神奈川県森林組合連合会 H29年1月

県森連林業センター 原木流通通信（1月号）
林業センタ ー
年内最後の市となった１２月の取扱量は、１，００９㎥となりまし
た。
入荷は、系統の森林組合から２３９㎥、国・県関係から３９３㎥、
民間の事業体から３７７㎥となりました。
販売状況は、県内・県外業者共にスギ及びヒノキの柱・土台・
桁等の構造用材に活発な注文がありました。また、スギの３．０ｍ
中目の間柱に引き合いがあり、こちらは中間販売することで対応
しました。ヒノキの末口２４㎝上の良質材を市売りとしましたが県
内業者からの購買意欲が弱く、県外業者の応札により完売する
ことができました。
相場は、依然として柱・土台・桁等、主要部材は強保合いで推
移しているものの、ヒノキの中目は軟調気味となり、スギの４．０ｍ
材は矢板など安価な製品用材への需要が中心となっているた
め、単価上昇に結び付いていない状況ですが、Ｃ材の取扱量が
現在の合板用丸太の買取価格

区分
ス ギ
ヒノキ

買取価格
６，１００円/㎥
１０，１００円/㎥

合板用素材の基準等
・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。
・直径：樹皮を除く末口最小径１８㎝以上、元口径は最大５８cmまで。
・神奈川県産の間伐材で合法伐採されたスギ・ヒノキに限る。

貯木場(堀山下)
本年もＣ材を主に取扱う予定で、バイオマス燃料向けを中心と
して、需要に応じチップ向け、あるいは土木向け等として販売す
る予定です。
現在の入荷は、少ない状況ですが、これから年度末にかけて
出材が多くなると思われますので、出材にあたりましては、材長
のばらつき等ないようにお願いします。
また、貯木場への入荷に際しては無人になることがありますの
で、荷下ろしの際、木口に出材者番号を書くと同時に、安全作
業を心掛けて頂くようお願いします。
買取単価
３，２００円/㎥

パルプ材の基準等

・パルプ材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

加工部門から
12月の製品の注文はやや低調でした。
年度末にかけての注文増加を考え、在庫の確保に努めておりますが、まだまだ加工用小径木の原材料不足が否めない状況で
すので、引き続きの出材をお願いします。
また、ご注文の際はお早めにお願いいたします。
なお、小径木原木(虫害材も同価格で、著しいトビクサレ等の被害木は除く)は、下記の単価で買い取らせていただきます。
９㎝
６,０００～８,０００円/㎥
３ｍ
１０㎝～１３㎝
７,０００～９,０００円/㎥
９㎝
７,０００～９,０００円/㎥
４ｍ
１０㎝～１３㎝
８,０００～１０,０００円/㎥

【12月の市況等】
ス ギ
３ｍ
３ｍ
４ｍ

(㎥あたり単価)
柱目
中目
桁

１０,０００～１３,０００円
１１,０００～１３,０００円
１０,０００～１４,０００円

ヒノキ

３ｍ
３ｍ
４ｍ

柱目
中目
土台

１４,０００～２０,０００円
１４,０００～１９,０００円
１３,０００～１９,０００円

【お問い合せ先】
〒259-1332 秦野市菖蒲317番地 神奈川県森林組合連合会 林業センター
tel：０４６３－８８－６７６７
fax：０４６３－８８－６７６８

神奈川県森林組合連合会 H29年2月

県森連林業センター 原木流通通信（2月号）
林業センタ ー
1月の初市の取扱量は１，６８５．９１９㎥となり、内訳としては、系
統の森林組合から１３３㎥、国・県関係から１，２７５㎥、民間の事
業体から２７７㎥と年度末の工期が迫っている国・県関係からの
出材が大半となりました。
販売状況は、県内・県外の業者から、ヒノキの柱・土台の構造
材と、間柱用のスギ及びヒノキの３．０ｍ中目に活発な注文が
入っていますが、スギ及びヒノキの４．０ｍの中目は、購買意欲が
弱く、販売しにくい状況となっています。
今回の市では、国有林と諸戸林業からの大径、優良材中心の
出品となり遠方からの来客もあり、高値での応札があったことから
市売りの平均単価は２２，０００円台となりました。
相場は、先月同様、構造材は保合いとなっていますが、スギ・ヒ
ノキの中目材の動きが鈍く、弱保合となっています。また、元玉・
2番選木の優良材については１０万円を超える値がつきました。
優良材が出品されれば集客につながり単価上昇が期待できま
す。
現在の合板用丸太の買取価格
買取価格
６，１００円/㎥
１０，１００円/㎥

区分
ス ギ
ヒノキ

合板用素材の基準等
・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。
・直径：樹皮を除く末口最小径１８㎝以上、元口径は最大５８cmまで。
・神奈川県産の間伐材で合法伐採されたスギ・ヒノキに限る。

貯木場(堀山下)
年度末に近づき、素材生産も追い込みの時期となり、貯木場
への入荷はC材でほぼ満杯状態となっています。大半が県西地
域からの出材であり、1月末現在の入荷量は300㎥ほどです。
バイオマス認定事業者の出材については主にバイオマス燃料
向けとして、認定外事業者の出材については、主にパルプ向け
としてそれぞれ販売している状況です。これから、年度末に向け
て出材が続くと思われますので、出材状況を見ながら順次販売
していきたいと考えております。
なお、貯木場への搬入の際は、安全作業はもとより、検知可能
な状態に椪積みくださるよう周知をお願いします。
※平成２８年１月よりパルプ材の買取を始めました。
３，２００円/㎥

パルプ材の基準等

・パルプ材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

加工部門から
年度末にかけての注文増加を考え、在庫の確保に努めていますが、4ｍの加工用原料の小径木が不足ぎみの状況ですので、引
き続きの出材をお願いいたします。また、ご注文の際はお早めにお願いいたします。
なお、小径木原木(虫害材も同価格で、著しいトビクサレ等の被害木は除く)は、下記の単価で買い取らせていただきます。
９㎝
６,０００～８,０００円/㎥
３ｍ
１０㎝～１３㎝
７,０００～９,０００円/㎥
９㎝
７,０００～９,０００円/㎥
４ｍ
１０㎝～１３㎝
８,０００～１０,０００円/㎥

【1月の市況等】
ス ギ
３ｍ
３ｍ
４ｍ

(㎥あたり単価)
柱目
中目
桁

１０,０００～１３,０００円
１１,０００～１３,０００円
１０,０００～１４,０００円

ヒノキ

３ｍ
３ｍ
４ｍ

柱目
中目
土台

１４,０００～２０,０００円
１４,０００～１９,０００円
１３,０００～１９,０００円

【お問い合せ先】
〒259-1332 秦野市菖蒲317番地 神奈川県森林組合連合会 林業センター
tel：０４６３－８８－６７６７
fax：０４６３－８８－６７６８

神奈川県森林組合連合会

県森連林業センター

H29年3月

原木流通通信（3月号）
林業センタ ー

２月の取扱量は２,０８８㎥となり、内訳は系統の森林組合から４
４０㎥、国・県関係から７７０㎥、民間の事業体から８７８㎥と、今
年度としては、最も多い出材量となりました。
販売状況は、先月同様にヒノキの柱・土台の構造用材や、間
柱用のヒノキの中目、矢板用のスギの中目に注文があり、構造
材を中心とした並材は中間で販売し、末口２４㎝上の良質材を
市売りとして完売することができました。
相場については、引き合いのあるヒノキの柱・土台の主要部材
は先月同様保合状態で推移していますが、スギは総じて弱含み
での展開となっています。
来月は今年度の最終市となるので、最終市を締めくくるに相応
しい優良材の入荷があることを期待したい。
現在の合板用丸太の買取価格
買取価格
６，１００円/㎥
１０，１００円/㎥

区分
ス ギ
ヒノキ

合板用素材の基準等
・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。
・直径：樹皮を除く末口最小径１８㎝以上、元口径は最大５８cmまで。
・神奈川県産の間伐材で合法伐採されたスギ・ヒノキに限る。

貯木場(堀山下)
2月期は年度末が近いという事もあり、貯木場は一時500㎥程
の入荷となり、Ｃ材で満杯状態となりましたが、3月に入って入荷
がやや落ち着いた状況です。
販売はバイオマス燃料向けを主としていますが、一部パルプ
向けとしても販売しており、年度内の完売に向けて努力している
状況です。
また、次年度分としての搬入につきましては、置場の関係もあ
りますので、事前に連絡してから、搬入くださるようお願いしま
す。
なお、貯木場への搬入の際は、安全作業はもとより、検知可能
な状態に椪積みくださるよう周知をお願いします。
※平成２８年１月よりパルプ材の買取を始めました。
３，２００円/㎥

パルプ材の基準等

・パルプ材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

加工部門から
加工用の小径木原木は順調に入荷されてきています。
2月期の製品の注文は好調で、今後さらなる増加が見込まれることから、在庫の確保に努めてまいりますが、ご注文の際はお早
めにお願いいたします。
なお、虫害材(著しいトビクサレ等の被害木は除く)につきましては、下記の単価で買い取らせていただきますので、引き続きの出
荷をお願いします。
９㎝
６,０００～８,０００円/㎥
３ｍ
１０㎝～１３㎝
７,０００～９,０００円/㎥
９㎝
７,０００～９,０００円/㎥
４ｍ
１０㎝～１３㎝
８,０００～１０,０００円/㎥

【2月の市況等】
ス ギ
３ｍ
３ｍ
４ｍ

(㎥あたり単価)
柱目
中目
桁

１０,０００～１３,０００円
１１,０００～１３,０００円
１０,０００～１４,０００円

ヒノキ

３ｍ
３ｍ
４ｍ

柱目
中目
土台

１４,０００～２０,０００円
１４,０００～１９,０００円
１３,０００～１９,０００円

【お問い合せ先】
〒259-1332 秦野市菖蒲317番地 神奈川県森林組合連合会 林業センター
tel：０４６３－８８－６７６７
fax：０４６３－８８－６７６８

神奈川県森林組合連合会 H29年４月

県森連林業センター 原木流通通信（4月号）
林業センタ ー
28年度最後の市となった3月の取扱量は２,６９７㎥となり、３月
期としては過去最高となりました。
内訳は、系統の森林組合から１,００３㎥、国・県関係から５５５
㎥、民間の事業体から１,１３９㎥となり、28年度の最多出材量とな
りました。
販売状況は、スギについては、低調な取引で、B材の大半は合
板用として販売しました。ヒノキについては、柱・土台の構造材に
県内・県外の業者から注文があり、中間で販売することで対応
し、末口２４㎝上の良質材を市売りとし完売しました。
今回の市では諸戸材の２番玉と、県有林からまとまった量の元
玉と２番玉の優良材が入荷し、高値での応札があったことから、
市売りでの平均単価は２４,０００円台となりました。
相場は、東海地区で１月末頃から柱・土台の構造材がじり安と
なっており、当センターでも小安い状況となっているほか、中目
は依然として県内業者の購買意欲が低く、弱気配となっていま
す。
現在の合板用丸太の買取価格
買取価格
６，１００円/㎥
１０，１００円/㎥

区分
ス ギ
ヒノキ

合板用素材の基準等
・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。
・直径：樹皮を除く末口最小径１８㎝以上、元口径は最大５８cmまで。
・神奈川県産の間伐材で合法伐採されたスギ・ヒノキに限る。

貯木場(堀山下)
28年度は、多量のご出材をいただき、計画数量を達成すること
が出来ました。厚くお礼申し上げます。
29年度につきましても、貯木場はＣ材の取扱いを主とし、バイ
オマス認定事業者の出材については主にバイオマス燃料向けと
して、認定外事業者の出材については、主にパルプ向けとして
それぞれ販売していきますので、林業センターと併せてのご出
材をお願いいたします。
また、搬入につきましては、置場の関係もありますので、事前に
連絡してから、搬入くださるようお願いします。
なお、貯木場への搬入の際は、安全作業はもとより、検知可能
な状態に椪積みくださるよう周知をお願いします。
※平成２８年１月よりパルプ材の買取を始めました。
３，２００円/㎥

パルプ材の基準等

・パルプ材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

加工部門から
昨年度3月期の製品の注文は好調でした。
年度末の大量注文により加工用小径木、特に、4ｍ材のストックが少なくなっているため、なるべく4ｍに造材して出材して頂きま
すようお願いいたします。
注文に備えて、在庫生産に努めてまいりますが、ご注文の際はお早めにお願いいたします。
なお、小径木原木(虫害材も同価格で、著しいトビクサレ等の被害木は除く)は、下記の単価で買い取らせていただきます。
９㎝
６,０００～８,０００円/㎥
３ｍ
１０㎝～１３㎝
７,０００～９,０００円/㎥
９㎝
７,０００～９,０００円/㎥
４ｍ
１０㎝～１３㎝
８,０００～１０,０００円/㎥

【3月の市況等】
ス ギ
３ｍ
３ｍ
４ｍ

(㎥あたり単価)
柱目
中目
桁

１０,０００～１３,０００円
１１,０００～１３,０００円
１０,０００～１４,０００円

ヒノキ

３ｍ
３ｍ
４ｍ

柱目
中目
土台

１４,０００～１８,０００円
１４,０００～１８,０００円
１３,０００～１８,０００円

【お問い合せ先】
〒259-1332 秦野市菖蒲317番地 神奈川県森林組合連合会 林業センター
tel：０４６３－８８－６７６７
fax：０４６３－８８－６７６８

神奈川県森林組合連合会

県森連林業センター

H29年5月

原木流通通信（5月号）
秦野市菖蒲貯木場

4月の入荷は年度替わりで低調でした。入荷先の内訳は、系統
の森林組合から５３㎥、県関係から４７㎥、民間の事業体から４２
８㎥となり、民有林が中心となりました。
販売状況は、ヒノキの柱・土台の主要部材は依然として注文が
入っていることから中間売りとし、良材は末口２４㎝上を中心に市
売としました。ヒノキは品薄の状況からか、県内・県外業者から活
発な応札があり完売することができました。一方、スギも入荷薄で
はあるものの、はようやく３.０ｍ材に注文が入り始めたという状況
です。
相場は、ヒノキが軟調気味ではあるものの保合い状態、スギは
ほぼ全品目で弱気配となっています。
５月から９月までは、市を開催せず現物により相対取引をする
即売方式となります。

現在の合板用丸太の買取価格
買取価格
６，１００円/㎥
１０，１００円/㎥

合板用素材の基準等
・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。
・直径：樹皮を除く末口最小径１８㎝以上、元口径は最大５８cmまで。
・神奈川県産の間伐材で合法伐採されたスギ・ヒノキに限る。

区分
ス ギ
ヒノキ

秦野市堀山下貯木場
新年度に入り、入荷が活発になってきました。現在、県西地域、
湘南地域を中心に約200㎥入荷しています。
販売につきましては、前年度同様バイオマス燃料向けを中心と
した販売になりますが、一層の販路拡大を進めてまいりますの
で、出材につきましてよろしくお願いします。
なお、今後はさらに入荷が多くなることも予想されますので、置
場の関係もありますので、搬入の際は事前に連絡くださるようお
願いします。

※平成２８年１月よりパルプ材の買取を始めました。
３，２００円/㎥

パルプ材の基準等

・パルプ材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

秦野市菖蒲小径木加工場
4月の製品の注文は低調でしたが、今後も公共事業等の増加に備えて、加工丸太の注文に応じられますよう在庫生産に努めてま
いります。ご注文の際はお早めにお願いいたします。
なお、小径木原木（虫害材も同価格だが、著しいトビクサレ等の被害木は除く）は、下記の単価で買い取らさせていただきますの
で、引き続きの出荷をお願いいたします。
３ｍ
４ｍ

【4月の市況等】
ス ギ
３ｍ
３ｍ
４ｍ

９㎝
１０㎝～１３㎝
９㎝
１０㎝～１３㎝

６,０００～８,０００円/㎥
７,０００～９,０００円/㎥
７,０００～９,０００円/㎥
８,０００～１０,０００円/㎥

(㎥あたり単価)
柱目
中目
桁

１０,０００～１２,０００円
１１,０００～１２,０００円
１０,０００～１３,０００円

ヒノキ

３ｍ
３ｍ
４ｍ

柱目
中目
土台

１４,０００～１８,０００円
１４,０００～１８,０００円
１３,０００～１８,０００円

【お問い合せ先】
〒259-1332 秦野市菖蒲317番地 神奈川県森林組合連合会生産販売課
tel：０４６３－８８－６７６７
fax：０４６３－８８－６７６８

神奈川県森林組合連合会

県森連林業センター

H29年6月

原木流通通信（6月号）
秦野市菖蒲貯木場

5月から９月までは市を開催せず、現物により相対取引とする
即売方式となっています。
5月の入荷は、系統の森林組合から７２㎥、民間の事業体から
３６４㎥と民有林中心の出材で、入荷量も少量となりました。
販売状況は、ヒノキの柱・土台の構造用材は、県内・県外の業
者から注文が入っているため売り先に困ることはありませんが、
末口２４㎝上は県内の業者からの注文がないため、県外の業者
に運賃を差し引かれた単価で販売せざるを得ない状況となって
います。また、スギは矢板や羽目板用など安い単価の原木に少
量の注文が入る程度となっています。スギも２４㎝上にあって
は、ヒノキと同様に県外の業者に販売せざるを得ない厳しい状
況となっています。
相場は、スギ、ヒノキ共に保合いとなっているものの、全国的に
製品の荷動きが悪くなっているため、現在の相場をどこまで維
持できるか先行き不透明です。
これからの時期は、材の痛みが早く、穿孔虫も発生しますので
山土場に長く置かず速やかに出荷するようお願いいたします。
現在の合板用丸太の買取価格
買取価格
区分
６，１００円/㎥
ス ギ
１０，１００円/㎥
ヒノキ

合板用素材の基準等
・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。
・直径：樹皮を除く末口最小径１８㎝以上、元口径は最大５８cmまで。
・神奈川県産の間伐材で合法伐採されたスギ・ヒノキに限る。

秦野市堀山下貯木場
この時期としては入荷量が多く、5月末で約２５０㎥の入荷と
なっています。一方、販売もバイオマス燃料向けを中心として順
調に進んでいます。
今後、C材の入荷が多くなると思われますので、一層の販路拡
大に努めてまいります。
なお、C材につきましては、堀山下貯木場への搬入をお願いし
ておりますが、極力、山土場での材長別による仕分けをした上
での搬入にご協力くださるようお願いいたします。

※平成２８年１月よりパルプ材の買取を始めました。
３，２００円/㎥

パルプ材の基準等

・パルプ材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

秦野市菖蒲小径木加工場
5月に入り、製品の注文は徐々に増加傾向にあります。今後の公共事業等による需要増に備え、在庫の確保に努めてまいりま
すが、注文の際はお早めにお願いします。
なお、小径木原木（虫害材も同価格だが、著しいトビクサレ等の被害木は除く）は、下記の価格で引き取らせて頂きますので、引
き続きの出荷をお願いいたします。
３ｍ
４ｍ

【5月の市況等】
ス ギ
３ｍ
３ｍ
４ｍ

９㎝
１０㎝～１３㎝
９㎝
１０㎝～１３㎝

６,０００～８,０００円/㎥
７,０００～９,０００円/㎥
７,０００～９,０００円/㎥
８,０００～１０,０００円/㎥

(㎥あたり単価)
柱目
中目
桁

１０,０００～１２,０００円
１１,０００～１２,０００円
１０,０００～１３,０００円

ヒノキ

３ｍ
３ｍ
４ｍ

柱目
中目
土台

１４,０００～１８,０００円
１４,０００～１８,０００円
１３,０００～１８,０００円

【お問い合せ先】
〒259-1332 秦野市菖蒲317番地 神奈川県森林組合連合会生産販売課
tel：０４６３－７３－５２９６
fax：０４６３－８８－６７６８

神奈川県森林組合連合会 H29年7月

原木流通通信（7月号）
秦野市菖蒲貯木場
6月も市を開催せず現物により相対取引する即売方式としまし
た。
入荷は、系統の森林組合から４３４㎥、民間の事業体から６４１
㎥と先月同様に民有林中心となり、取扱量は１,０００㎥を超えるこ
とができました。
販売状況は、ヒノキの柱・土台のほか、スギの柱に県内業者か
ら注文があり、売れ行きは好調ですが、ヒノキ・スギ共に中目には
引き合いがなく、単価も安値横這いとなっています。
相場としては、製品の荷動きが低迷していることなどから、ヒノキ
はじり安、スギは弱気配となっています。

現在の合板用丸太の買取価格
買取価格
６，１００円/㎥
１０，１００円/㎥

合板用素材の基準等
・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。
・直径：樹皮を除く末口最小径１８㎝以上、元口径は最大５８cmまで。
・神奈川県産の間伐材で合法伐採されたスギ・ヒノキに限る。

区分
ス ギ
ヒノキ

秦野市堀山下貯木場
6月末現在の入荷量は約１００㎥とかなり少なくなっています。
販売はバイオマス燃料向けを中心に進めていますが、材の引
き取りも順調で、荷動きが活発となっています。
今後もバイオマス燃料向けを中心とした販売となりますが、一層
の販路拡大を図ってまいりますので、引き続きＣ材の出材にご協
力をお願いします。

※平成２８年１月よりパルプ材の買取を始めました。
３，２００円/㎥

パルプ材の基準等

・パルプ材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

秦野市菖蒲小径木加工場
現在、加工用の小径木原木は順調に入荷しています。
今後の加工丸太の注文に応えられるように、在庫生産に努めているところですが、ご注文の際はお早めにお願いいたします。
なお小径木原木（虫害材も同価格だが、著しいトビクサレ等の被害木は除く）は、下記の価格で引き取らさせていただきますの
で、引き続きの出荷をお願いいたします。
３ｍ
４ｍ

【6月の市況等】
ス ギ
３ｍ
３ｍ
４ｍ

９㎝
１０㎝～１３㎝
９㎝
１０㎝～１３㎝

６,０００～８,０００円/㎥
７,０００～９,０００円/㎥
７,０００～９,０００円/㎥
８,０００～１０,０００円/㎥

(㎥あたり単価)
柱目
中目
桁

９,０００～１２,０００円
９,０００～１２,０００円
９,０００～１１,０００円

ヒノキ

３ｍ
３ｍ
４ｍ

柱目
中目
土台

１４,０００～１８,０００円
１４,０００～１８,０００円
１３,０００～１８,０００円

【お問い合せ先】
〒259-1332 秦野市菖蒲317番地 神奈川県森林組合連合会生産販売課
tel：０４６３－８８－６７６７
fax：０４６３－８８－６７６８

神奈川県森林組合連合会 H29年8月

原木流通通信（8月号）
秦野市菖蒲貯木場
先月に続き今月も市を開催せず現物により相対取引す
る即売方式となっています。
入荷の内訳は、系統の森林組合から２９０㎥、民間の事
業体から１,１８１㎥と民有林中心の出材となり、県西及び県
央地域から活発な出荷があり取扱量は１,４００㎥を超える
ことができました。
販売状況は、スギ・ヒノキの柱や土台等の主要部材は県
内・県外業者から注文が入っているものの、ヒノキの末口２
４㎝上の中目は当用買いで少量の荷動きがある程度と
なっており、スギの中目は矢板や羽目板等の製品用に注
文があるものの、単価が安く販売に苦慮しています。
相場は、製品の荷動きが悪いことや、夏場の材であること
などから、建築用材は全規格で弱保合いで推移していま
す。
現在の合板用丸太の買取価格
買取価格
６，１００円/㎥
１０，１００円/㎥

合板用素材の基準等
・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。
・直径：樹皮を除く末口最小径１８㎝以上、元口径は最大５８cmまで。
・神奈川県産の間伐材で合法伐採されたスギ・ヒノキに限る。

区分
ス ギ
ヒノキ

秦野市堀山下貯木場
梅雨が明けて、入荷も順調になり、伊勢原、山北の両地
区を中心に7月末で約150㎥の入荷となっております。
販売につきましても、バイオマス燃料向けを中心に順調
な荷動きとなっています。
今後もバイオマス燃料向けを主とした販売に加え、さらに
販路拡大も図っていきたいと思います。
また、Ｃ材の荷動きが好調となっていますので、引き続き
出材のご協力をお願いいたします。

※平成２８年１月よりパルプ材の買取を始めました。

パルプ材の基準等

・パルプ材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

３，２００円/㎥

秦野市菖蒲小径木加工場
加工用の小径木は順調に入荷しておりますが、今後、加工丸太の注文は増加傾向にあります。
現在、加工丸太の注文に応えられるように、在庫生産に努めているところですが、ご注文の際はお早めにお願いいた
します。
なお、小径木原木（虫害材も同価格だが、著しいトビクサレ等の被害木は除く）は、下記の価格で引き取らさせていた
だきますので、引き続きの出荷をお願いいたします。
３ｍ
４ｍ
【7月の市況等】
ス ギ
３ｍ
３ｍ
４ｍ

９㎝
１０㎝～１３㎝
９㎝
１０㎝～１３㎝

６,０００～８,０００円/㎥
７,０００～９,０００円/㎥
７,０００～９,０００円/㎥
８,０００～１０,０００円/㎥
(㎥あたり単価)

柱目
中目
桁

９,０００～１２,０００円
９,０００～１２,０００円
９,０００～１１,０００円

ヒノキ

３ｍ
３ｍ
４ｍ

柱目
中目
土台

１４,０００～１８,０００円
１４,０００～１８,０００円
１３,０００～１８,０００円

【お問い合せ先】
〒259-1332 秦野市菖蒲317番地 神奈川県森林組合連合会生産販売課
tel：０４６３－８８－６７６７
fax：０４６３－８８－６７６８

神奈川県森林組合連合会 H29年9月

原木流通通信（9月号）
秦野市菖蒲貯木場
８月も前月に続き、即売方式による販売となっています。
入荷は、系統の森林組合から１２６㎥、県・町関係から４９
㎥、民間の事業体から８２７㎥となり、先月同様に民間主体
の出材により取扱量は１,０００㎥を超えました。
販売状況は、スギ・ヒノキともに主要部材である柱や土台
はもちろん、中目等ほぼ全規格に注文はあるものの、依然
として時期的な買い控えの状況が続いていますが、今後
の秋需に期待したい。
相場は、前月同様に製材品の荷動きが鈍く、建築用材
の注文が減少していることから弱保合で推移しており、取
扱量の大半がB材中心となったため、平均単価は８,０００
円台まで落ち込んでいます。

現在の合板用丸太の買取価格
買取価格
６，１００円/㎥
１０，１００円/㎥

合板用素材の基準等
・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。
・直径：樹皮を除く末口最小径１８㎝以上、元口径は最大５８cmまで。
・神奈川県産の間伐材で合法伐採されたスギ・ヒノキに限る。

区分
ス ギ
ヒノキ

秦野市堀山下貯木場
8月のこの時期としては入荷が多く、新材分として約120㎥
の入荷がありました。大半は、箱根と湯河原からの出材と
なっています。
販売はバイオマス燃料向けを中心に好調で、活発な荷
動きが続いています。
現在加工丸太の原材料が不足しています。加工に向く
小径木（9㎝～１３㎝）は林業センターへ搬入してくださるよ
うご協力をお願いします。

※平成２８年１月よりパルプ材の買取を始めました。

パルプ材の基準等

・パルプ材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

３，２００円/㎥

秦野市菖蒲小径木加工場
８月は加工用小径木原木の入荷は少なく、特に4ｍのものが不足しています。小径木（９ｃｍ～１３㎝）の積極的な出材
にご協力をお願いします。
ただ今、加工丸太等の注文増加に応えられるように在庫生産に努めているところですが、注文の際はお早めにお願
いします。
なお、小径木原木（虫害材も同価格だが、著しいトビクサレ等の被害木は除く）は、下記の価格で引き取らさせていた
だきますので、引き続きの出荷をお願いします。
３ｍ
４ｍ
【8月の市況等】
ス ギ
３ｍ
３ｍ
４ｍ

９㎝
１０㎝～１３㎝
９㎝
１０㎝～１３㎝

６,０００～８,０００円/㎥
７,０００～９,０００円/㎥
７,０００～９,０００円/㎥
８,０００～１０,０００円/㎥
(㎥あたり単価)

柱目
中目
桁

９,０００～１２,０００円
９,０００～１２,０００円
９,０００～１１,０００円

ヒノキ

３ｍ
３ｍ
４ｍ

柱目
中目
土台

１４,０００～１８,０００円
１４,０００～１８,０００円
１３,０００～１８,０００円

【お問い合せ先】
〒259-1332 秦野市菖蒲317番地 神奈川県森林組合連合会生産販売課
tel：０４６３－８８－６７６７
fax：０４６３－８８－６７６８

神奈川県森林組合連合会 H29年10月

原木流通通信（10月号）
秦野市菖蒲貯木場
９月は今年度最後の即売方式による販売となりました。
入荷は、系統の森林組合から１１９㎥、国・県関係から２５０㎥、
民間事業体から４７９㎥と、取扱量は約８４８㎥となりました。この
結果、今年度上半期の入荷量は4,669㎥となり、その74%が民間
事業体からの出材となりました。
販売状況は、スギ・ヒノキともに柱や土台の構造材に注文があ
り、好調な売れ行きとなっているほか、スギの３.０ｍ及び４.０ｍの
末口２２～３２㎝にA材B材問わず、活発な引き合いがあります
が、入荷が少なく供給不足となっています。
相場は、三重・静岡方面では、製品在庫が減り、買方の購買
意欲が高まってきおり、単価は徐々に上向いてきていますが、
神奈川では供給不足ではありますが、相場に反映されず未だ
弱保合いで推移しています。秋需に期待したいところです。
10月から市の開催を予定していますので、優良材の入荷を心
よりお待ちしています。
現在の合板用丸太の買取価格
買取価格
６，２００円/㎥
１０，１００円/㎥

合板用素材の基準等
・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。
・直径：樹皮を除く末口最小径１８㎝以上、元口径は最大５８cmまで。
・神奈川県産の間伐材で合法伐採されたスギ・ヒノキに限る。

区分
ス ギ
ヒノキ

秦野市堀山下貯木場
9月に入ってもＣ材の入荷は順調で、新材で約300㎥の入荷が
ありました。
販売状況は、一部チップ向けとなりましたが、大半はバイオマ
ス燃料向けであり、堅調な荷動きとなっています。
買上材の引取も早いことから，滞ることなく常時荷受け可能な
状況となっています。
今後、山元生産が活発になってくる時期ですので、引き続きの
出材をお願いします。
なお、現在加工用丸太が不足しており、加工丸太に向く小径
木は仕分けのうえ、できるだけ菖蒲貯木場に搬入して下さるよう
お願いします。
※平成２８年１月よりパルプ材の買取を始めました。
３，２００円/㎥

パルプ材の基準等

・パルプ材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

秦野市菖蒲小径木加工場
９月に入っても小径木の入荷が乏しく、加工丸太の原材料不
足が続いています。 小径木の積極的な出材にご協力をお願い
します。
なお、小径木原木(虫害材も同価格だが、著しいトビクサレ等
の被害木は除く）は、下記の価格で引き取らさせていただきま
す。
※買取価格

３ｍ
４ｍ
【9月の市況等】
ス ギ
３ｍ
３ｍ
４ｍ

９㎝～１３㎝
９㎝～１４㎝

７，０００～９，０００円
８，０００～１０，０００円
(㎥あたり単価)

柱目
中目
桁

９,０００～１２,０００円
９,０００～１２,０００円
９,０００～１１,０００円

ヒノキ

３ｍ
３ｍ
４ｍ

柱目
中目
土台

１４,０００～１８,０００円
１４,０００～１８,０００円
１３,０００～１８,０００円

【お問い合せ先】
〒259-1332 秦野市菖蒲317番地 神奈川県森林組合連合会生産販売課
tel：０４６３－８８－６７６７
fax：０４６３－８８－６７６８

神奈川県森林組合連合会 H29年11月

原木流通通信（11月号）
秦野市菖蒲貯木場
伐り旬を迎えた１０月、天候不順等により例年に比べ入荷量は伸び悩
み市の開催が危ぶまれましたが、出材要請に応じてくれた出荷者より、
市の２週間前にまとまった量の優良材の入荷があり、どうにか開催する
ことができました。
入荷は、系統の森林組合から２７５㎥、国・県関係から３１３㎥、民間の
事業体から２００㎥と、取扱量は約７８８㎥となりました。
販売状況は、スギ及びヒノキの主要部材である柱・土台・桁は県内・県
外の業者から注文があるほか、県内業者からスギ・ヒノキ共に３．０ｍの
中目に活発な注文が入っているますが、入荷が停滞しているということ
もあり、主要部材同様、需要に対し供給不足となっています。
４月以降、６ヶ月ぶりの市を開催した今回、国有林の高尾と諸戸林業
の優良材約５０㎥を市売りしましたが、高尾材の末口３８㎝の元玉選木
に８０,０００円/㎥、末口３６㎝の元玉選木に７０,０００円/㎥と高値での応
札があり、諸戸材の選木については、他を圧倒する単価での応札があ
り、末口４２㎝の元玉選木に１３０,０００円/㎥、末口４０㎝の元玉選木に１
２０,０００円/㎥という高値がつきました。この結果、今回の市売りだけの
平均単価は２８,０００円台となりました。
現在の合板用丸太の買取価格
合板用素材の基準等
買取価格
・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。
区分
６，1００円/㎥
・直径：樹皮を除く末口最小径１８㎝以上、元口径は最大５８cmまで。
ス ギ
１０，１００円/㎥
・神奈川県産の間伐材で合法伐採されたスギ・ヒノキに限る。
ヒノキ

秦野市堀山下貯木場
10月は雨の日が多く、また台風の影響も重なり入荷は少なく、新材と
して約50㎥程の入荷に留まり、パルプ用材として販売しました。
これから素材生産が本格的になる時期になりますので、多量の出材
をお願いいたします。

※平成２８年１月よりパルプ材の買取を始めました。
３，２００円/㎥

パルプ用材の基準等

・パルプ用材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

秦野市菖蒲小径木加工場
１０月も引き続き小径木の入荷は乏しく、現在、加工丸太の原材料が
不足しております。小径木の積極的な出材にご協力をお願いします。
なお、小径木原木（虫害材も同価格だが、著しいトビクサレ等の被害木
は除く）は、下記の価格で引き取らさせていただきますので、引き続き
の出荷をお願いします。

３ｍ
４ｍ
【10月の市況等】
ス ギ
３ｍ
３ｍ
４ｍ

９㎝～１３㎝
９㎝～１４㎝

７，０００～９，０００
８，０００～１０，０００
(㎥あたり単価)

柱目
中目
桁

９,０００～１２,０００円
９,０００～１２,０００円
９,０００～１１,０００円

ヒノキ

３ｍ
３ｍ
４ｍ

柱目
中目
土台

【お問い合せ先】
〒259-1332 秦野市菖蒲317番地 神奈川県森林組合連合会 生産販売課
℡ 0463-73-5295(販売) 0463-73-5296(共販・加工) fax 0463-88-6768(1F)

１４,０００～１８,０００円
１４,０００～１８,０００円
１３,０００～１８,０００円

神奈川県森林組合連合会 H29年12月

原木流通通信（12月号）
秦野市菖蒲貯木場
11月の取扱量は８１０㎥となりましたが、優良材の入荷が少な
く、市の開催は見送りとなりました。
入荷は、系統の森林組合から３６２㎥、国・県・関係から３０９
㎥、民間の事業体から１３９㎥となりました。長雨と台風の影響に
より、出材が遅れています。
販売状況は、先月同様、柱・土台・桁の構造材に県内・県外の
業者から注文があるほか、中目材の注文も活発に入っており、入
荷量が少ないことから仕分けたそばから売れていく状況となって
います。
11月の相場は構造材が品薄高の傾向にありましたが、取扱量
の大半がスギのB材ということもあり、平均単価は８,４００円台とな
りました。
今後、優良材及び、活発な注文が入っている構造材並びに、
合板用材の出材をよろしくお願いします。
現在の合板用丸太の買取価格
買取価格
６，1００円/㎥
１０，１００円/㎥

区分
ス ギ
ヒノキ

合板用素材の基準等
・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。
・直径：樹皮を除く末口最小径１８㎝以上、元口径は最大５８cmまで。
・神奈川県産の間伐材で合法伐採されたスギ・ヒノキに限る。

秦野市堀山下貯木場
貯木場へのC材の入荷は、11月分として約50㎥にとどまり、先
月に引き続き少ない入荷となりました。
C材は主にバイオマス燃料向けに販売していますが、入荷が
少ないことから思うように供給できない状況が続いています。
これから、素材生産の最盛期となることから、多量の出材をよ
ろしくお願いします。

パルプ材の基準等
３，２００円/㎥

・パルプ材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ、４ｍ別）

秦野市菖蒲小径木加工場
11月に入っても小径木の入荷は乏しく加工丸太の原材料不足
状態が続いています。小径木の積極的な出材にご協力お願いし
ます。
なお、小径木原木（虫害材も同価格ですが、著しいトビクサレ
等の被害木は除きます。）は、下記の価格で引き取らさせていた
だきます。

３ｍ
４ｍ
【11月の市況等】
ス ギ
３ｍ
３ｍ
４ｍ

９㎝～１３㎝
９㎝～１４㎝

７，０００～９，０００
８，０００～１０，０００
(㎥あたり単価)

柱目
中目
桁

９,０００～１２,０００円
９,０００～１２,０００円
９,０００～１１,０００円

ヒノキ

３ｍ
３ｍ
４ｍ

柱目
中目
土台

【お問い合せ先】
〒259-1332 秦野市菖蒲317番地 神奈川県森林組合連合会 生産販売課
℡ 0463-73-5295(販売) 0463-73-5296(共販・加工) fax 0463-88-6768(1F)

１４,０００～１８,０００円
１４,０００～１８,０００円
１３,０００～１７,５００円

