奥地保安林保全緊急対策（新規事業）
防止機能等の高度発揮のため、
森林整備を一体的に実施する
事業です。
事業内容は、従来どおりの本
数調整伐（間伐）や間伐した木
を使った丸太の簡易土止めと
いった作業内容です。
気になる費用ですが、国と静
岡県が事業費を負担するため、
森林所有者様は負担金はあり
ません。
当森林組合としても積極的
にこの事業に取り組んで行き
たいと思いますので、皆様の御
協力をお願いします。
詳しい内容・ご質問がござい
ましたら、当森林組合まで御連
絡下さい。
担当 鈴木清之

山村境界保全事業

森町林業再生プロジェクト
平成一八年度実績

中山間地域林業整備事業

林業機械を導入することにより、
少ない作業員で効率よく間伐材の搬
出を行い、森町林業再生プロジェク
トの推進、林業経営の合理化・木材
搬出システムの効率化を図るため、
今年度、当森林組合では、二台の林
業機械を導入します。
一台目は、写真のオレンジ色の機
械です。作業道の開設及び積込作業
のためにグラップル付バックホウ。
二台目は、写真の白色の機械でグ
ラップル付バックホウで積込んだ木
材を開設した作業道を使い山場まで
搬出するフォワーダです。
この二台を組み合わせて、間伐材
を搬出して有効利用していきます。

先日には、御前崎市からご夫婦で約
２時間かけて、この山水を汲みに来て
いました。
また、この場所一帯は水源涵養保安
林ですので、火気の取扱には十分注意
してください。
また、山水である事をお忘れなく！

昨年の森町林業再生プロジェクト
通称『森プロ』の実績は、森林所有
者二名を取りまとめて行うことが出
来ました。
気になる森林所有者様へのご返却
金額は、約二十万円となりました。
事業内容は、収入間伐を約七．八
㌶行い、幅員（作業路幅）約二．四
ｍの作業道を一〇四六ｍつけて、木
材を四二四㎥搬出しました。
昨年度と同様に伐採及び造材は、
当森林組合で行い、作業路開設及び
木材搬出は民間林業事業体に委託し
ました。
「材木価格が安い」と言っても何も
始まりません。
安いけど皆で知恵を出し合えば、
この三木の森林も良くなり、森林所
有者様にも間伐で収入が望めたり
と、一石二兆だと思います。
また、昨年度実施した森プロの現
地見学会を開催しますので、是非ご
参加下さいます様、お願い申し上げ
担当 鈴木清之・啓史
ます。

森町三倉地区の最北端。榛原郡川根
町堺に、一年中、かれることなく、き
れいな山水が湧き出ています。
湧き出ている箇所は県道藤枝天竜線
沿いで、周りは、スギ・ヒノキの人工
林です。
ぜひ一度、行かれてみてはいかがで
しょうか？

当組合では、平成４年から水
源流域地域保全事業で、森町三
倉地内の保安林を年間約百㌶
の森林で本数調整伐を実施し
てきました。
しかしながら、平成十五年に
は終了してしまい、平成十六・
十七・十八年には僅かながら約
二十㌶の山林での間伐を行っ
てきました。
その様な中、平成十九年度か
ら森町三倉地区の保安林で静
岡県が事業主体となる『奥地保
安林保全緊急対策事業』が始ま
りました。
奥地水源地域等の荒廃地や
荒廃森林（間伐等が遅れている
山林）において、流域全体にわ
たる水源涵養機能や土砂流出

前号でもお知らせしましたが、再度お知らせします。
山の立木を伐採する時には、あらかじめ伐採届けを提
出して許可が下りてから木を切ります。
伐採許可書がないと、搬入先の木材市場で受入拒否に
なることが、今後、考えられます。
今一度、御自分の立木を伐採する時には、必ず伐採届
の提出をお願いします。
不明な点につきましては、森林所有者様に替り当森林
組合が申請できますので、まずは御連絡下さい。

去る六月二七日に第二回説明
会を開催しました。説明会では実
際に使用する測量機器や使用す
る杭（民地境には、黄色杭、官民
境には赤色杭を埋設）を用いて行
いました。
今後の流れとしては、七月中旬
より現況調査及び所有者境の調
査を森林所有者様、あるいは山の
精通者様との立会いのもと、行
ってまいりたいと思います。
その後、森林組合職員等で山林
測量を行っていきます。
協会確認及び現地立会いを円
滑に進めてまいりますので、該当
地区の山林所有者様には、御協力
をお願い申し上げます。
また、ご不明な点がありました
ら森林組合まで、御連絡下さい。
担当 鈴木清之

三木の森林『ええとこ』

森の力再生事業

昨年度は約十八㌶の荒廃森林をこの森
の力再生事業で、森の力回復に貢献しま
した。当組合は今年度も森の力回復を目
指して三十～四十㌶程度実施する予定で
す。
対象森林ですが、経済活動による森林
整備が困難な森林・公益性の高い森林・
森林整備に緊急性のある森林です。
事業を進めるに当っては、土地所有
者・整備者・静岡県が協定を結び整備を
進め整備後の適正な管理をします。
事業内容について、ご質問等がありま
したらご相談下さい。 担当 鈴木孝義

違法伐採について
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三木の森林だより

２００７年
夏 号 ｖｏｌ．２
り
も

森町森林組合

日本列島に大きな影響を
林業関係補助事業について
与える台風の時期が近づき
今年も暑さが厳しいようですが、下刈の季節
ました。
がやってきました。
大洪水や土砂災害・家屋
昨年までは、補助対象林齢が五年生まででし
や森林への悪影響などが心
たが、本年度より五年延長され十年生まで補助
配されます。
対象となりました。
『備えあれば憂いなし』の
下草が著しく繁茂している場合有効です。
とおり普段からの対策と心
ご希望の方は、お早めに森林組合まで御連絡
構えが大切だと考えます。
下さい。 締切日 平成十九年七月二十日
また、山地災害が起こる
担当 鈴木啓史
場合には、次の様な８つの
また、森町では十一年生～三五年生までの間
危険信号に注意して下さい
伐と三五年生～五十年生までの二種類の間伐補
①井戸が濁った。
助制度があります。申請内容に特徴があります
②水位が下がった。
ので、まずはご相談下さい。
③地鳴りがする。
若齢林の保育こそ大切です。将来、お子様・
④川が濁った
お孫様と一緒に山を歩けるよう、森林の整備を
⑤石が落ちてきた
進めていきましょう。
⑥湧き水が止まった。
担当 鈴木啓史・岡本匡平
⑦湧き水が増えた。
⑧亀裂が走った。
林道『白山線』開通予定
山地災害を未然に防ぐた
め、普段から家族や地域ぐ
森町役場産業課が平成十三年度から進めてい
るみで十分話し合いましょ
ます、林道白山線が平成二十年三月完成します。
う。
当森林組合としても白山線開通後には、周辺
の森林整備も同時に進
めて行きたいと思いま
ご家庭用の香取線香として すので、ご協力下さい。
ご使用下さっても、よく効き
また、白山線付近に
（
談）
大石
ます。
山林を所有している方
には、各種林業関係補
助事業を使い、少しで
もご負担が軽減するよ
うな事業で森林整備を
行って行きたいと思い
ますので、当森林組合
まで御連絡・ご相談下
さい。
担当 鈴木啓史
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思いつきで、事務所受付カウンターを鉄製品から木
製カウンターにしました。
材料は全て森町産で、森町内の製材屋にお願いして
丸太を板や角材に挽いて頂きました。
組立作業は当職員によるものです。（あてがい大工）
木に携わる我々には、鉄より木のほうが気持ちよ
く、訪れたお客様から「森林組合らしい」と評判です。
お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄り下さい。

✎ 編集後記 ✐
いかがでしたか「三木の森林だより 夏号 」は？
創刊号発行後には、組合員様より「森林組合がよみ
がえった気がする」
「次回もがんばって発行して下さ
い」といった内容が寄せられ、大変うれしく思います。
今後も、皆様の期待に沿えるよう頑張って発行して
いきますので、よろしくお願いします。
また、更なるご指導をお願い致します。 Ｋ・Ｓ
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←組合入り口正面の
カウンターテーブル
天板は約１００年
のヒノキ板。羽目板
はスギ材を使用。
全て森林組合らし
く無垢材です。
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訪れた御客様への最新林業
情報の提供をはじめ、各種広
報誌や林業情報誌を陳列した
森町産ヒノキを使用した陳列
棚。→
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～ 皆様へのお知らせ ～

購買情報

この森林香は普通の線香と比較して、厚みが
あり、煙の量が多く出るので、広い野外での森
林作業や農作業に最適です。

広い野外での虫除けに最適！

￥１，０５０（税込み）
富士錦 森林香
１箱 ３０巻入

Ｈ１９． ７． ３ 現在

