
　          神奈川県森林組合連合会 H30年1月

・パルプ材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

３ｍ
４ｍ

【12月の市況等】 (㎥あたり単価)
　　ス　ギ 　３ｍ 柱目 　９,０００～１２,０００円 　　ヒノキ 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１８,０００円

　３ｍ 中目 　９,０００～１２,０００円 　３ｍ 中目 　　１４,０００～１８,０００円

　４ｍ 桁 　９,０００～１１,０００円 　４ｍ 土台 　　１３,０００～１７,５００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

　℡ 0463-73-5295(販売)　0463-73-5296(共販・加工)　fax 0463-88-6768(1F)

９㎝～１３㎝
９㎝～１４㎝

７，０００～９，０００
８，０００～１０，０００

　12月も小径木の入荷量は少なく、年明けの現在も加工丸太の原材
料不足の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
いいたします。
　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。

※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

３，２００円/㎥

秦野市菖蒲小径木加工場

ヒノキ 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。

秦野市堀山下貯木場
 昨年12月は、約15㎥と少ない入荷量でした。
　バイオマス燃料向けや一部パルプ向けとして販売をしていますが、
入荷量が少ないこともあり、需要先への供給が思うようにできない状況
になりました。
　本年もバイオマス燃料向けを主に販路拡大を進めてまいりますの
で、多量の出材をお願いいたします。

　

区分 買取価格 ・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。

ス　ギ 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。

現在の合板用丸太の買取価格 　　合板用素材の基準等

　原木流通通信（1月号）

秦野市菖蒲貯木場
　新年あけましておめでとうございます。
　本年も変わらずのご愛顧をお願い申し上げます。
　昨年最後の市を開催した１２月の取扱量は約６７６㎥と１１月より更に
減少となりました。
　入荷状況は、系統の森林組合から２７６㎥、国・県・関係から２１３㎥、
民間の事業体から１８７㎥となり、最盛期であるこの時期としては、平成
２６年度以来３年ぶりの少ない入荷量となりました。
　販売状況は、スギ・ヒノキともに主要部材である柱・土台・桁を中心に
中目材など、建築用材のほぼ全規格に注文が入っていますが、入荷
量が少なく供給不足となっており、仕分けたそばから売れていく状態
が続いています。
　入荷量の減少は、全国的な傾向で「材が山からおりてこない」と悲痛
な声が聞かれ、相場も無物高となっています。、当会市場においても
同様で、平均単価は前月比で２,０００円以上の上昇となりました。
　今後、年度末に向け例年同様に組合・国・県・事業体からの出材が
集中することが想定されますので、出来るだけ早めのご出材をお願い
します。



　          神奈川県森林組合連合会 H30年2月

・パルプ材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

３ｍ
４ｍ

【1月の市況等】 (㎥あたり単価)

　　ス　ギ 　３ｍ 柱目 　９,０００～１２,０００円 　　ヒノキ 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１８,０００円

　３ｍ 中目 　９,０００～１２,０００円 　３ｍ 中目 　　１４,０００～１８,０００円

　４ｍ 桁 　９,０００～１１,０００円 　４ｍ 土台 　　１３,０００～１７,０００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

　℡ 0463-73-5295(販売)　0463-73-5296(共販・加工)　fax 0463-88-6768(1F)

９㎝～１３㎝
９㎝～１４㎝

７，０００～９，０００
８，０００～１０，０００

 1月に入り、原木全体の入荷量の増加に伴い、小径木の入荷も
徐々に増えてきています。
　今後、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、引き続きの出材をよろしくお願いいたします。

※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

３，２００円/㎥

秦野市菖蒲小径木加工場

ヒノキ 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。

秦野市堀山下貯木場

 　1月は県西地域を中心に新材が約100㎥入荷しました。
　これらのC材は主としてバイオマス発電用の燃料用として販売し
ています。発電用燃料としての需要は拡大し続けており、今後、
利用者側からのC材への供給要請はさらに強まるものと予想され
ます。
　これから年度末にかけて出材が多くなってきますが、円滑な販
売ができるものと期待しております。

　

区分 買取価格 ・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。

ス　ギ 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。

現在の合板用丸太の買取価格 　　合板用素材の基準等

　原木流通通信（2月号）

秦野市菖蒲貯木場
　今年最初の市を開催した1月の取扱量は、１,０７８㎥となりまし
た。
　入荷は、系統の森林組合から４７１㎥、国・県・関係から３１１
㎥、民間の事業体から２９６㎥となり、年度末に向けようやく入荷
量が増加してきましが、雪の影響もあり、例年に比べると少ない
状況にあります。
　販売状況は、スギ・ヒノキともに主要部材である柱・土台・桁の
構造材を中心に中目材など、途切れることなく注文が入ってお
り、入荷量が増えてきたことで安定した供給が出来るようになって
きました。
　相場は、供給量が増えてきたことから、引き合いの強い構造材
は保合いで推移しているものの、その他の規格はこれまでの無
い物高から一転し弱含みとなっています。
　いよいよ平成２９年度も残すところ約１か月余りとなり、昨年９月
から１２月まで入荷が停滞していた反動により、年度末に向け、
多量の駆け込み入荷が想定されるので、早め早めの出材をよろ
しくお願いいたします。



　          神奈川県森林組合連合会 H30年3月

・C材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

３ｍ
４ｍ

【２月の市況等】 (㎥あたり単価)

　　ス　ギ 　３ｍ 柱目 　９,０００～１２,０００円 　　ヒノキ 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１８,０００円

　３ｍ 中目 　９,０００～１２,０００円 　３ｍ 中目 　　１４,０００～１８,０００円

　４ｍ 桁 　９,０００～１１,０００円 　４ｍ 土台 　　１３,０００～１７,０００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

　℡ 0463-73-5295(販売)　0463-73-5296(共販・加工)　fax 0463-88-6768(1F)

９㎝～１３㎝
９㎝～１４㎝

７，０００～９，０００
８，０００～１０，０００

 　2月の加工用小径木は、順調に入荷しております。
今後の注文に備え在庫生産に努めてまいりますが、ご注文の際
は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、引き続きの出材をよろしくお願いいたします。

現在のC材の買取価格 　C材の基準等

３，２００円/㎥

秦野市菖蒲小径木加工場

ヒノキ 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。

秦野市堀山下貯木場

　 2月は新材で約200㎥入荷し、出材のピークを迎えており置場
に苦慮している状況となっております。
　販売につきましては主にバイオマス燃料向けとして供給してい
ます。
　これから年度末に向けさらに出材が多くなってくると思われま
す。
　現在置場が手狭な状況のため、荷下ろし等の作業には十分注
意して安全作業を心掛けていただくようよろしくお願いいたしま
す。

　

区分 買取価格 ・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。

ス　ギ 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。

現在の合板用丸太の買取価格 　　合板用素材の基準等

　原木流通通信（3月号）

秦野市菖蒲貯木場
　年度末の締切が間近に迫る２月の取扱量は約２,０８１㎥となり
ました。
　入荷は、系統の森林組合から２４１㎥、国・県・関係から１,０２８
㎥、民間の事業体から８１２㎥となり、２月が工期となっている国・
県関係、次いで民間の事業体からの入荷が活発となりました。
　販売状況は、ヒノキの柱・土台の構造材は先月同様、途切れる
ことなく注文が入っており、中目材は県内の業者からの引き合い
は少ないものの、県外の業者から注文が入り始めていますが、ス
ギは矢板の原材料として仕入単価の安い原木に注文が集まっ
てっおります。
　相場は、スギ・ヒノキともに全規格、保合いで推移しています
が、工期に追われた雑な造材や虫害材など、取扱量の大半が
B・C材となってきており、今年度初めて総材積での平均単価が
８,０００円を割ってしまいました。



　          神奈川県森林組合連合会 H30年4月

・C材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

３ｍ
４ｍ

【3月の市況等】 (㎥あたり単価)

　　ス　ギ 　３ｍ 柱目 　９,０００～１２,０００円 　　ヒノキ 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１８,０００円

　３ｍ 中目 　９,０００～１２,０００円 　３ｍ 中目 　　１４,０００～１８,０００円

　４ｍ 桁 　９,０００～１１,０００円 　４ｍ 土台 　　１３,０００～１７,０００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

　℡ 0463-73-5295(販売)　0463-73-5296(共販・加工)　fax 0463-88-6768(1F)

現在の合板用丸太の買取価格 　　合板用素材の基準等

　原木流通通信（4月号）

秦野市菖蒲貯木場
　平成２９年度の最終の市となった3月は、林業センター開設以
来初めて３,０００㎥を超える取扱量となりました。
　入荷としては、系統の森林組合から５０７㎥、県関係から７８３
㎥、民間の事業体から１,８６３㎥となり、取扱量の半分以上が民
間事業体からとなりました。
　販売状況は、構造材のスギ・ヒノキの柱目及びヒノキの土台目
に県内・県外の業者から、ヒノキの中目は県外、スギの中目は県
内の業者からそれぞれ注文があり、また、矢板等の原材料として
仕入単価の安いスギの原木に注文が集まっています。
　平成２９年度の入荷が落ち着き、現在は多くの材が引き取り先
を待つ状態て置かれていますが、すでに平成３０年度の荷受け
も始めております。
  出荷者の皆様、今年度も出材を心よりお待ちしております。
  引き続きのお取引をよろしくお願いいたします。

区分 買取価格 ・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。

ス　ギ 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。

現在のC材の買取価格 　C材の基準等

３，２００円/㎥

秦野市菖蒲小径木加工場

ヒノキ 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。

秦野市堀山下貯木場

　3月は年度末ということもあり、多量の出材がありました。
29年度で最も多い出材量となり、大半が県西地域からの出材に
よるもので、約４５０㎥の新材が入荷しました。
　パルプ向けを主として、入荷分全量を販売することが出来まし
た。
　4月以降の販売につきましては、バイオマス燃料向けとパルプ
向けそれぞれの需要に応じた供給体制をとり、資源の有効活用
を図ってまいりますので、引き続き出材にご協力をお願いいたし
ます。

　

９㎝～１３㎝
９㎝～１４㎝

７，０００～９，０００
８，０００～１０，０００

　現在、加工用小径木は順調に入荷しております。
　新年度もスタートし、徐々に注文の増加が見込まれることから、
注文の際はお早めにお願いいたします。
　また、今後の注文に備えて在庫確保に努めてまいりますので、
引き続き積極的な小径木原木の出材をよろしくお願いいたしま
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。



　          神奈川県森林組合連合会 H30年5月

・C材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

３ｍ
４ｍ

【4月の市況等】 (㎥あたり単価)

　　ス　ギ 　３ｍ 柱目 　９,０００～１２,０００円 　　ヒノキ 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１８,０００円

　３ｍ 中目 　９,０００～１２,０００円 　３ｍ 中目 　　１４,０００～１８,０００円

　４ｍ 桁 　９,０００～１１,０００円 　４ｍ 土台 　　１３,０００～１７,０００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

　℡ 0463-73-5295(販売)　0463-73-5296(共販・加工)　fax 0463-88-6768(1F)

９㎝～１３㎝
９㎝～１４㎝

７，０００～９，０００
８，０００～１０，０００

 4月は小径木の入荷は少なく、現在、4m材の原材料が少なくなってき
ています。
　今後、公共事業等の増加にともない注文が増えることに備え、加工
丸太の在庫確保に努めてまいりたいと思いますので、積極的な小径木
原木の出材をよろしくお願いいたします。
　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。

現在のC材の買取価格 　C材の基準等

３，２００円/㎥

秦野市菖蒲小径木加工場

ヒノキ 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。

秦野市堀山下貯木場
 年度変わりの4月は出材が少なく、県西地域より新材として約150㎥の
出材となりました。
　バイオマス燃料向けの需要があり、入荷分全量をバイオマス向けとし
て販売しました。
　今後もバイオマス向けの需要が見込まれることから、多量の出材をお
願いいたします。
　なお、貯木場に搬入していただく場合は、職員が立ち会いますの
で、事前に連絡くださるようお願いいたします。

　

区分 買取価格 ・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。

ス　ギ 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。

現在の合板用丸太の買取価格 　　合板用素材の基準等

　原木流通通信（5月号）

秦野市菖蒲貯木場
　４月の新年度初の市は入荷が少なく開催を見送ることとなりました。
　入荷は、系統の森林組合から２８㎥、民間の事業体から２１９㎥と少量
となりました。
　販売状況は、スギ・ヒノキの柱目及び、ヒノキの土台目の構造材は県
内・県外の業者から安定した注文があり、ヒノキの中目は、集成材用の
注文が県内の業者から入り始めたほか、スギの中目は先月同様、矢板
用として注文が入っています。
　相場は、構造材は保合いで推移しているものの、スギ及びヒノキの中
目材は単価の安い原木に注文が集まっており、やや軟調気味となって
います。
　５月から９月までは現物により相対取引をする即売方式となります。
　これから材が傷みやすい時期となりますので、伐倒造材から出荷まで
速やかにお願い致します。



　          神奈川県森林組合連合会 H30年6月

 C材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

３ｍ
４ｍ

【5月の市況等】 (㎥あたり単価)

　　ス　ギ 　３ｍ 柱目 　９,０００～１２,０００円 　　ヒノキ 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１８,０００円

　３ｍ 中目 　９,０００～１２,０００円 　３ｍ 中目 　　１４,０００～１８,０００円

　４ｍ 桁 　９,０００～１１,０００円 　４ｍ 土台 　　１３,０００～１７,０００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

　℡ 0463-73-5295(販売)　0463-73-5296(共販・加工)　fax 0463-88-6768(1F)

現在の合板用丸太の買取価格 　　合板用素材の基準等

　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をする即売方
式となっています。
　入荷状況は、県関係から２７３㎥、系統の森林組合から４７㎥、民間の
事業体から１３９㎥となり、ゴールデンウィーク明けから徐々に出材が活
発になってきています。
　販売状況は、ヒノキの柱、土台の構造用材及び末口２４㎝上の中目
については県内・県外の業者から注文が入っています。一方、スギの
柱、桁の構造用材は引き合いが弱くなっていますが、中目及び末口
３０㎝上に県内の業者から注文が入り始めています。
　相場は、ヒノキの構造用材は保合いで推移していますが、末口２４㎝
上は引き合いは少ないものの品薄により、若干の強含みとなっていま
す。
  また、スギの構造用材は弱保合いとなっていますが、末口２４㎝上に
引き合いがあり、ヒノキ同様に強含みとなっています。
　これからの季節は材が傷みやすく、穿孔虫の被害もあることから、伐
倒造材から搬出まで速やかに行うようお願い申し上げます。

区分 買取価格 ・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。

ス　ギ 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。

現在のC材の買取価格 　C材の基準等

３，２００円/㎥

秦野市菖蒲小径木加工場

ヒノキ 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。

秦野市堀山下貯木場
   C材につきましては、これまで林業センターへの搬入をお願いしてお
りましたが、 ５月に入り、入荷量が徐々に増えてきたため　堀山下貯木
場への入荷を始めております。現在、新材で約40㎥程の入荷量となっ
ております。
　今後、新しい現場から出るC材につきましては、堀山下貯木場への搬
入をお願いします。また、その際は職員が立ち会いますので必ず事前
にご連絡くださるようご協力をお願いいたします。 　

９㎝～１３㎝
９㎝～１４㎝

７，０００～９，０００
８，０００～１０，０００

　5月の加工用小径木は順調に入荷し、製品の注文も徐々に増えてき
ております。今後の注文に備え、加工丸太の在庫確保に努めてまいり
ますので、引き続き小径木原木の出材をよろしくお願いいたします。
　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。



　          神奈川県森林組合連合会 H30年7月

・C材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

３ｍ
４ｍ

【6月の市況等】 (㎥あたり単価)

　　ス　ギ 　３ｍ 柱目 　９,０００～１２,０００円 　　ヒノキ 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１８,０００円

　３ｍ 中目 　９,０００～１２,０００円 　３ｍ 中目 　　１４,０００～１８,０００円

　４ｍ 桁 　９,０００～１１,０００円 　４ｍ 土台 　　１３,０００～１７,０００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

　℡ 0463-73-5295(販売)　0463-73-5296(共販・加工)　fax 0463-88-6768(1F)

９㎝～１３㎝
９㎝～１４㎝

７，０００～９，０００
８，０００～１０，０００

　先月に引き続き、6月の加工用小径木は順調に入荷していま
す。
　今後の注文に備え、加工丸太の在庫確保に努めてまいります
ので、引き続き小径木原木の出材をよろしくお願いいたします。
　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。

現在のC材の買取価格 　C材の基準等

３，２００円/㎥

秦野市菖蒲小径木加工場

ヒノキ 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。

秦野市堀山下貯木場

　材の痛みが早いこの時期、A.B材を林業センターに優先して
搬入している影響もあり、6月の貯木場へのC材の入荷量は新材
として約60㎥に留まりました。
　入荷材については全量バイオマス発電用として販売いたしま
した。
　近年、バイオマス発電施設の建設が各地で進む一方で、原料
の木材不足が課題となっております。これからの需要に対応す
るため、多くの出荷をお願いをすると同時に、供給体制を確立し
ていきたいと考えております。

　

区分 買取価格 ・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。

ス　ギ 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。

現在の合板用丸太の買取価格 　　合板用素材の基準等

　原木流通通信（7月号）

秦野市菖蒲貯木場
　前月に続き市を開催せず、現物による相対取引での即売で6
月の取扱量は１,７５７㎥となりました。
　入荷は、系統の森林組合から５１５㎥、民間の事業体から１,２４
２㎥となり、取扱量の大半が民間からの出材となりました。
　販売状況は、構造材の柱・土台共に県内、県外の業者から注
文があるものの、時期的なこともあり、若干の注文数の減少がみ
られ、また、スギ・ヒノキ共に末口２４㎝上は当用買いとなってお
り、売り手の都合での販売は難しくなっています。
　相場は、入荷量の増加にともない、先月までの品薄による強
含みの勢いはなくなり、保合いとなっています。
　今の時期は材の痛みが早く、穿孔虫も入りやすいので、山土
場に長く置かず、伐倒造材後は搬出を速やかに行うようによろし
くお願いいたします。



　          神奈川県森林組合連合会 H30年8月

・C材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

３ｍ
４ｍ

【7月の市況等】 (㎥あたり単価)

　　ス　ギ 　３ｍ 柱目 　９,０００～１２,０００円 　　ヒノキ 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１８,０００円

　３ｍ 中目 　９,０００～１２,０００円 　３ｍ 中目 　　１４,０００～１８,０００円

　４ｍ 桁 　９,０００～１１,０００円 　４ｍ 土台 　　１３,０００～１７,０００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

　℡ 0463-73-5295(販売)　0463-73-5296(共販・加工)　fax 0463-88-6768(1F)

現在の合板用丸太の買取価格 　　合板用素材の基準等

　原木流通通信（8月号）

秦野市菖蒲貯木場
　今月も市を開催せず、現物による相対取引での即売で７月の
取扱量は１,２１０.３４７㎥となりました。
　入荷は、系統の森林組合から２７５㎥、民間の事業体から９３４
㎥となり、先月に続き民間からの出材が大半となりました。
　販売状況は、品目によっては時期的な買い控え傾向はありま
すが、スギ・ヒノキ共に主要部材である柱や土台は県内・県外業
者から注文があり、また、中目材も注文が入り始めており、例年
に比べ順調な荷動きとなっています。
　こうしたことから相場は、建築用材は引合いがあり、堅調な値
動きとなっています。
　取扱量の大半は去年伐倒した古材や枝虫の入っているB材
だったこともあり、総材積の平均単価は８,０００円台となっていま
す。

区分 買取価格 ・材長：４ｍで造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。

ス　ギ 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。

現在のC材の買取価格 　C材の基準等

３，２００円/㎥

秦野市菖蒲小径木加工場

ヒノキ 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。

秦野市堀山下貯木場

　 7月の入荷は直営材のみで212㎥の入荷となりました。
　今月は土木用資材としての需要があり、入荷材の全量を土木
用として販売しました。
　C材はバイオマス燃料用として主に供給していますが、パルプ
用や土木用としての販路拡大を図ってまいります。
　現在、C材の入荷が少ないことから、積極的な出材をよろしく
お願いいたします。

　

９㎝～１３㎝
９㎝～１４㎝

７，０００～９，０００
８，０００～１０，０００

 　7月の小径木原木は順調に入荷しております。
　今後の加工丸太の注文に備え、在庫確保に努めていきますの
で、引き続き小径木の出材をよろしくお願いいたします。
　なお、小径木原木は（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。



　          神奈川県森林組合連合会 H30年9月

・C材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

３ｍ
４ｍ

【８月の市況等】 (㎥あたり単価)

　　ス　ギ 　３ｍ 柱目 　９,０００～１２,０００円 　　ヒノキ 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１８,０００円

　３ｍ 中目 　９,０００～１２,０００円 　３ｍ 中目 　　１４,０００～１８,０００円

　４ｍ 桁 　９,０００～１１,０００円 　４ｍ 土台 　　１３,０００～１７,０００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

　℡ 0463-73-5295(販売)　0463-73-5296(共販・加工)　fax 0463-88-6768(1F)

現在の合板用丸太の買取価格 　　合板用素材の基準等

　原木流通通信（9月号）

秦野市菖蒲貯木場
　今月も市を開催せず、現物により相対取引をする即売で８月
の取扱量は８４１.５４３㎥となりました。
　入荷は、系統の森林組合から２２３㎥、箱根町から５５㎥、民間
の事業体から５６３㎥となり、民間の事業体と、系統の組合から
活発な出荷がありました。
　販売状況は、先月に続き、主要部材である構造材の柱や土台
及び中目材は注文があり、順調な荷動きとなっていますが、時
期的な買い控え傾向となっており、品目によっては販売に苦慮
しています。
　相場は先月同様、建築用材は引合いがあり、堅調な値動きで
しばらくこの状態で推移していくものと思われ、平均単価もヒノキ
のA材は　１８,０００円台、スギのA材は１１,０００円台となっていま
す。

区分 買取価格 ・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。

ス　ギ 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。

現在のC材の買取価格 　C材の基準等

３，２００円/㎥

秦野市菖蒲小径木加工場

ヒノキ 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。

秦野市堀山下貯木場

　8月の入荷量は少なく、県西地域より新材で約45㎥の入荷でし
た。
今月も先月に続いて土木用資材としての需要があり、入荷材は
全て土木用として販売いたしました。
　C材はバイオマス燃料用、パルプ用、土木用等々として販路
拡大を図っておりますが、現在入荷が少ない状況です。
　これから素材生産の時期に入りますので、多量の出材をお願
いいたします。
　なお、堀山下貯木場への搬入の際は事前に連絡をいただき、
日程調整の上での搬入をお願いしております。
ご理解とご協力をお願いいたします。

　

９㎝～１３㎝
９㎝～１４㎝

７，０００～９，０００
８，０００～１０，０００

　８月の加工用小径木の入荷は少量となりました。
これから素材生産の活発の時期に入りますので、積極的な小径
木の出材をお願いいたします。
　なお、小径木原木は（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。



　          神奈川県森林組合連合会 H30年10月

・C材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

３ｍ
４ｍ

【9月の市況等】 (㎥あたり単価)

　　ス　ギ 　３ｍ 柱目 　５,０００～１２,０００円 　　ヒノキ 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１９,０００円

　３ｍ 中目 　５,０００～１２,０００円 　３ｍ 中目 　　１４,０００～１８,０００円

　４ｍ 桁 　６,０００～１２,０００円 　４ｍ 土台 　　１２,０００～１８,５００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

　℡ 0463-73-5295(販売)　0463-73-5296(共販・加工)　fax 0463-88-6768(1F)

９㎝～１３㎝
９㎝～１４㎝

７，０００～９，０００
８，０００～１０，０００

　９月の加工用小径木の入荷は少量でした。
　今後の加工丸太の注文が増えてくることが予想されることか
ら、積極的な小径木の出材をよろしくお願いいたします。
　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。

現在のC材の買取価格 　C材の基準等

３，２００円/㎥

秦野市菖蒲小径木加工場

ヒノキ 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。

秦野市堀山下貯木場

　秋口に入り素材生産も増えてきたことから、９月の新材としての
入荷は１５０㎥となりました。
　出荷状況は、土木用資材としての需要が続いており、今月も
全量、土木用として販売いたしました。
　現在、土木用の販売が主としておりますが、近年各地で木質
バイオマスに対応した発電施設が増えており、今後は燃料とし
ての需要が拡大すると予想されます。土木向けと合わせてバイ
オマス向けについても需要にも積極的に対応していきたいと思
います。
　これから本格的な素材生産の時期を迎えます。C材につきまし
ても多量の出材をよろしくお願いいたします。

　

区分 買取価格 ・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。

ス　ギ 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。

現在の合板用丸太の買取価格 　　合板用素材の基準等

　原木流通通信（10月号）

秦野市菖蒲貯木場
　今月も市を開催せず、現物により相対取引をする即売で９月の取扱
量は ７５０．１９２㎥となりました。
　入荷は、系統の森林組合から２５５㎥、県・町関係から１１１㎥、民間
の事業体から３８４㎥となり、先月同様民間の事業体に次いで系統の
組合及び県・町関係からの出荷がありました。
　販売状況は、ヒノキは構造材である柱や土台に大量の注文が入って
いますが、入荷が停滞しており供給不足となっています。また、中目材
も集成材用と合板用材の注文が入っていますが、合わせて不足してい
ます。
　スギは、構造材である桁目の注文は減少したものの、間柱と矢板など
の板材の注文が入っており、こちらは順調な荷動きとなっています。
　相場は、ヒノキは供給不足による無い物高となっており、A材の平均
単価は１９,２００円となっているますが、取扱量の大半がスギで、また枝
虫エリアのB・C材だったため、総材積での平均単価は７,２３０円と先月
と比べ約３,５００円の下落となりました。



　          神奈川県森林組合連合会 H30年11月

・C材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

３ｍ
４ｍ

【10月の市況等】 (㎥あたり単価)

　　ス　ギ 　３ｍ 柱目 　５,０００～１２,０００円 　　ヒノキ 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～２０,０００円

　３ｍ 中目 　５,０００～１２,０００円 　３ｍ 中目 　　１４,０００～１８,５００円

　４ｍ 桁 　６,０００～１２,０００円 　４ｍ 土台 　　１２,０００～２０,６００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

　℡ 0463-73-5295(販売)　0463-73-5296(共販・加工)　fax 0463-88-6768(1F)

９㎝～１３㎝
９㎝～１４㎝

７，０００～９，０００
８，０００～１０，０００

  10月の小径木の入荷は少なく、原材料が不足しております。
引き続き積極的な小径木の出材をお願いいたします。
　製品の注文は増加傾向にあります。今後の注文に備え在庫生
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。

現在のC材の買取価格 　C材の基準等

３，２００円/㎥

秦野市菖蒲小径木加工場

ヒノキ 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。

秦野市堀山下貯木場

 伐採シーズンを迎え、貯木場への入荷が順調に増えており、10
月の入荷量は154㎥となり、バイオマス燃料やパルプ用として活
発な荷動きとなっています。
　一方、土木用材の需要は落ち着いてきており、今月は113㎥
の取扱に留まりました。
　　これから年度末に向けて出材量が多くなる中、C材の有効活
用を進めてまいりますので多量の出材をよろしくお願いいたしま
す。
 
　※11月16日（金）より津久井貯木場への木材の受け入れを開
始します。出材についてのお問い合わせは生産販売課までお
願いします。

　

区分 買取価格 ・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。

ス　ギ 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。

現在の合板用丸太の買取価格 　　合板用素材の基準等

　原木流通通信（11月号）

秦野市菖蒲貯木場
　７ヶ月ぶりに開催された１０月の市、取扱量は１,５００㎥を超え、
例年に比べ増加したものの優良材に恵まれず、市の開催が危
ぶまれましたが、９月末に諸戸林業からまとまった量の優良材の
入荷があり、無事に秋季市を開催することができました。
　入荷は、系統の組合から３３３㎥、県・町関係から６９９㎥、民間
の事業体から５１２㎥となりました。
　販売状況は、ヒノキの構造材を中心に全品目に注文が入って
おり、好調な売れ行きとなっていますが、取扱量の大半がB・C
材となり、建築用材は先月同様に供給不足となっています。
　相場は、依然として無い物高で、特にヒノキの構造材は引合い
が強く堅調に推移しており、市売りだけでの平均単価は２６,５５４
円と幸先良い下半期のスタートがきれました。



　          神奈川県森林組合連合会 H30年12月

・C材のみの入材に限る。（末口は８㎝以上、材長は３ｍ４ｍ別）

３ｍ
４ｍ

【11月の市況等】 (㎥あたり単価)
　　ス　ギ 　３ｍ 柱目 　５,０００～１２,０００円 　　ヒノキ 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～２０,０００円

　３ｍ 中目 　５,０００～１２,０００円 　３ｍ 中目 　　１４,０００～１８,０００円

　４ｍ 桁 　６,０００～１２,０００円 　４ｍ 土台 　　１２,０００～２０,６００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

　℡ 0463-73-5295(販売)　0463-73-5296(共販・加工)　fax 0463-88-6768(1F)

現在の合板用丸太の買取価格 　　合板用素材の基準等

　原木流通通信（12月号）

秦野市菖蒲貯木場
　例年に比べ暖かい陽気の中行われた１１月の市、取扱量は
１,０００.６８０㎥となりました。
　入荷は、系統の組合から５１７㎥、国から９６㎥、民間の事業
体から３８７㎥となり、系統の組合からと民間の事業体からの活
発な出荷となりました。
　販売状況は、県内・県外の業者から建築用の構造材を中心
に全品目に注文があり、先月に続き好調な売れ行きとなってい
ますが、入荷してくる材が夏場に伐った古材が多く、思うような
単価上昇に結びつかない状況となっています。
　相場は、先月同様、ヒノキの構造材は引合いが強く、堅調に
推移しており中目も保合いで推移しています。
　一方、スギは桁目及び中目に注文はありますが、総じて引合
いが弱く、保合いで推移しています。

区分 買取価格 ・材長：４ｍ造材は、４．１０（４．０７～４．１３）ｍ。

ス　ギ 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。

現在のC材の買取価格 　C材の基準等

３，２００円/㎥

秦野市菖蒲小径木加工場

ヒノキ 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。

秦野市堀山下貯木場
  素材生産が最盛期となり、堀山下貯木場への入荷は順調で
した。
　11月は県西地域から98㎥の入荷量となりました。今月はバイ
オマス燃料用として33㎥、パルプ用として65㎥を販売し荷動き
が良い状況となっています。
　間伐由来のC材の有効利用を高め、木質バイオマス燃料や
パルプ原料としての安定供給を図るため、多量の出材をよろし
くお願いいたします。

　

９㎝～１３㎝
９㎝～１４㎝

７，０００～９，０００
８，０００～１０，０００

　 11月の小径木原木は順調に入荷しております。
　製品の注文も好調で今後注文の増加が見込まれることから注
文の際はお早めにお願いします。
　これからの注文に備え在庫確保に努めてまいりますので、引
き続き積極的な小径木原木の出材をよろしくお願いいたしま
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。


