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編集後記 
毎年、目で楽しむ季節の移ろいが、減ってきているような気がします。 

昔の俳句や短歌では季節の草花が季語として盛り込まれ、どの季節を詠んだものなのかが情景として浮かびました。 

日本の多様な生物を育んだ四季が年々、なくなるようでさびしくなる反面、ただ単に四季を感じるだけの心の余裕がなくなってきているだけなのかも知れません。 

木材市況（平成16年1～2月期） 

●平成16年1～2月期販売実績 

ス　ギ 149.095 18,000 

ヒノキ 733.935 39,000

材　種 数　量（m3） 平均単価（円／m3） 

木材センター 

　例年と比較し、天候が安定したこの時期、木材共販も出

材量は昨年以上に増えているものの、原木価格は依然、厳

しい状況が続いています。 

　スギ材は特に採算面から出材量は減少傾向となっており、

この期の平均単価は18,000円／m3となっています。 

　ヒノキ材は良材を中心に高値で推移しており、この期の

平均単価は39,000円／m3となっています。 

　当センターも、これから春の需要期を迎えるため、3月26

日には特別市の開催を予定しています。 

　今後も地域材の利用促進・需要拡大に努めてまいります。 

 

　25年～30年生までにほぼ手入れが終わり、その後

成木になるのを待っている山林を持って居られる方

が多いと思います。残りの木を成長させる目的で間

伐を行い、間伐材を売っていくらかの収入を得ると

いう考え方です。 

　素材市場で売れた価格から、伐木搬出費・運賃・

市場の手数料を引いた売り上げ（委託方式）が手元

に残る訳ですが、木は千差万別で搬出の容易な場所

と困難な場所で大きく変わってきます。 

　まずは、最寄りの各支店・木材共販所までご相談

下さい。 

収 入 間 伐 の ス ス メ 

売れる木を切って、いい山を 
育てよう！ 

　これまでは、あらかじめ利用いただけるメニューが決まって
いましたが、新しい制度では都道府県知事の認定が受けら
れれば、より幅広い事業で資金を活用できます。 
　また林業分野のみならず木材産業分野にも貸付対象を
拡大し、林業・木材の経営者のみなさまを無利子でサポー
トします。 

  さまざまな事業に活用できます。 
¡新たな林業経営の開始 
　（しいたけ栽培の開始、複層林施業の実施など） 
¡新たな生産方式、販売方式の導入 
　（防振チェーンソー、自動枝打機などの導入） 

林業・木材産業改善資金が 
新しくなりました。 

1. 実際に山に入り立木の評価を行い、 
売上予定と費用の見積をします。 

2. 委託契約を交わします。 
＊ご要望により買取もいたします。 

3. 伐採・搬出作業 

4. 素材市場（木材共販所）にて、せり売りにより販売 

5. 売上げより経費を差し引き、売上げ代金を 
お支払い致します。 

収入間伐の流れ（委託方式） 

制度資金のご案内 

貸付対象者 森林所有者、林業労働従事者、 
 生産森林組合、素材生産業者、 
 木材製造業者、木材卸売業者など 

貸付限度額 個人１,５００万円　会社・団体２,０００万円 
 （ただし、大阪府予算総額　年２,０００万円） 

 償還方法 償還期間を１年以内とした資金は一時払い 
 その他は償還期間内（最長１０年）で均等 
 年賦支払 

利　　　息 無利子 

◆その他農林漁業金融公庫資金もあります。 
 
詳しくは、森林組合の本店・各支店までご相談ください。 



大阪府森林組合　日本三大美林ツアー 
　おかげさまをもちまして、大阪府森林組合も発足以来、2年が経
過いたしました。 
　順調な事業推進の中で、2周年特別事業として、このたび、日本
の三大美林を周遊・見学するツアーを企画いたしました。 
　3つの周遊コースをご用意しており、木曽桧、屋久杉、秋田杉と
いう、どれをとっても日本を代表する美林を周遊・見学していた
だく内容で、ご宿泊もご当地の温泉などをご用意し、美林をみな
がらゆったりしていただけるツアーとなっております。 

　いずれのコースも組合員の皆様だけにお知らせする企画となっ
ておりますので、ご家族、気の合うお仲間などお誘い合せの上、
お早くお申し込みください。〈先着35名様〉 
　なお、お申し込みは、専用の申込書にて承ります。申込書がつ
いた詳細な資料をご用意しておりますので、希望される方は、お
気軽にお問い合わせください。 

お問い合わせは……大阪府森林組合 106-4792-4305

22日（火） 大　阪 白骨温泉 

9:00 発 

16:30 着 

企画・主催：大阪府森林組合 
取扱旅行社：JTB大阪北浜支店 

: バス 

:バス 

:バス 

木曽桧「水木沢自然林」と世界遺産・白川郷 

水木沢天然林 
林内の98％が推定林齢200年以上の天然林。 
中でも樹齢550年の天然サワラが圧巻。 

白濁した湯が有名。 
胃腸病・神経系統諸病・ 
婦人病に効能があります。 

23日（水） 白骨温泉 庄川温泉 

北陸方面周遊 

炭酸水素塩の温泉は、 
神経痛、関節痛、五十肩 
などに効果があります。 

24日（木） 庄川温泉 大　阪 

6月22日（火）～6月24日（木） 価格／49,800円 
（朝食2回、昼食3回、夕食2回付） 

価格／95,300円 
（朝食2回、昼食3回、夕食2回付） 

価格／80,200円 
（朝食2回、昼食3回、夕食2回付） 

7月12日（月）～7月14日（水） 屋久杉島「紀元杉」と種子島 

9月7日（火）～9月9日（木） 

白川郷 
世界遺産の合掌造りを見ながら昼食と散策 

7日（火） 伊丹空港 大鰐温泉 

11:15 集合　 
12:15 発 

15:40 着 

日本一高い「秋田杉」と世界遺産「白神山地」 

二ツ井町 秋田杉 
仁鮒水沢スギ植物群落保護林にある天然秋田杉は 
樹高58ｍで日本一。推定樹齢は250年です。 

硫酸塩泉の温泉は、 
神経痛、リュウマチ、 
胃腸病に効果があります。 

8日（水） 大鰐温泉 鯵ヶ沢温泉 

初秋の秋田路を周遊 

食塩泉の温泉は、神経痛、 
リュウマチに効果が 
あります。 

9日（木） 鯵ヶ沢温泉 伊丹空港 

白神山地ビジターセンター ブナ林散策 
世界遺産の白神山地のブナ林。 
ビジターセンターで学んで、その後ブナ林を散策。 

12日（月） 伊丹空港 種子島 
いわさきホテル 

種子島 
いわさきホテル 

屋久島 
いわさきホテル 

屋久島 
いわさきホテル 

8:50 集合　 
9:50 発 

飛行機 船 

船 

19:45 着 

屋久杉ランド 紀元杉 
原生林の散策と推定樹齢3000年といわれる 
巨木「紀元杉」の見学。 

180°オーシャンビューの 
リゾートホテル 

13日（火） 
雄大な山と海の2つの 
景観を持つ客室。屋久島 
随一のリゾートホテル 

14日（水） 伊丹空港 

鉄砲資料館（種子島） 
鉄砲伝来当時に来館者をいざなう 

白谷雲水峡 
もののけ姫の舞台となった当地は、コケが鬱蒼 
と重なりあう景色が壮観 
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緑の担い手育成対策事業

大阪 
しんりんくみあい通信 

完成した丸棒保管倉庫 丸棒保管倉庫の内部 木質資源利用ボイラー 

バックホーの研修 大径木の伐採の研修 タワーヤーダーの研修 

能勢事業所に丸棒製品保管倉庫・木質資源利用ボイラーを設置 
平成15年度林業構造改善事業により整備 

　平成15年５月より始まった「緑の担い手育成対策事業」

の研修生15名は、180日間のＯＪＴ（職場内研修）と、その

前後に行われる基礎研修・専門研修を無事、修了しました。 

　森林作業の基本を基礎研修で学び、高度な知識と技能を

培うＯＪＴでは河内長野市有林を研修フィールドとして、

林業士としての基本動作や、造林・下刈り・枝打ち・間伐の保

育作業の他、風倒木の処理作業や高性能林業機械を使って

の木材搬出など、より実践的な研修をこなしてきました。 

　はじめは、おぼつかない腰つきで林業機械を操作してい

た研修生もいましたが、研修を重ねるごとに上達し、一人前

の林業士として育ってくれました。 

　悪天候の日に行った、林業機械の手入れやワイヤーロープ

ワーク、安全に対するＫＹ（危険予知）講習などは実践の場

できっと役立つことでしょう。 

　そしてＯＪＴで積み重ねた経験を確個たるものとするために、

技能評価を兼ねた専門研修で1年の総仕上げをしました。 

　今後は、これからの大阪の森を守っていく担い手として、

林業に従事していきます。 

　みなさんからも、あたたかいご声援をよろしくお願いします。 

●丸棒製品保管倉庫 
　豊能支店では、平成10年度林業構造改善事業により、丸棒

加工施設を整備し、府内産木材の利用促進に努めてきました。 

　この施設では、地域の組合員からの間伐材の買い取りや木

材センターからの材を丸棒（元口・末口径が同じでストレー

トな加工丸太）に加工しています。 

　平成14年度実績で、415m3の出荷を行い、主に公共工事用

資材として利用され、昨年は道路に設置する木製の遮音壁に

も、たくさん使用されました。 

　しかしながら公共工事用資材は発注時期が年度末に集中す

ることから、安定的な出荷を行うためには年間を通じてバラ

ンスのとれた生産を行うとともに、今後、生産を拡大するた

めにも製品保管倉庫が必要になりました。 

　平成20年には丸棒の出荷量570m3を目標として、府内産材

の利用拡大に取り組んでまいります。 

●木質資源利用ボイラー 
　シイタケのハウス生産を以前から続けていた能勢事業所で

は、加温ボイラーの老朽化に伴い、新たに木質資源利用ボイ

ラー（ペレットボイラー）を設置いたしました。 

　当施設で生産するシイタケは北摂高原シイタケとして京都

の青果市場や能勢物産センターへの出荷及び店頭販売を行っ

ています。 

　平成14年より当組合の高槻で製造が開始された木質ペレッ

トの普及と啓発を目的とし、このボイラーで年間約35tの木

質ペレットを使用することが見込まれています。 

　今後は化石燃料を使用しない、安全でおいしい大阪のシイ

タケの生産を行ってまいります。 

1年間の研修を修了 



エースタッフ事務所内観 

エースタッフ事務所外観 

I邸の外観 

H邸蔵外観 

　今後の展開として森林組合が販売する産直住宅なら

ではの下記にあげる要素をお客様と設計する建築家に

理解していただきながら事業を進めてまいります。 

　3月には住宅建築のホームページも立ち上げ、

広く森林組合の家づくりの広報活動も行っています。 

　ご希望の方は、建築物件の見学会等建築事業に

関する情報・資料をお分けしております。 

　建物のご計画をお持ちの方がおられましたら、

お気軽に最寄りの支店にご連絡ください。 

三重県上野市内　I邸 新築工事 

　おおさか地域材の利用・販売促進への取り組みとして、

平成15年度より産直住宅建築事業を立ち上げたことは、

前回のくみあい通信でもご紹介いたしました。 

　新たな事業の立ち上げとなる平成15年度の目標として、

お客さまから安心してご注文を頂けるように、まずは、

よりよい建物を建築し実績をつくる事に重点を置き、現

段階で新築・増築物件3棟、リフォーム物件3棟が完成し

ております。 

　それぞれ施主様の思いがあり、住宅・事務所や店舗・

本格木造の蔵と多種多様な建築物の施工実績を作る事が

出来ました。 

物件1

河内長野市西之山町　H邸 蔵増築工事 物件3

富田林市小金台　エースタッフ保険事務所 新築工事 物件2

一、おおさか地域材をふんだんに使用し、 
　　自然の素材を多用した健康住宅 

二、お客さまの要望を充分に取り入れた自由設計の 
　　注文住宅 

三、木材の産地直送システムでより良い物を 
　　低価格にて提供 

ホームページアドレス　http://www13.ocn.ne.jp/̃sinrin/



　今回から始まりました大阪府内の巨木を訪ね、ご紹介するコー

ナーです。 

　第1回目は千早赤阪村の大橋慶二さん所有の森林にそびえたつ

推定樹齢200年のスギをご紹介します。 

　幹周り4.5ｍ、胸高直径1.4ｍ、樹高約25ｍを誇り、見る者を

圧倒する雰囲気を醸し出しています。 

　一時は数百万円で買いたいという人もあったとのことですが、

大橋さんは首を立てに振らず、現在に至っているそうです。 

　江戸・明治・大正・昭和・平成と時代を見続けてきた巨木は、

これからも静かに、かの地に佇み、この森林を見守っていくこと

でしょう。 

幹周りは3尋 

菊の文様が美しい菊炭 

茶道における御点前 

荘厳な雰囲気も漂う 

巨木探訪 
第1回 

　皆さんは池田炭をご存知ですか？ 

　池田炭は大阪府豊能郡、兵庫県川辺郡の周辺が産地で、そ

の歴史は古く、もともとは摂津の山から多く産出されていた

鉱物の精錬に使われたことが発祥といわれています。 

　その後、明治期の雑炭の生産が最盛期を迎え、生産地は賑

わいをみせますが、燃料革命により戦後、徐々に衰退してい

きます。 

　現在では生産者も数えるほどになり、後継者も見つからな

いまま、伝統が失われる危機に面し、併せて、炭の原料であ

るクヌギ林も樹種転換により減少してしまいました。 

　今でも池田炭を作り続

けている生産者は、「自

分も高齢になり、誰か若

い人が一緒に作業して技

術を学び、後を継いでく

れたら」と池田炭の伝統

が廃れてしまうことを懸

念されているそうです。 

　このような状況に置か

れている池田炭ですが、

茶の湯の世界に目を移すと、

今でも重宝されている日本でも最高ランクに位置付けられる

高級炭です。 

　かの豊臣秀吉が久安寺（現在の大阪府池田市）で茶会を催

した際にも使われ、同寺から宮中の茶会用に献上していた木

札も保存されています。 

　池田炭は切り口が菊の花のような造形をしていることから

別名「菊炭」と呼ばれ、心が安らぐ香り、やわらかい熱が長持

ちするという特徴が茶の湯の世界で重宝されている理由です。 

　この古の伝統の灯を消すことなく、後世に伝えるために、

大阪府や能勢町では、さまざまな継承支援を推進する予定と

なっています。 

　大阪府森林組合としても今後、クヌギ林整備の指導をはじ

めとして、池田炭の復興に努めていきたいと考えています。 


