼の向上」をスロ
ーガンに同プロジェクトを立
ち上げました。
作業用の簡単な道を開設し、
新しい搬出機械を入れます。
①車輌系の新しい林業機械を
使い、コストを大幅に削減し
ます。
②作業用の道は繰り返し使え
て、更に十年後の伐採の儲け
を大きくします。
収益を上げるには、皆様の御
協力が必要です。
①森林組合がまとめて計画を
作り、皆様に見積書を作成し
ます。
（見積書は森林プラン
と称し、間伐費等といった事
業費と、補助金及び木材売上
見込み金額等の収入金額が
記載されている）
②その後、団地単位に取りまと
めて間伐を行いコストを大
幅に削減します。
③事業実施後には、事業報告書
（実際の経費及び収入金額を
明確に記載）を作成します。
④計画的に木材を生産するよ
うにして、計画的に収入が見
込めます。
担当
鈴木清之
鈴木啓史

１４

中目

・直径２５５㎜
・厚さ１．０５㎜
（１．２５㎜あります）
よく切れますよ！
（談）大石
違法伐採問題が注目を集め
ています。海外で行われている
違法伐採が、世界規模での森林
の減少・地球温暖化の原因の一
つになっています。違法に伐採
された安い材木が輸入される
と、国内の林業・木材産業にも
悪影響を与えるといわれてい
ます。
平成十八年度からは木材の
合法性を証明するようになり
ました。
内容は、今までと同じで立木
を伐採する時には、伐採届けを
提出するだけですが、必ず提出
しなければ違法伐採となりま
すので、ご注意下さい。
分からない場合には森林組
合が所有者に代わって申請で
きますので、まずは御相談下さ
い。

中目

２，６４０

これからの時期、周囲の草が日に日に伸びてきます。よ
く切れる刃物を使用して少しでも草刈の時間を短縮してみ
てはいかがでしょうか。
そこで、角鳩印の草刈用カッターを紹介します。

測量の立会いをしながら、久
しぶりに自分の植えた木はど
うなっているのか、見てはいか
がでしょうか！
近年、森町管内の森林も成熟
し、伐期を迎えており、若い山
林を見つけるのに苦労してい
ます。
この時期は保育上、最も間伐
を行うべき森林です。
間伐を行ってきれいになっ
た山は、大変気持ちが良いもの
です。
また、植林・下刈・枝打ち等
の補助事業も扱っております
ので、御希望の方は森林組合ま
でお申し込み下さい。
担当 鈴木啓史
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