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佐賀の林業

平成21年８月１日

森林は、木材生産はもとより、水資源を育むとともに、土砂災害を防ぎ、二酸化炭素を吸収して地球
温暖化を防止するなど大切な役割を果たしています。
しかしながら、県内の森林は荒廃が進む危機的な状況にあり、早急な対策が求められています。
も り
そこで、県では、昨年４月に創設した「佐賀県森林環境税」を財源として「さがの森林再生事業」を実
施しています。
当事業では、県民協働により荒廃森林の再生を図るため、以下の施策に重点的に取り組んでいます。
①県による荒廃森林の再生
②市町による公有林化
③県民の皆さまからの提案公募事業
④県、市町、CSOなどによる協働事業
今回は、これまでの取り組み状況を報告します。

１ 県による荒廃森林の再生
県内に10箇所設定している「環境林」内の荒廃し
た人工林を対象に、県と森林所有者が10年間にわた
り森林の整備に関する協定を締結し、県が森林所有
者に代わって通常よりも高い比率（本数率40％程度）で間伐を行う「荒廃森林再生事業」に取り組んで
います。平成20年度は、144haの森林で実施しました。
枝葉が枯れ上がり、混み合った木々を間伐することで、林内に光が差し込むようになりました。これ
により、上層及び下層の樹木の生長が促され、針葉樹と広葉樹が混じり合った豊かな森林が形成される
ことが期待されます。
荒廃森林の再生

整備前

整備後
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２ 市町による公有林化

公有林化された森林（太良町）

荒廃した森林などを市や町が公有化して管理す
ることを推進するため、森林（土地、立木）の取
得に必要な経費に対して補助する「重要森林公有
化支援事業」に取り組んでいます。平成20年度は、
太良町において所有者による森林整備が見込め
ず、荒廃が心配される森林約56haが公有林化さ
れました。
今後は、森林の有する多様な機能を保全するた
め、町による適切な管理が行われます。

３ 県民の皆さまからの提案公募事業
身近な地域で荒廃が進んでいる森林を再生する
ため、県民の皆さまが自ら企画・立案し、取り組
も り
も
まれる森林づくり活動を支援する「県民参加の森
り
林づくり事業」に取り組んでいます。平成20年度
は、ＮＰＯ法人など6団体の活動に支援しました。
これによって、住民の身近なところで、侵入竹
の除去や、広葉樹植栽等の森林整備が進みました。

広葉樹植栽活動（神埼市）

松林の保全活動（唐津市）

４ 県、市町、CSOなどによる協働事業
佐賀県を代表する自然環境等を保全するため
に、県、市町、ＣＳＯ等が協力して、特に重要な
も り
森林の維持や復元を図る「未来へつなぐ宝の森林
整備事業」に対して助成しています。平成20年度
は、「虹の松原」の自然環境を再生・保全する活
動に支援しました。

（森林整備課 計画調整担当）
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これまで間伐推進を実施して（佐賀市富士町）
緊急の課題である間伐の推進については、当事務

間伐推進 新事業を利用して（佐賀市大和町）
今年度から３年間「森林整備加速化・林業再生事

所管内においてもこれまで積極的に取り組んできて

業（基金事業）
」が始まります。また、この事業は、

おり、佐賀市富士町ではフィールドローテーション

間伐の実施や林道までの搬出、作業路の作設等がで

による間伐の推進を行っています。フィールドローテ

きます。この事業は工夫次第で森林所有者等の自己

ーションとは町全体を５分割し、毎年１つのフィール

負担なしで実行が可能であり、森林所有者への間伐

ドにおいて集中的かつ重点的に間伐の推進を実施しな

の推進を促す良い機会であると考えています。

がら５年間で町全体を一巡させる方式であり、この取

佐賀市大和町においては、富士大和森林組合と森

り組みにより、間伐実施面積も着実に増加し、間伐材

林所有者との長期森林管理施業委託を広範囲で締結

の搬出も積極的に行われるようになってきました。

し、長期的な施業フィールドの確保を図り機動的な

しかし、富士大和森林組合の昨年度の間伐面積のう
ち、約半分の108haの森林において間伐材が切り捨て
られている状況であるため、間伐区域の実態を検証し
てみました。
施業履歴から間伐実施区域を見てみると、ある一定
のまとまりはあるものの隣接しておらず、一体的な施
業が出来ていないことが分かりました。

施業を進めていきます。
おわりに
森林所有者の生産意欲が減退している現状では、低
コスト間伐施業の取組を通して、生産性を高め、森林
所有者に利益を還元できる多くの搬出間伐事例をつく
ることが重要だと考えます。
利益を生むことができる搬出間伐事例を多くの森

また、隣接して一定期間間伐が実施されていない

林所有者に周知することで、森林所有者の間伐意欲

森林も多く点在して見られることから、まずこの点

を喚起し、積極的な間伐施業により健全な森林の造

の解消に取り組む必要があります。

成につながるよう普及に努めていきたいと思います。

また、森林所有者から「これだけ材価が安いと所
有者の手元に返ってこない」という声もあり、今後
いくらかでも森林所有者に山林収入が還元できるよ
う、小面積で分散した森林所有者の林地をまとめて
団地化し、提案型集約化施業の推進を図るなかで低
コストモデル地区等の実績を説明して、
「収入が得ら
れる搬出間伐」を森林所有者に理解してもらうこと
が必要であると考えています。
効率的な未手入れ林分の解消の検討
提案型集約化施業を推進するためには、まず未手

（搬出間伐され適正に管理された森林）

入れ林分を解消することが必要だと考えています。
そこで、間伐説明会において、施業履歴図（作業路
含む）を用いて、既に搬出間伐を実施している比較
的大面積の区有林等に隣接している未手入れ林分の
所有者に対し、区有林と併せて団地化することで区
有林等の作業路利用、施業区域がまとまることによ
る施業の集約化と効率的な低コスト間伐施業ができ
ることを説明していくことが必要だと思います。
また、今後も間伐説明会の内容及び効果について、

（搬出間伐した森林に隣接する未手入れ林分）

富士大和森林組合、佐賀市、佐賀中部農林事務所の
３者で検討していきます。
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県内に「環境林」が10カ所設定されていますが、そ

参加者全員で下草刈り作業に入りました。みんなカッ

のうちの１つに鳥栖市の「河内ダム周辺環境林」があ

パを着ての作業であったこともあり、蒸し暑く、汗が

ります。当環境林は県内唯一の「森林環境教育タイプ」

流れでる中、みんなで一生懸命草刈りを行いました。

の環境林です。当環境林の森林整備を県民協働により

幸い、怪我人もなく作業は無事に終了しました。

計画的に推進するため、平成18年度と20年度に「か
たらん会」を開催しました。このかたらん会のメンバ
ーには、地元代表者、NPO法人等のボランティア団体、
地元企業、学校教育関係者、環境支援者等、鳥栖なら
ではと言える様々な方に集まっていただき、計画作
成・見直し・推進方法の検討を行いました。
様々な視点からの意見が出る中、河内ダム周辺の森
林環境を保全・活用していくためには、地元に根付い
た組織が必要との結論に至りました。
（下草刈り作業）

こうした矢先、佐賀東部流域森林・林業活性化セン
ターが「さが22有明海流域育樹祭」を鳥栖市の河内ダ

参加者から「何の木が植えられているのか、教え

ム上流で開催することが持ち上がりました。この機会

てほしい」と要望があったので、参加した子供達を

に県民協働の活動を定着させたいとの意図からその開

集め、植栽木の種類、下草刈りの必要性など、「出

催業務委託をかたらん会メンバーであった「とす市民

張！森林づくり教室」
を林業普及指導員で行いました。

活動ネットワーク」にお願いすることにしました。
とす市民活動ネットワークを中心に企画運営を行
い、かたらん会メンバーや地元区にも協力してもらい、
そして鳥栖管内の市町、県、林業普及指導員のサポート
で、
無事に開催することができました。
この活動の成果が契機となって、住民が主体となっ
た森林づくり組織の立ち上げが具体化して行くことに
なりました。とす市民活動ネットワークの協力を得て、
メンバーの参集、役員選出、規約の作成等を行い、平成
（森林づくり教室）

21年６月20日に
「河内ダム周辺環境林サポーター連絡
協議会」
が設立されました。
当協議会の活動の第１歩として、参加者を募り流域

作業終了後、昼食を囲み全員で楽しく意見交換を
行いました。参加者から「植栽はしたことがあるが、

育樹際で植栽した場所の下草刈り体験会を開催するこ

下草刈りはなかった。大変な作業だが、必要な作業

とになりました。企画運営はすべて協議会のメンバー

だ。また、参加したい。
」との声があり、参加者の満

で行いました。農林事務所の林業普及指導職員もサポ

足度も高く成果が上がったと思います。協議会のメ

ート役として企画の段階から加わり、スケジュールの

ンバーは、「この言葉を聞いて、やってよかった。」

確認や、参加者の安全確保の方法についてメンバーと

とこの体験会を実施した成果に手応えを感じていま

一緒に幾度も検討し合いました。

した。

体験会当日は、あいにくの天気で、開催も危ぶまれ

これからも、
「河内ダム周辺環境林サポーター連絡

る状況でしたが、約100名の参加者が集合し、開会す

協議会」が、楽しく、充実した活動を続けていける

る頃には、小雨になり下草刈りを行うには良い条件と

よう、林業普及指導員としても指導、アドバイスを

なっていました。

行っていきたいと考えています。

下草刈り体験会は、協議会会長の開会のあいさつに
始まり、地元の指導林家による作業方法の説明の後、

（鳥栖農林事務所 林務課）
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から得ており、労務は全て家族で賄い、県内で
も数少ない篤林家の一人です。
（諸熊雅博さんの林業経営）
一般材
スギ １５ha、ヒノキ 1ha
磨き丸太 スギ
２ha
大径材
スギ
３ha
計 ２１ha

諸熊 雅博さん（60）

諸熊さんは、佐賀県を代表する指導林家の１
人で、県が実施する各種研修の講師や県の林研
グループ協議会の会長をなされ、平成１４年に
は、全国育樹活動コンクールの農林水産大臣賞
を受賞されておられます。
諸熊雅博さんの「林業経営の基本」
諸熊雅博さんの経営方針は、以下の４つにま
とめることができます。
（１） 収入間伐を実施し間伐跡地に樹下植栽を
行い、大径材の生産が可能な複層林を作
る。
（２） 間伐・枝打ちを適正かつ高頻度で実施す
ることにより無節材の生産を目指す。
（３） 林道、作業道を積極的に導入し森林整備
を図り、労働力軽減及び経費削減を目指
す。
（４） 下刈りの省力化、経営の安定化を実現す
るため積極的に多段林に導く。
林業経営の特徴は、作業路等の整備、列状間
伐の導入など効率的な間伐施業の改善を図りな
がら計画的な収入間伐を実施しており、また、
高頻度の枝打ちを早い時期から行い、適正な間
伐管理により通直で節のない優良材がいつでも
生産可能な基盤を作っておられます。
最終的には、大径材優良生産を目標に置いて
おり、複層林施業を導入して長期育成循環型の
林業生産基盤の確立を図っておられます。
家計は主に木材生産、ワサビ栽培による収入
6

（研修で列状間伐について語る諸熊さん）

平成13年から厳木町斧杉のスギの施業地にお
いて列状間伐の方法を取り入れて、3回目の間
伐から実施されています。
この施業地は列状間伐のモデル林として研修
によく利用されています。
「山に対する思い」
現在、木材の生産はもっぱら間伐材の出荷に
力をいれており、主伐は当分の間控えている状
態です。「今は、我慢のとき」と諸熊さんはい
つも言っておられます。「いくら木材の価格が
安いと言っても、適期に間伐や枝打ちを行わな
いと山に植えた木が台無しになってしまう。木
は手を入れた分だけ答えてくれる。平成3年の
台風や平成9年の雪害も手入れをしたところは
何も被害を受けなかった。台風や雪害で山の手
入れの大切さを知った。
」と語ってくれました。
「材価が安いとされているけれど、大径材は
安定して高値になる。」と将来を見据えて山の
手入れには怠らないとの気概を感じました。
（林業課 専門技術員）
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適切な森林整備を推進するために、県営事業
により平成８年度から整備してきました「大川
眉山線」が平成20年度をもって事業が完了し、
全線開通の運びとなりました。関係する地元地
区で構成される「林道大川眉山線開設促進期成
会」の主催により、平成21年５月16日(土)に完
成を祝し、開通式典、記念碑除幕式、テープカ
ット等が行われました。
当日はあいにくの雨模様でしたが、出席者の
日ごろの行いがいいせいか、式典が始まると天
気も持ち直し、地元の人々の手作りにより無事
開通式典が行われました。

（大川眉山線 全線鳥瞰図）

当林道が通る大川町・松浦町地域は、古くか
ら農林業を主体として、梨や肥育牛とともに、
林業の盛んなところでしたが、地形が急峻なた
め、森林へのアクセスが容易ではなく、これま
で手入れしてきた森林の整備も手遅れとなって
いる状況でした。
そこで、適切な森林整備と利用区域内の縦道
である既設林道をつないで、路網のネットワー
クを構成し、効率的な林業経営を図ることを目
的に、地元期成会が中心となって、林道開設事
業の要望がなされました。

（開通式のテープカット）

（大川眉山線 起点）

（大川眉山線 開通記念碑）

この林道は、伊万里市松浦町桃川地内の国道
498号線を起点とし伊万里市大川町東田代地内
の県道八幡岳公園線を終点とする全幅員5.0m、
総延長8,461ｍの林道です。

地元からの強い要望により、当林道は平成８
年度に事業採択を受け、平成20年度までの13
ヶ年の歳月と総事業費24億7千万円をもって完
成しました。
これからこの林道が地域の人々から愛され、
森林整備はもとより地域の産業の振興や活性化
に大きく貢献することを期待しています。
（伊万里農林事務所 森林管理担当）
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武雄市若木町で地元の木材にこだわった器づ
くりに取り組んでいる木工轆轤細工師の山上浩
明氏を紹介します。

木取り：生木の状態
↓10日程度
荒削り：生木の状態
↓乾燥３〜４ヶ月
中削り：乾燥の状態
↓ひずみ取り１ヶ月
仕上げ：ウレタン塗装あるいは密蝋仕上げ

（轆轤を回す 山上浩明さん）

プロフィール
1967年12月、鳥栖市に生を受けた山上さん
は、鳥栖工業高校電気科を卒業後大手自動車部
品メーカーに勤めておられましたが、32歳の時
に木と関わる仕事に就きたくて会社を退職。大
工見習いをしながら自分に合った仕事を模索中
に木工轆轤細工と出会い、36歳の時に静岡県伊
豆にある木工轆轤工房に就職。４年間修業に励
み、40歳で帰佐して独立し、現在に至っていま
す。
武雄市若木町で木材版地産地消に取り組むＮ
ＰＯ法人「循環型建物研究塾」の会員でもある氏
は、現在は鳥栖市在住ですが、ゆくゆくは若木
町で暮らしたいと同地に工房を構える計画です。
木工轆轤細工の工程
同細工の工程は、下図のとおりですが、木取
りから仕上げまで、大きいものは約半年かかる
そうです。
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使う木は何なの？
器にならない木はないそうで、今まで２５種
類くらいの木（主に広葉樹）を削ったそうです。
針葉樹材も木目にいい味が出るそうで、スギや
ヒノキも削れるそうです。
材料は生木の状態（乾燥した材は水に漬けて
膨潤させる）で木取りから荒削りをした後、自
然乾燥させるそうで、木の種類によって乾燥中
のくるいの出方が違うので、それを見極めて削
り方を変えることが必要です。そこが苦労でも
あるし面白みでもあると話されました。

（桑原真茂留氏の山林から伐り出された
80年生スギ材からの木取り）

また、材料の木の伐採は新月の日が良いとさ
れ、その材はひび割れやカビが発生しにくいと
言われています。静岡県の天竜では、新月伐採
の建築材をブランド化しているとも。
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地元の木で器を削る
今取り組んでいるのは、地元産の木で器を削
ることで、地元に根ざした器づくりにこだわっ
ています。
武雄市武内町で林業を営んでいる県指導林家
桑原眞茂留氏との出会いがそのきっかけで、同
氏のよく手入れされたスギ材を見た時にこれは
行けると直感したそうです。

（山上氏製作の蕎麦猪口）

（山上氏製作のお猪口）

（山上氏製作の２段重ねの弁当箱）

早くから枝打ちをされ、節のない目の詰まっ
た材は轆轤細工の素材として最適で、同氏の山
から伐り出された間伐材（といっても樹齢約80
年生）を使用して、２段重ねの弁当箱や菓子器、
お猪口などを製作・販売しています。
昨年６月に倒壊した武雄市朝日町黒尾神社の
大イチョウの材から大杯とぐいのみを製作して
地元に提供して「よみがえった大イチョウ」と
新聞にも取り上げられ、地元にも大いに感謝さ
れたことも。
口コミで噂が広まり、注文に追いつけないと
嬉しい悲鳴を上げています。今後も、地元産に
大いにこだわって器を削っていきたいと、にこ
やかに話されました。

（山上氏製作の菓子器）

（武雄農林事務所 林務課普及担当）
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伊万里西松浦森林組合 福田大輔さん（30）

業も受け持つようになり、今では作業班の主要メン
バーの一人として、日々頑張っておられます。昨年
度、森林組合の作業班を対象に開催された伐採技術
コンクールでも上位に入賞され、福田さんの技術力
の向上が実証されたところです。
毎日の仕事に臨むに当たって、心がけていること
等を伺ったところ、
・ 「日々、一歩一歩前進」
・ 「経験が大事、仲間を信頼して」
・ 「初心、忘るべからず」
といったことを口にされました。

伊万里西松浦森林組合で働きはじめて、今年で６
年目を迎えた福田大輔さん（30）を紹介します。
森林組合での最初の仕事は、林道沿線の下刈り作
業だったそうで、炎天下の中、慣れない仕事という
こともあり、
「非常にきつかったなあ」と言われてい

また、
「山の仕事は気を抜けないが、朝早く仕事に
出かけ、現場で汗を流し、健康的な生活を送ること
ができる」とも言われました。
これからも、
「地元の山をしっかり守っていきたい」
とのこと、福田さんの益々のご活躍を期待します。

ました。その後、チェーンソー講習を受け、伐採作
武雄杵島森林組合 山口卓雄さん（24）

（伊万里農林事務所 林務課普及担当）
業班長さんには感謝しています。
そんなさなか、組合の課長から「11月から事務所
勤務ね」と言われ正直期待と不安でいっぱいでした
が、諸事情もあり現場から平成20年11月より事務職
勤務となりました。現場とはまるっきり違い、書類
作成、写真管理、作業現場の管理など、文書処理や
写真整理が非常に多く、解らないことばかりで諸先
輩のあたたかい指導や厳しい指摘を受けながら日々
勉強でなんとかついて行っている状況です。
最近は、木材価格の低迷や作業者の高齢化等で森
林に入る人が少なくなって、境界が不明確になって

私は、平成17年10月から、森林環境整備事業の一

したくてもできなかったり、荒れたりして手が入っ

環で組合から募集されていた現業作業者に、恩師の

ていない森林が管内にも多くなっているので環境税

薦めもありデスクワークよりも現場で汗をかき、自

事業や経済対策事業を利用して、自分では手を入れ

然のなかで働きたいと思い、武雄杵島森林組合に入

ることができない森林が健全でいい状態になればと

りました。

思います。

入った当初は、先輩方の指導を受けながらチェー

最後に、森林組合には若い人が少ない状況なので、

ンソーを使用し間伐作業を経験し、安全な伐採方法

今後そのような方達のお手伝いや力になり、キツイ

や現場環境に合わせた作業方法など多くを学び、３

仕事だけど末永く勤めることができるような環境作

カ年位夏は下刈りに、冬は間伐を主にやってきまし

りと組合員の森林がより良くなっていくように自ら

た。 １つ１つの現場で同じような作業でも一様には

切磋琢磨し、
「安全第一」で頑張って行きたいと思い

行かず思ったように倒すことができなかったり、ス

ます。

ズメバチにさされたりしましたが、今日まで大きな
怪我もなく楽しく作業現場の仕事ができました。作
10

（武雄杵島森林組合 山口卓雄）
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がんばっています林業研究グループ

県から講師を招き、作業道開設の実演会や

た け う ち ちょう しん り ん か い

間伐モデル林分の設置を行うなどして、会

武内町親林会
武内町親林会は、平成5年3月に会が発足
してから今年で16年目となります。

員相互の技術研鑽を図りました。
更に、平成21年4月に白石町で開催され
たグリーンフェスタにおいては、日頃の顕
著な緑化活動に対する功績が認められ、佐
賀県緑化功労者知事賞を受賞されました。

会員は、会長の桑原眞茂留さんをはじめ
とする19名で、武雄市武内町の森林整備や
環境美化に積極的に活動を行っています。
平成20年度には、県林業課の指導のもと、

会にとって、この受賞は今後の励みにな
ることと思います。この受賞や、昨年度の
活動を契機として、今後は、地域の森林づ

吸収源対策森林施業推進緊急対策事業に取

くりに貢献できるよう、さらに充実した林

り組み、武内町内の約100軒を一軒一軒回

研グループ活動を展開しようと会員一丸と

って、個々の所有者の山に対するアンケー

なって頑張っています。

ト調査を行い、森林所有者への森林整備等
に対する意欲の喚起を図りました。また、

（武雄農林事務所

林務課

普及担当）

行事のお知らせ 「木づかいスクール」inモラージュ佐賀 開催します
とき／ ８月８日
主催／佐賀県木材青壮年会・佐賀県
（土） ところ／ モラージュ佐賀
イベント内容／
○木育講演会（定員100名）14:00〜・・講師：木工教育・研究の第一人者の山下晃功先生
○ふれあい木工教室（定員40組）・・・・県内小・中学生が対象です。参加費500円／組
木のふれあいコーナー
（自由参加）・・・積み木や簡単工作コーナー
○お申込先

表
紙
の
紹
介

林業課林産振興担当

ＴＥＬ０９５２−２５−７１３３

表紙の建物は、基山小学校です。昨年12月に竣工し、今年の１月から新校舎での生活が始ま
っています。小学校は、企画・設計の段階から地元の区長・PTA・学校・建築の専門家からな
る検討委員会が設立され、「地域の特性を生かした学校づくり、木材を多用した設備と施設」の
考えのもと、木をふんだんに使った新校舎となっています。床は全てヒノキの板が敷き詰めら
れており、広々とした玄関ホール、多目的に利用できる広い廊下、地元の「基山ヒノキ」を使
って造られた広いランチルームなど子供たちが伸び伸びと学校生活が送れるよう空間を広く取
ったつくりが特徴となっています。
校舎の新築に際して、地元の城戸生産森林組合から木材の寄贈がなされました。生産森林組
合の山から木が伐り出されるとき、「新しくできる校舎に使われる木を見てみよう」と小学校の
総合的な学習の時間の一環として「子ども林業教室」が開かれました。（林業課 専門技術員）
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区分

樹種

ス ギ

丸太

ヒノキ

ス ギ
製材品
ヒノキ

規格・寸法
径(寸法)
長さ
cm
m
14〜16
18〜22
3
24〜18
30〜
14〜16
18〜22
4
24〜28
30〜
14〜16
18〜22
6
24〜28
30〜
14〜16
18〜22
3
24〜28
30〜
14〜16
18〜22
4
24〜28
30〜
14〜16
18〜22
6
24〜28
30〜
10.5×10.5
3
12.0×12.0
10.5×10.5
4
12.0×12.0
10.5×10.5
3
12.0×12.0
10.5×10.5
4
12.0×12.0

等級
並
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
特1等
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

４月
価 格
増減
円／杉 (対前月)
9,500
-300
9,600
-400
9,300
-700
11,300
1,000
9,200
-200
9,300
-900
10,200
-600
12,300
1,600
13,900
300
12,200
-1,700
20,000
5,000
25,000
4,000
12,600
-500
13,900
-200
16,200
2,500
−
15,400
-2,100
15,800
-1,700
19,500
-700
−
24,000
0
23,000
1,000
40,000
17,000
65,000
35,000
30,000
0
30,000
0
23,000
0
23,000
0
62,500
0
62,500
0
57,500
0
57,500
0

５月
価 格
増減
円／杉 (対前月)
8,800
-700
8,800
-800
8,700
-600
9,200
-2,100
8,200
-1,000
9,700
400
10,200
0
13,200
900
12,100
-1,800
13,800
1,600
16,000
-4,000
20,000
-5,000
11,100
-1,500
13,800
-100
15,000
-1,200
−
15,100
-300
15,100
-700
20,500
1,000
−
18,300
-5,700
18,300
-4,700
35,000
-5,000
65,000
0
30,000
0
30,000
0
23,000
0
23,000
0
62,500
0
62,500
0
57,500
0
57,500
0

６月
価 格
増減
円／杉 (対前月)
8,100
-700
9,100
300
9,500
800
9,900
700
7,500
-700
9,700
0
10,200
0
17,400
4,200
10,800
-1,300
13,000
-800
18,000
2,000
25,000
5,000
11,100
0
12,700
-1,100
15,700
700
−
14,900
-200
15,100
0
19,500
-1,000
−
25,000
6,700
23,500
5,200
40,000
5,000
80,000
15,000
30,000
0
30,000
0
22,000
-1,000
23,000
0
62,500
0
62,500
0
57,500
0
57,500
0

ス ギ ・ ヒ ノ キ 丸 太：佐賀木材(株)、
(協)唐津木材市場、
(株)伊万里木材市場、
佐賀県森林組合連合会共販所の平均価格
スギ・ヒノキ製材品：(株)伊万里木材市場

森林環境税が導入されて1年が経ちました。県では、
この財源を活用して「さがの森林再生事業」を実施
し、荒廃森林の再生に向けて取り組んでいるところ
です。県民の森林に対する高い関心と期待に応える
べく、事業の概要や取組の成果について随時本誌で
紹介していこうと思います。 (T.F)
平成21年８月１日発行
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