
　          神奈川県森林組合連合会 H31年1月

【12月の市況等】 (㎥あたり単価)
　３ｍ 柱目 　５,０００～１２,０００円 　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 　　１２,０００～２１,６５０円

区　分 買取価格

ス　ギ ６,８００円/㎥

ヒノキ １０,１００円/㎥

区　分 買取価格 末口径

３ｍ ８,０００円/㎥ ９～１３㎝

４ｍ ９,０００円/㎥ ９～１４㎝

【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)

　原木流通通信（1月号）

秦野市菖蒲貯木場

　新年明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12月の取扱量は１,３４９.２６８㎥となりました。入荷の内訳
は、系統の組合から４８１㎥、国・町関係から３６４㎥、民間の事
業体から５０４㎥となりました。
　販売状況は、柱や土台、中目材等の構造材を中心に注文が
あり、好調な売れ行きとなっているほか、合板用材から土木用材
にいたるＢ材も活発な注文が入っています。
　こうしたことから、相場は、主要部材である建築用材を中心に
堅調に推移しており、この傾向は今年１０月に消費税増税を控
えていることもあり、しばらく続くものと思われます。

　　ス　ギ 　　ヒノキ

【合板用丸太】

　

・材 　長：４.10ｍ(造材は４.０７～４.１３ｍ)。

・末口径：樹皮を除き１８㎝～５８㎝。

・神奈川県内で合法的に伐採された間伐材。

秦野市堀山下貯木場

【加工用小径木】

　小径木は順調に入荷しており、加工丸太の注文も増加傾向に
あり、在庫の確保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。
  小径木は、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。

適　用

著しいトビクサレ等の材の買取
りはできません。

  12月の堀山下貯木場へのC材の入荷は、県西地域の事業体
より28㎥、自然環境保全センターより約150㎥の入荷となりまし
た。これらの材は、バイオマス燃料用とし販売しました。来年度
から県森連でチップ加工のためのC材の買取を始めます。買取
は、これまでの材積から重量による買取となります。買取開始時
期については改めてお知らせいたします。

現在のＣ材の買取価格 適　用

３,２００円/㎥
・C材のみの入材に限る。

・末口8㎝以上、材長３ｍ、４ｍ別。

相模原市津久井貯木場

 　昨年１１月１６日に相模原市緑区鳥屋に「津久井貯木場」を
オープンしました。１２月末までに約150㎥の出材があり、このう
ち106㎥を販売いたしました。置場が狭いこともあり、事前に連絡
をいただいてから搬入くださるようお願いいたします。
　貯木場への入材は、A材、B材に限らせていただいておりま
す。C材については、県森連が指定する場所まで運搬すること
を条件に山元土場で重量での買取とさせていただきます。詳し
くは県森連までお問い合わせください。

５,０００円/ｔ
・指定場所まで運搬すること。

・重量での買取となる。

C材の買取価格 適　用



　          神奈川県森林組合連合会 H31年2月

【1月の市況等】 (㎥あたり単価)
　３ｍ 柱目 　５,０００～１２,０００円 　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 　　１２,０００～１９,０００円

区　分 買取価格

ス　ギ ６,８００円/㎥

ヒノキ １０,１００円/㎥

区　分 買取価格 末口径

３ｍ ８,０００円/㎥ ９～１３㎝

４ｍ ９,０００円/㎥ ９～１４㎝

【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)

　　ヒノキ

　原木流通通信（2月号）

秦野市菖蒲貯木場

【加工用小径木】

　

・材 　長：４.10ｍ(造材は４.０７～４.１３ｍ)。

・末口径：樹皮を除き１８㎝～５８㎝。

・神奈川県内で合法的に伐採された間伐材。

 現在、加工用小径木は順調に入荷しており、在庫の確保に努
めているところです。
　また、小径木は下記の価格で引き取らさせていただきます。引
き続き積極的な出材をよろしくお願いいたします。

適　用

著しいトビクサレ等の材の買
取りはできません。

秦野市堀山下貯木場

C材の買取価格 適　用

　１月に入ってから津久井貯木場への入荷が増えてきていま
す。
　１月は、全量スギ材で100㎥の販売結果となりました。
　これから年度末にかけて出材が多くなることが予想されます。
置場が狭いこともありますので、出材の際は事前に生産販売課
にご連絡してからの搬入をよろしくお願いいたします。

５,０００円/ｔ
・指定場所まで運搬すること。

・重量での買取となる。

３,２００円/㎥
・C材のみの入材に限る。

・末口8㎝以上、材長３ｍ、４ｍ別。

相模原市津久井貯木場

　１月の堀山下貯木場へのＣ材の入荷状況は、自然環境保全
センターからの出材が大半を占め、事業体からの出材はわずか
でした。
　販売実績についてはパルプ向けが80㎥、バイオマス向けが11
㎥という販売結果でした。バイオマス向けの販売が少なくなって
いますので、多量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 適　用

【合板用丸太】

　今年最初の市を開催した1月の取扱量は２,０００㎥となりまし
た。
　入荷は、系統の組合から５４４㎥、国・県関係から５６０㎥、民間
の事業体から９０２㎥となり、民間の事業体からの活発な出荷に
次いで国・県関係となりました。
　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、好調な売れ
行きとなっているほか、先月同様に合板用材から土木用材にい
たるＢ材も注文が活発になっています。
　しかし、相場は入荷量の増に伴い建築用材の全品目で保合
いとなっています。
　年度末に向け入材が活発になっており、工期に追われた現場
からの駆け込みも始まっているので、出荷する際は早めのご連
絡を頂けますようお願い致します。

　　ス　ギ



　          神奈川県森林組合連合会 H31年3月

【２月の市況等】 (㎥あたり単価)
　３ｍ 柱目 　５,０００～１２,０００円 　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 　　１２,０００～１９,０００円

区　分 買取価格

ス　ギ ６,８００円/㎥

ヒノキ １０,１００円/㎥

区　分 買取価格 末口径

３ｍ ８,０００円/㎥ ９～１３㎝

４ｍ ９,０００円/㎥ ９～１４㎝

【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)

C材の買取価格 適　用

相模原市津久井貯木場

　津久井貯木場への入荷状況は、北部地域管内より主に杉材の入荷
があり、Ａ材、Ｂ材ともに順調に入荷しています。
　販売につきましては、2月14日の市締めで279㎥という結果でした。
　土場が狭いため、搬入の際は事前にご連絡をくださるようお願いい
たします。

５,０００円/ｔ
・指定場所まで運搬すること。

・重量での買取となる。

　2月末現在の堀山下貯木場へのＣ材の入荷量は、500㎥でした。県
西地域と伊勢原管内より多量の出材があり、置場に苦慮している状況
です。
　2月はバイオマス向けが124㎥、パルプ向けが163㎥という販売結果
となりました。

現在のＣ材の買取価格 適　用

３,２００円/㎥
・C材のみの入材に限る。

・末口8㎝以上、材長３ｍ、４ｍ別。

秦野市堀山下貯木場

【加工用小径木】

　現在、加工用小径木原木は順調に入荷しています。
  小径木は下記の価格で引き取らさせていただきますので、積極的な
出材をよろしくお願いいたします。

適　用

著しいトビクサレ等の材の買
取りはできません。

【合板用丸太】

　

・材 　長：４.10ｍ(造材は４.０７～４.１３ｍ)。

・末口径：樹皮を除き１８㎝～５８㎝。

・神奈川県内で合法的に伐採された間伐材。

　　ス　ギ 　　ヒノキ

　原木流通通信（3月号）

秦野市菖蒲貯木場

　年度末の締め切りが間近に迫る２月の取扱量は１,３８７.０１９㎥となり
ました。
　入荷は、系統の組合から２７３㎥、県関係から５３６㎥、民間の事業体
から５７８㎥となり、民間の事業体と県関係からの活発な出材となりまし
た。
　販売状況は、スギ・ヒノキの構造材及び中目材に注文が入っており、
先月に続き好調な売れ行きとなっています。また、合板用材と土木用
材も活発な引き合いがあり、多少Ｂ材の価格も上がっています。
　また、今回の市では、ヒノキの元玉４.０ｍで末口４０㎝上が１９本並
び、県内・県外の業者から活発な応札があり、今年度としては初の１２
６,０００/㎥の落札価格が出る喜ばしい結果となりました。
　相場は、ヒノキの４.０ｍ末口２０～２２㎝の中目以外は保合いで推移
しているものの、静岡方面では構造材の柱や土台が弱気配となって
おり、今後の動向を注視していきたい。



　          神奈川県森林組合連合会 2019年4月

【３月の市況等】 (㎥あたり単価)
　３ｍ 柱目 　５,０００～１２,０００円 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１７,５００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 　　１２,０００～１７,９００円

区　分 買取価格

ス　ギ ６,８００円/㎥

ヒノキ １０,１００円/㎥

区　分 買取価格 末口径

３ｍ ８,０００円/㎥ ９～１３㎝

４ｍ ９,０００円/㎥ ９～１４㎝

【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)

　原木流通通信（4月号）

秦野市菖蒲貯木場

　平成３0年度、最終の市となった３月の取扱量は２,８５０.１５８㎥となりまし
た。
　入荷は、系統の組合から１,４３０㎥、県関係から３９２㎥、民間の事業体から
１,０２８㎥となり、系統の組合と民間の事業体からの活発な出材となりました。
　販売状況は、ヒノキの構造材及びスギ・ヒノキの中目材に注文があり、大半
は中間販売で対応しました。また、スギ・ヒノキ共に羽柄材・合板用材・土木
用材などにも注文があったことから、年度末の駆け込みの入材も含め全て完
売することができました。
　しかし、相場は、、スギの中目が強気配となったものの、近隣の市場の単価
が下がっていることや、引き合いとなる業者が無かったこともあり、ヒノキの構
造材の柱目や土台目及び中目は弱気配となりました。
　今年は消費税増税の予定ですが、今のところ駆け込み需要の兆しは無く、
大手メーカーも年度末の在庫調整に入っているようで、しばらくはこのままの
状況が続くものと思われます。

　　ス　ギ 　　ヒノキ

【合板用丸太】

　

・材 　長：４.10ｍ(造材は４.０７～４.１３ｍ)。

・末口径：樹皮を除き１８㎝～５８㎝。

・神奈川県内で合法的に伐採された間伐材。

秦野市堀山下貯木場

【加工用小径木】

 　3月の加工用小径木の入荷は順調でした。
　平成30年度は順調な小径木の入荷のおかげで、ロータリー丸太を欠品す
ることなく加工販売することができました。
　新年度においても加工丸太の生産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。
　またご注文の際はＦＡＸでお願いいたします。

適　用

著しいトビクサレ等の材の買
取りはできません。

 3月の堀山下貯木場への入荷状況は、主に県西地域からのものでて320㎥
(Ｃ材)でした。
販売状況は、バイオマス向けとして304㎥、パルプ向けとして16㎥で、入荷材
全量を販売いたしました。

現在のＣ材の買取価格 適　用

３,２００円/㎥
・C材のみの入材に限る。

・末口8㎝以上、材長３ｍ、４ｍ別。

相模原市津久井貯木場

　3月の津久井貯木場への入荷はスギのＡ材・Ｂ材が中心で、県北地
域管内の森林組合より232㎥、事業体より73㎥の計305㎥の入荷があ
り、全量を販売することができました。
　新年度も引き続き多量の出材をお願いいたします。なお、搬入の際
は事前にご連絡をよろしくお願いいたします。

５,０００円/ｔ
・指定場所まで運搬すること。

・重量での買取となる。

C材の買取価格 適　用



　          神奈川県森林組合連合会 2019年5月

【４月の市況等】 (㎥あたり単価)
　３ｍ 柱目 　５,０００～１２,０００円 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１８,８００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 　　１２,０００～１８,１００円

【加工用小径木及びバイオマス向けチップ材】

加工用小径木 買取価格 末口径

３ｍ ８,０００円/㎥ ９～１３㎝

４ｍ ９,０００円/㎥ ９～１４㎝

チップ材 買取価格 末口径

区　分 買取価格

ス　ギ ６,８００円/㎥

ヒノキ １０,１００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)

　　ス　ギ 　　ヒノキ

２ｍ・３ｍ・４ｍ ４,０００円/ｔ ８～４２㎝
・合法性とバイオマス証明。
・重量による買取り。

 　4月の加工用小径木の入荷は、年度始めということもあり乏しい状況
でした。
今後の注文増加に備え在庫確保に努めてまいりたいと思いますの
で、積極的な小径木の出材をよろしくお願いいたします。
　なお、5月7日(火）より木質バイオマス発電用に供する間伐材等由来
の原木の買い取りを始めました。出荷者の皆様の出材をお待ち申し
上げております。
 また、入荷の際は事前にご連絡くださるようお願いいたします。

適　用

・著しいトビクサレ等の材の買
取りはできません。

適　用

　

　原木流通通信（5月号）

秦野市菖蒲貯木場

　４月に入り、平成として最後となった市は１５０㎥と極めて少量の取扱
量となりました。
　例年、年度の切り替わるこの時期は入荷量が少なく、集荷には苦慮
しています。出荷の平準化にご協力ください。
　販売状況は、県内の業者からヒノキの構造材及びスギの中目材に
注文があるほか、県外の業者からヒノキの中目に注文があるものの、
いずれも需要に対して供給不足となっています。
　このため、相場は構造材を中心に品薄高となっています。
　今年度より、堀山下貯木場に出荷していただいていたチップ材を菖
蒲貯木場（センター）に出荷していただくことになりました、それに伴い
枝虫等の虫害材は堀山下貯木場に出荷していただくことになりました
ので、よろしくお願いいたします。(詳しくは生産販売課までお問い合
わせください。)

秦野市堀山下貯木場

　B材及び枝虫等の虫害材は堀山下貯木場へ出荷するようお願いい
たします。
なお、出材の際は立ち会いますので、事前にご連絡をくださるようお
願いします。

【合板用丸太】

・材 　長：４.10ｍ(造材は４.０７～４.１３ｍ)。

・末口径：樹皮を除き１８㎝～５８㎝。

・神奈川県内で合法的に伐採された間伐材。

相模原市津久井貯木場

　4月の市は、新材の入荷が少なかったため、販売実績はありません
でした。
4月末時点で約80㎥の入荷があり、現在仕分けているところです。
　津久井貯木場においては、随時販売とし、建築用材を主として販売
していく予定です。
　なお、不在の時が多いので、搬入の際はくれぐれも安全作業でお願
いいたします。

・指定場所まで運搬すること。

・重量での買取となる。

C材の買取価格

・合法性とバイオマス証明。

適　用

５,０００円/ｔ





　          神奈川県森林組合連合会 2019年6月

【5月の市況等】 (㎥あたり単価)
　３ｍ 柱目 　５,０００～１２,０００円 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１８,５００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 　　１２,０００～１８,１００円

【加工用小径木及びバイオマス向けチップ材】

加工用小径木 買取価格 末口径

３ｍ ８,０００円/㎥ ９～１３㎝

４ｍ ９,０００円/㎥ ９～１４㎝

チップ材 買取価格 末口径

区　分 買取価格

ス　ギ ６,８００円/㎥

ヒノキ １０,１００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)

・重量による買取り。

５,０００円/ｔ

C材の買取価格 適　用

相模原市津久井貯木場

 津久井貯木場は現在Ａ材のスギを中心とした出材が多い状況です。
　5月の出材の内訳は、県北部地域の森林組合から39㎥、事業体から
52㎥でした。即売方式で主に建築用向けとして販売しました。
　現在、入荷が多く置場も狭いことから、新たに出材される場合は、事
前に生産販売課までご連絡くださるようよろしくお願いします。

・指定場所まで運搬すること。

・合法性とバイオマス証明。

 5月の連休明けから出材が増えてきており、その内訳は森林組合から
17㎥、県関係から74㎥となりました。
　即売方式で大半が土木用向けとして販売いたしました。
　
※枝虫等の虫害材は堀山下貯木場へ出荷するようお願いいたしま
す。

【合板用丸太】

・材 　長：４.10ｍ(造材は４.０７～４.１３ｍ)。

・末口径：樹皮を除き１８㎝～５８㎝。

・神奈川県内で合法的に伐採された間伐材。

・著しいトビクサレ等の材の買
取りはできません。

適　用

秦野市堀山下貯木場

２ｍ・３ｍ・４ｍ ４,０００円/ｔ ８～４２㎝
・合法性とバイオマス証明。
・重量による買取り。 　　　　チップ材　受入状況

　

 　5月の加工用小径木は順調に入荷しておりますが、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、5月のチップ材の入荷量は300ｔを超える入荷となりまし
た。チップ材の出材も併せてお待ちしております。またチップ材
入荷の際は合法性の証明書類の提出が必要となりますので入
荷の際は生産販売課までお問い合わせください。

適　用

　　ス　ギ 　　ヒノキ

　原木流通通信（6月号）

秦野市菖蒲貯木場

　元号令和元年と改まった５月の取扱量は５７５㎥となりました。
今月から９月までは市を開催せず、現物により相対取引する即
売方式となります。
　入荷は、系統の森林組合から１６３㎥、県関係から７４㎥、民間
の事業体から３３８㎥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、スギ・ヒノキ共に柱・土台・桁の構造材を中心に
中目にも注文があり、売り先に困ることはないものの、引き合いと
なる業者がなく、単価上昇に結びつかない状況となっていま
す。
　相場は、スギの３０㎝上以外は保合いで推移しており、しばらく
は小動き程度で推移していくものと思われます。
　これからの時期は、穿孔虫の影響や材が傷みやすくなります
ので、速やかに出荷いただきますようお願いします。



　          神奈川県森林組合連合会 2019年7月

【6月の市況等】 (㎥あたり単価)
　３ｍ 柱目 　５,０００～１２,０００円 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１８,５００円

　３ｍ 中目 　５,０００～１２,０００円 　３ｍ 中目 　　１４,０００～１９,０００円

　４ｍ 桁 　６,０００～１２,０００円 　４ｍ 土台 　　１２,０００～１８,１００円

【加工用小径木及びバイオマス向けチップ材】

加工用小径木 買取価格 末口径

３ｍ ８,０００円/㎥ ９～１３㎝

４ｍ ９,０００円/㎥ ９～１４㎝

チップ材 買取価格 末口径

区　分 買取価格

ス　ギ ６,８００円/㎥

ヒノキ １０,１００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)

・材 　長：４.10ｍ(造材は４.０７～４.１３ｍ)。

相模原市津久井貯木場

【合板用丸太】

・末口径：樹皮を除き１８㎝～５８㎝。

・神奈川県内で合法的に伐採された間伐材。

・合法性とバイオマス証明。

　６月の入荷は梅雨時としては多く、県西地域の事業体から１１６
㎥の出材となりました。
　即売方式で大半を土木用向けとして販売しました。

※枝虫等の虫害材は堀山下貯木場へ出荷するようお願いしま
す。

C材の買取価格 適　用

　６月の津久井貯木場への入荷状況は、県北地域の森林組合
から２９㎥、事業体から６０㎥の出材があり、スギを中心とした多
量の取扱高でした。
　即売方式で建築用向けとして販売しました。現在３０ｃｍ上の
大径材がやや弱含みとなっています。
　丸太が痛みやすい時期であります。計画的な出材をお願いし
ます。

５,０００円/ｔ

・指定場所まで運搬すること。

・重量での買取り。

・著しいトビクサレ等の材の買
取りはできません。

秦野市堀山下貯木場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チップ材　受入状況

　

　６月の加工用小径木原木の入荷状況は減少傾向にあります。
今後の加工丸太の注文に備え在庫確保に努めていますので、
積極的な出材をお願いします。
　また、６月のチップ材の入荷量は約３４７ｔでした。入荷の際は
事前に合法性の証明と併せてバイオマス証明の書類提出が必
要となります。入荷の際は生産販売課までお問い合わせくださ
い。 適　用

適　用

２ｍ・３ｍ・４ｍ ４,０００円/ｔ ８～４２㎝
・合法性とバイオマス証明。
・重量による買取り。

　　ス　ギ 　　ヒノキ

　原木流通通信（7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する即売方式で、
６６９㎥の取扱量となりました。
　入荷は、系統の森林組合から９０㎥、民間の事業体から５７９㎥
と先月に続き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、スギ・ヒノキ共に柱・土台・桁の主要部材及び、中
目に注文が入っていますが、３ｍの入荷が乏しく、柱目が供給
不足となっています。
　相場は、時期的な値引き交渉が始まっており、今月はなんとか
保合いで推移していますが、今後は弱気配になっていくものと
思われます。
　一般的な住宅を一棟建てる場合、３ｍ材は４ｍ材の倍以上必
要とされますので、良材がとれる現場は積極的に３ｍの造材を
お願い致します。



　          神奈川県森林組合連合会 2019年8月

【7月の市況等】 (㎥あたり単価)
　３ｍ 柱目 　５,０００～１２,０００円 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１８,５００円

　３ｍ 中目 　５,０００～１２,０００円 　３ｍ 中目 　　１４,０００～１９,０００円

　４ｍ 桁 　６,０００～１２,０００円 　４ｍ 土台 　　１２,０００～１８,１００円

【加工用小径木及びバイオマス向けチップ材】

加工用小径木 買取価格 末口径

３ｍ ８,０００円/㎥ ９～１３㎝

４ｍ ９,０００円/㎥ ９～１４㎝

チップ材 買取価格 末口径

区　分 買取価格

ス　ギ ６,８００円/㎥

ヒノキ １０,１００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)

C材の買取価格 適　用

相模原市津久井貯木場

　７月の津久井貯木場への入荷は、県北地域から多量の出材
が続いており、販売結果は３６２㎥となり、貯木場開設以来最も
多い取扱量となりました。
　内訳は　事業体からの出材が大半を占め３４２㎥で、森林組合
からの出材も増加傾向にあります。
　販売は構造材を中心に順調に販売しておりますが、末口３６
ｃｍ上の大径材の引き合いが若干弱くなっています。
　夏場のこの時期、材の痛みが早いのと荷動きも悪くなることか
ら早めの仕分け作業と販売をしてまいります。

５,０００円/ｔ
・指定場所まで運搬すること。

・重量での買取となる。

　７月の堀山下貯木場への入荷状況は、県西地域の事業体か
らの出材が続いています。
　入荷量は多い反面、荷動きが悪く販売結果は１４㎥となり、夏
場のこの時期の市況は、全体的に弱含みとなっております。

【枝虫等の虫害材は堀山下貯木場へ出荷するようお願いいたし
ます。】

【合板用丸太】

・材 　長：４.10ｍ(造材は４.０７～４.１３ｍ)。

・末口径：樹皮を除き１８㎝～５８㎝。

・神奈川県内で合法的に伐採された間伐材。

・著しいトビクサレ等の材の買
取りはできません。

適　用

秦野市堀山下貯木場

２ｍ・３ｍ・４ｍ ４,０００円/ｔ ８～４２㎝
・合法性とバイオマス証明。
・重量による買取り。

　

　７月の加工用小径木原木の入荷状況は順調でした。　今後の注文に
備え、在庫確保に努めております。
　また、チップ材の入荷量は２５４ｔと想定以上の入荷が続いており、置
場に苦慮しております。入荷の際は生産販売課までお問い合わせくだ
さい。

適　用

　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、現物により相対取引する即売方式で、
１,３３８㎥の取扱量となりました。
　入荷は、系統森林組合から２４７㎥、民間事業体から１,０９１㎥
と活発な出荷となりました。
　販売状況は、スギ・ヒノキ共に柱・土台・桁の構造材を中心に、
ほぼ全品目で注文が入っており、好調な売れ行きとなっていま
すが、３ｍの柱目が供給不足となっております。
　相場は、時期的なじり安傾向になる予想に反し、弱含みながら
も保合いとなりました。
　今年は梅雨が長く、シラタの傷みが早いのと、梅雨明けに穿孔
虫の活動が活発になることが想定されるので、造材後は速やか
に搬出をするようにお願いいたします。

　　ス　ギ 　　ヒノキ



　          神奈川県森林組合連合会 2019年9月

【8月の市況等】 (㎥あたり単価)
　３ｍ 柱目 　５,０００～１２,０００円 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１８,５００円

　３ｍ 中目 　５,０００～１２,０００円 　３ｍ 中目 　　１４,０００～１９,０００円

　４ｍ 桁 　６,０００～１２,０００円 　４ｍ 土台 　　１２,０００～１８,１００円

【加工用小径木及びバイオマス向けチップ材】

加工用小径木 買取価格 末口径

３ｍ ８,０００円/㎥ ９～１３㎝

４ｍ ９,０００円/㎥ ９～１４㎝

チップ材 買取価格 末口径

区　分 買取価格

ス　ギ ６,８００円/㎥

ヒノキ １０,１００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)

　

　８月の加工用小径木原木の入荷は順調でしたが、今後の注文
に備え在庫確保に努めておりますので、積極的な出材をお願い
します。
　また、チップ材の入荷量は２２６ｔでした。
　置場が狭くなってきておりますので、入荷の際は生産販売課ま
でお問い合わせください。

・材 　長：４.10ｍ(造材は４.０７～４.１３ｍ)。

相模原市津久井貯木場

 ８月の堀山下貯木場への入荷状況は、県西地域からの虫害材
の入荷が続いております。
　時期的な材の痛みなどの影響もあり、荷動きが鈍く販売実績
は４８㎥で、土木用、合板用として販売しました。

【枝虫等の虫害材は堀山下貯木場へ出荷するようお願いしま
す。】

【合板用丸太】

・末口径：樹皮を除き１８㎝～５８㎝。

・神奈川県内で合法的に伐採された間伐材。

C材の買取価格 適　用

　８月の津久井貯木場への入荷状況は、落ち着き始めてきてい
ます。
　事業体からスギを中心とした出材が大半ですが、森林組合か
らの出材も増えてきています。
　販売実績は先月とほぼ同じ３６３㎥販売することができました
が、材の痛みなどの影響もあり、若干弱含みが続いています。
　まだしばらくは材が痛みやすい時期が続きますので、早めの
出材を心掛けるようお願いします。

５,０００円/ｔ
・指定場所まで運搬すること。

・重量での買取となる。

適　用

・著しいトビクサレ等の材の買
取りはできません。

秦野市堀山下貯木場

適　用

２ｍ・３ｍ・４ｍ ４,０００円/ｔ ８～４２㎝
・合法性とバイオマス証明。
・重量による買取り。

　　ス　ギ 　　ヒノキ

　原木流通通信（9月号）

秦野市菖蒲貯木場

　８月も市を開催せず、現物により相対取引する即売方式で、
１,５４９㎥の取扱量となりました。
　入荷は、系統の森林組合から２９０㎥に対して事業体から
１,２５９㎥と活発な出荷となりました。
　販売状況は、ヒノキの柱・土台の構造材は県内・県外から注文
が入っており、好調な売れ行きとなっていますが、スギが間柱や
矢板、合板などＢ材で対応できる規格の注文はありますが、Ａ材
の注文が減っており販売に苦慮しています。
　相場は、弱含みではあるものの、保合いとなっていますが取扱
量の大半がＢ材だったため、平均単価は８,０００円台となりまし
た。
　痛んだ材の入荷が続いており、しばらくＢ材が大半の取引が続
くと思われます。



　          神奈川県森林組合連合会 2019年10月

【9月の市況等】 (㎥あたり単価)
　３ｍ 柱目 　５,０００～１２,０００円 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１８,０００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 　　１０,０００～１７,５００円

【加工用小径木及びバイオマス向けチップ材】

加工用小径木 買取価格 末口径

３ｍ ８,０００円/㎥ ９～１３㎝

４ｍ ９,０００円/㎥ ９～１４㎝

チップ材 買取価格 末口径

区　分 買取価格

ス　ギ ６,８００円/㎥

ヒノキ １０,１００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)

C材の買取価格 適　用

相模原市津久井貯木場

　津久井貯木場の入荷は落ち着いてきており、森林組合から
１５㎥、事業体から８９㎥の出材で、１０４㎥を販売しました。杉の
出材が大半を占め、材の痛みもあるこの時期は販売に苦慮して
おります。
　市況の弱含み状態が続いていますが、今後は素材生産の時
期に入ることから、出材量も増えてくると思われますので、多量
の出材をお願いします。

５,０００円/ｔ
・指定場所まで運搬すること。

・重量での買取となる。

　9月の堀山下貯木場の入荷状況は、県西地域からの虫害材が
多量に入荷しています。　時期的な材の痛みが多く販売に苦慮
していますが、販売実績は２３５㎥で、主に合板用、土木用とし
て販売しました。
　出材内訳は、事業体から１７７㎥、直営班から５８㎥の出材でし
た。

【合板用丸太】

・材 　長：４.10ｍ(造材は４.０７～４.１３ｍ)。

・末口径：樹皮を除き１８㎝～５８㎝。

・神奈川県内で合法的に伐採された間伐材。

・著しいトビクサレ等の材の買
取りはできません。

適　用

秦野市堀山下貯木場

２ｍ・３ｍ・４ｍ ４,０００円/ｔ ８～４２㎝
・合法性とバイオマス証明。
・重量による買取り。

　

 9月の加工用小径木の入荷は乏しいため、原材料が不足して
いますので、小径木の積極的な仕分けと出材をお願いします。
　また、チップ材の入荷量は活発で５７２ｔ出材いただきました。

適　用

　原木流通通信（10月号）

秦野市菖蒲貯木場

　９月も市を開催せず、現物により相対取引する即売方式で、
１,６５６㎥の取扱量となりました。
　入荷は、系統の森林組合から２１７㎥に対して、事業体から
１,４３９㎥と活発な出荷となりました。
　販売状況は、主要部材であるヒノキの柱・土台の構造材及び
末口２４ｃｍ上の中目材に県内・県外の業者から注文が入ってお
り、スギも間柱や矢板・合板材の注文があるものの、穿孔虫や夏
場の傷んだ材で対応しているため、単価を下げての販売を余儀
なくされています。
　相場は、シラタが傷んだ材の価格を若干下げて販売しており、
構造材を中心に弱気配となっています。
　１１月から市の開催を予定していますので、良材の出荷をお待
ちしてます。

　　ス　ギ 　　ヒノキ


