
　          神奈川県森林組合連合会 2020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 　　１４,０００～１８,５００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 　　１０,０００～１８,０００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

　１２月の津久井貯木場への入荷は、主に森林組合からの出材
でしたが、入荷量としては少なかったです。
　また、１２月の年末謝恩市での販売も３９㎥と少なく、すべて森
林組合からの出材によるものでした。
　今後の多量の入荷をお待ちしておりますので、出材をよろしく
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。

  12月の堀山下貯木場への入荷はなく、仕分け済みの材を販
売している状況が続いております。
　12月の年末謝恩市での販売は８９㎥という結果で、内訳は事
業体が６９㎥、直営が20㎥という内容でした。
　入荷していただいた材の販売も進み、置場も十分余裕がでて
きており入荷をお待ちしている状況ですので、出材をよろしくお
願いします。
【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。 　　　　　　　（写真：加工場復旧作業状況）

　

　現在、台風災害の影響を受けた加工場の復旧作業について、
２月末完成を目途に行っており、皆様には大変ご迷惑をお掛け
して申し訳ございませんが、今しばらくお待ちください。
　加工用小径木とチップ材の受け入れは行っておりますので、
引き続き出材をよろしくお願いします。

適　用

　　ス　ギ 　　ヒノキ

　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。
　本年も変わらぬご愛顧のほどお願い申し上げます。
　昨年12月の取扱量は９６５㎥となりました。
　入荷の内訳は、系統の森林組合から５２１㎥、県関係から２６２
㎥、事業体から１８２㎥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、
中目材も県内・県外の業者から活発に注文が入っていますが、
入荷状況が悪く供給不足となっています。
　相場としては、柱・土台の主要部材が無い物高で強気配と
なっており、12月の市売りは、11月市に比べ、平均単価は２,００
０円高い２０,０００円台となりました。



　          神奈川県森林組合連合会 2020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 　　１０,０００～２０,０００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)

・合法性とバイオマス証明。

C材の買取価格 適　用

相模原市津久井貯木場

５,０００円/ｔ

・指定場所まで運搬すること。

・重量による買取り。

　１月の津久井貯木場への入荷は森林組合系統からの入荷があり、
新春初市での販売量は116㎥でした。
　これから年度末に向かって森林組合系統他から入荷が予定され、
集中的に入荷が続いた場合、仕分け、販売に支障が出る場合もあり
ますので、早めの出荷をよろしくお願いいたします。

　前月に引き続き、1月も堀山下貯木場への入荷はありませんでした
が、これまでに入荷していた材を仕分けした結果、１月の販売量は
205㎥となりました。
　現在、荷の受け入れはいつでも可能となっていますので、出材をよ
ろしくお願いいたします。

【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。

　

　１月の加工用小径木の入荷は乏しい状況でした。
　加工場の復旧作業は２月末完成を目途に行っており、復旧し次第、
生産を行っていきますので、加工用小径木の出材をお願いします。
　また、チップ材の入荷実績は４６５ｔでした。

適　用

　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１,６２１㎥となりました。
　入荷の内訳は、系統の森林組合から９６４㎥、県関係から４０５㎥、事
業体から２５２㎥となりました。
　販売状況は、スギ・ヒノキ共に柱・土台・桁の構造材に県内の業者か
ら注文が入っているほか、中目材にも県内・県外の業者から注文が
入っており、売れ行きは好調ですが、良材の入荷が少なく供給不足と
なっています。
　相場は、全品目で保合いとなりましたが、良材の品薄感から堅調に
推移しています。
　今年度の市は、２月１３日と３月１２日の２回を残すのみとなりました。
　年度内の精算をするには、２月21日までに運搬が完了するようよろし
くお願いいたします。

　　ス　ギ 　　ヒノキ



　          神奈川県森林組合連合会 2020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 　　１０,０００～２０,５００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

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月の津久井貯木場は森林組合系統からの入荷があり、如月
市での販売量は63㎥でした。すでに年度末に向け徐々に入荷
が増えています。
なお、スギA材（3ｍ、4ｍ中目）の需要が増加していますので出
材をよろしくお願いいたします。

相模原市津久井貯木場

【合板用丸太】

秦野市堀山下貯木場

・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。

【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】

・著しいトビクサレ等の材の買
取りはできません。

適　用

　今月も前月に引き続き堀山下貯木場への新規入荷はありませ
んでした。　現在、材の受入はいつでも可能となっていますの
で、出材をよろしくお願いします。

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

　

　加工場の復旧作業も終盤を迎え、2月末より段階的におロータ
リー丸太加工の生産を行っております。原材料の小径木は下記
の価格で買い取らさせていただきますので、積極的な出材をよ
ろしくお願いします。
　また、2月のチップ材の入荷実績は３７０ｔでした。

適　用

　　ス　ギ 　　ヒノキ

　原木流通通信（3月号）

秦野市菖蒲貯木場

　立春を迎えた今月の取扱量は１,１３４㎥となりました。
　入荷の内訳は、系統の森林組合から７０６㎥、県関係から５
㎥、事業体から４２３㎥となりました。
　販売状況は、主要部材の柱・土台・桁を中心に、全品目で県
内・県外の業者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、年度末の工期に追われた業者の雑な造材が多く、A
材の単価としては伸び悩んでいます。
　相場は、土台目で強気配となりましたが、末口２４㎝上が弱気
配となり、その他の品目は保合いで推移しています。



　          神奈川県森林組合連合会 2020年5月

【4月の市況等】 (㎥あたり単価)
　３ｍ 柱目 　５,０００～１１,０００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 　　１０,０００～１７,０００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 ９,６００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)

C材の買取価格 適　用

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。

　令和2年の新年度になりましたが、入荷はありませんでした。
　なお、本会では新コロナウィルス拡大防止対策として、職員は
隔日在宅勤務を行っていることから、十分な対応が出来ないた
め、津久井貯木場は5月末まで一時閉鎖させていただいており
ます。
　出荷者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご
協力をいただきますようお願いいたします。

相模原市津久井貯木場

【合板用丸太】

秦野市堀山下貯木場

・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。

【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。】

・著しいトビクサレ等の材の買
取りはできません。

適　用

　4月の入荷はありませんでしたが、出材をお待ちしております。
　出材の際は事前にご連絡いただきますようお願いいたします。

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月の加工用小径木は順調に入荷しておりますが、新型コロナウイ
ルス対策により加工丸太の生産は通常より時間がかかっております。
注文の際はお早めにお願いします。
　また、発電用チップ材につきまして出荷をお待ちしております。

　　　　　　　　　　　     　　　　　（右写真：最新チッパーによる出荷状
況）

適　用

　　ス　ギ 　　ヒノキ

　原木流通通信（5月号）

秦野市菖蒲貯木場

　新年度、初市となった今回の取扱量は３３５.５６８㎥となりました。
　入荷の内訳は、系統の組合から１１４㎥、事業体から２２１㎥となり、
年度の切り替わるこの時期は例年、入荷量が少なく集荷に苦慮して
います。
　新型コロナウィルスの影響で緊急事態宣言も発令され、買方の皆様
が来ていただけるか不安の中、市の開催となりましたが、事前に下見
に来ていただいたり、電子メールで写真を送る等の対応をし、FAXで
入札していただくことで無事に終えることが出来ました。
　また、最近では珍しい優良のクスが入荷したことで、広葉樹を専門と
する買方がご来市いただき、活発な応札となりました。
　相場は、構造材を中心に弱気配となり、先行き不透明な状況となっ
ています。



　          神奈川県森林組合連合会 2020年6月

【5月の市況等】 (㎥あたり単価)
　３ｍ 柱目 　５,０００～１１,０００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 　　１０,０００～１７,０００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 ９,６００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・購買)　0463-73-5296(共販・加工)　fax 0463-88-6768(1F)

　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
方式となり、取扱量は１４７.７８９㎥となりました。
　入荷の内訳は、系統の森林組合から４４㎥、事業体から１０３㎥と例
年、年度替わりの４月・５月は入材が少ないものの、今年は新型コロナ
ウィルスの影響もあり、販売先の引取りが鈍く少量の取扱量となりまし
た。
　販売状況は、入材が少量となっていますが、ヒノキの柱・土台の注文
は減少しているため、供給することが出来ており、末口２４㎝上の中目
は県外業者からの注文が入っていますが、スギは末口２０㎝上で単価
の安い羽柄材の注文のみとなっています。
　相場は、保合いで推移しているものの弱含みとなっています。
　現在、ゴールデンウィーク明けからの入材が活発になっており、荷受
場所が埋まって来ているので、新規現場の出荷の際には、必ず事前
にご連絡いただきますようお願いいたします。

　　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。

　

　 ５月の加工用小径木は順調に入荷しておりますが、ロータリー丸太
の注文が増えており生産に時間がかかっておりますので、ご注文の
際はお早目にお願いします。
　また、５月のチップ材の入荷量は６００ｔを超える活発な入荷でした。
　（写真はチップ材のストック）

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

【合板用丸太】

秦野市堀山下貯木場

・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。

【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。】

C材の買取価格 適　用

　コロナ禍の影響で５月の１ヶ月間を臨時閉鎖し出荷者の皆様におき
まして、御迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
　６月より再開し森林組合をはじめとして複数の事業体から、新規の入
荷をいただきました。
　大手合板会社及び地元製材所も在庫調整等による買い控えの影
響で、販売先が不透明な状況ではありますが、雨季を控え虫害が発
生する前にできるだけ早く販売先を確保し、早期生産を目指して参り
ます。

５,０００円/ｔ

・指定場所まで運搬すること。

　堀山下貯木場では、４月までほとんど入荷がありませんでしたが、林業セン
ター土場に予想をはるかに超える材の入荷で受入スペースの不足から、５月
より一部の出荷材を堀山下貯木場に受入れ、すでに３００㎥以上のスギ材を
中心に入荷しています。
　これから仕分け作業に追われる状況となりますが、コロナ禍の影響で販売
先が買い控え傾向にある中、販売先を確保し早期精算を目指して参ります。

・指定場所：山梨県大月市笹子町白野813

・重量での買取となる。

相模原市津久井貯木場



　          神奈川県森林組合連合会 2020年7月

【6月の市況等】 (㎥あたり単価)
　３ｍ 柱目 　５,０００～１１,０００円 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１８,０００円

　３ｍ 中目 　５,０００～１２,０００円 　３ｍ 中目 　　１４,０００～１７,０００円

　４ｍ 桁 　６,０００～１１,０００円 　４ｍ 土台 　　１０,０００～１７,０００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 ９,６００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)

　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、８５８.７
２７㎥の取扱量となりました。
　入荷の内訳は、系統の森林組合から４５１㎥、民間の事業体から４０７
㎥となり、ゴールデンウィーク明けから活発な出荷が続いています。
　販売状況は、主要部材である、柱・土台・桁の注文はありますが、単
価は下がっており、人気のない中目材は価格を下げて販売せざるを得
ない状況となっています。
　また、B材の販売先の土木用材やベニヤ工場も減産体制の影響で、
単価の見直しや納入量も制限されている状況です。
　相場は、下落しており、全国的にも下げ基調となっており、先行き不
透明な状況となっています。
　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、山
土場に長く置かず、伐倒造材後は速やかに搬出するようよろしくお願
いいたします。

　　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。

　

　６月の加工用の原材料小径木の入荷は順調で、今後の注文に備え
て、在庫確保に努めています。
　なお、発電用チップ材は７００ｔを超える入荷量で、先月を上回る活発
な入荷が続いています。

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

【合板用丸太】

秦野市堀山下貯木場

【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。】

　すでに入荷している材がまだ仕分作業が終わっていない状況ですの
で、品質低下防止の観点からも早期仕分け、早期販売に努めてまいり
ます。

・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

C材の買取価格 適　用

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。

　６月の入荷は系統組合を中心に２００㎥以上の入荷がありました。梅
雨の真っただ中の山の作業は、大変なご苦労があると思いますが、安
全作業でお願いします。
　これから気温が上がるにつれ、穿孔虫等による被害が想定されます
ので、早期販売に努めてまいります。



　          神奈川県森林組合連合会 2020年8月

【7月の市況等】 (㎥あたり単価)
　３ｍ 柱目 　５,０００～１１,０００円 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１８,０００円

　３ｍ 中目 　５,０００～１２,０００円 　３ｍ 中目 　　１４,０００～１７,０００円

　４ｍ 桁 　６,０００～１１,０００円 　４ｍ 土台 　　１０,０００～１７,０００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 ９,６００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)

C材の買取価格 適　用

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。

　各方面から徐々にではありますが、入荷が活発化してきました。
　梅雨明けと同時に材の劣化が想定されますので、早期の完売を目
指し努力していきます。
　なお、材の出荷は事前にご相談ください。

相模原市津久井貯木場

【合板用丸太】

秦野市堀山下貯木場

【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。】

　ようやく梅雨が明け本格的な夏の到来です。
　入荷材の仕分け作業を本格的に開始し、販売先確保に向け営業強
化していきす。
　なお、夏場の伐採は材が傷みやすいので出材はなるべく早めにお
願いいたします。

・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

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。

　

　加工用小径木は順調に入荷しています。
　引き続き出材をよろしくお願いします。
　出荷者の皆様のおかげで、７月の発電用チップ材の入荷実績は３３
５ｔを頂き、ありがとうございました。
　潤沢な在庫がありましたので、製品チップとして７００ｔ販売しました。

適　用

　　ス　ギ 　　ヒノキ

　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、１,７０２
㎥の取扱量となりました。
　入荷の内訳は、系統の森林組合から６５９㎥、県関係から１３０㎥、事
業体から９１３㎥と活発な出荷がありました。
　販売状況は、ヒノキの柱・土台の構造材とスギの中目に県内業者か
ら注文があり、ヒノキの中目に県外業者から注文が入り始めてます。
　相場は、ヒノキの柱・土台が小幅高となりましたが、その他の品目は
安値横這いとなっています。
　今年は梅雨が長く、シラタの傷みが早いので、山土場に長く置かず
早期搬出をお願い致します。



　          神奈川県森林組合連合会 2020年9月

【8月の市況等】 (㎥あたり単価)
　３ｍ 柱目 　５,０００～１１,０００円 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１８,０００円

　３ｍ 中目 　５,０００～１２,０００円 　３ｍ 中目 　　１４,０００～１７,０００円

　４ｍ 桁 　６,０００～１１,０００円 　４ｍ 土台 　　１０,０００～１７,０００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 ９,６００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)

C材の買取価格 適　用

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。

　今回、構造材を中心に約７０㎥を取り扱いました。
　入荷はスギ材が多く搬入されており、A材は地元製材工場へ全量販
売しており、B材在庫については順次販売していきますので、精算ま
で今しばらくお待ちください。
　今後の動向としてスギ、ヒノキ共A材の引合いが強い状況ですので、
これから出材を予定されている方は、できるだけスギ、ヒノキ問わずA
材の出材をお願いいたします。

相模原市津久井貯木場

【合板用丸太】

秦野市堀山下貯木場

【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。】

　入荷されていましたスギ材の仕分け作業がほぼ終了し、順次合板向
けを中心に販売しています。
　これから秋口にかけ出荷を予定されている方は、搬入の事前打ち合
わせをお願いいたします。

・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

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。

　

　加工用小径木は順調に入荷しております。
  只今、加工丸太の在庫確保に努めておりますので、引き続き小径木
の出材をよろしくお願いします。
　また、８月の発電用チップ材の入荷実績は２１５ｔで、製品チップの販
売は４７８ｔでした。

適　用

　　ス　ギ 　　ヒノキ

　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する即売方式で、１,６０５
㎥の取扱量となりました。
　入荷としては、系統の森林組合から５６８㎥、県・町関係から２７１㎥、
事業体から７６６㎥と事業体及び系統の組合からの活発な出材となりま
した。
　販売状況は、主要部材であるヒノキの柱・土台を中心にスギの中目も
県内業者から注文が入っているほか、県外業者からヒノキの中目に注
文入っていますが、入荷してくる材の大半が夏場の傷みと穿孔虫が
入っており、取扱量のうちＡ材として販売出来た量はわずか２６３㎥
で、需要に対して供給不足となっています。
　相場は、ヒノキの柱・土台は品薄感から反発し、そのほかの品目は保
合いとなりました。
　まだまだ残暑厳しい日が続いているので、熱中症等に気を付けて安
全作業をお願いします。



　          神奈川県森林組合連合会 2020年10月

【9月の市況等】 (㎥あたり単価)
　３ｍ 柱目 　５,０００～１１,０００円 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１８,０００円

　３ｍ 中目 　５,０００～１２,０００円 　３ｍ 中目 　　１４,０００～１７,０００円

　４ｍ 桁 　６,０００～１１,０００円 　４ｍ 土台 　　１０,０００～１７,０００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 ９,６００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)

　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する即売方式で１,４３３㎥
の取扱量となりました。
　入荷としては、系統の森林組合から４７４㎥、県・町関係から２１７㎥、
事業体から７４２㎥と事業体からの活発な出材があり、次いで系統の組
合からとなりました。
　販売状況は、構造材のヒノキの柱・土台を中心に末口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、単価上昇に繋がらない厳しい状況となっています。
　相場は、全ての品目が保合いで推移しています。
　１０月から市の開催を予定していますので、優良材の出荷を心よりお
待ちしております。

　　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。

　

　加工用小径木原木の入荷は減少傾向にありますので、今後の加工
丸太の注文に備え、在庫確保に努めてまいりますので積極的な出材
をお願いします。
　また、発電用チップ材の入荷量は少なく８４ﾄﾝで、製品チップの販売
量は５１１ﾄﾝでした。
　今後も、多くの出材をお待ちしております。

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

【合板用丸太】

秦野市堀山下貯木場

【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。】

　季節は秋に移り、入荷されていた３m及び４mのスギ、ヒノキ材の仕分
作業が終了して、現在入荷材は入っていない状態になっております。
　同時に各販売先の在庫が貯木場にありますので、早期販売に努め
て参ります。

・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

C材の買取価格 適　用

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。

　津久井貯木場での入荷材の仕分作業は、現在全て終了した状態で
す。
　入荷の受け入れは可能となっていますので、出荷をする際には事前
にご相談ください。
　また、販売先未定の材もできるだけ早く販売先を確保して参ります。



　          神奈川県森林組合連合会 2020年11月

【10月の市況等】 (㎥あたり単価)
　３ｍ 柱目 　５,０００～１１,０００円 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１８,０００円

　３ｍ 中目 　５,０００～１２,０００円 　３ｍ 中目 　　１４,０００～１７,０００円

　４ｍ 桁 　６,０００～１１,０００円 　４ｍ 土台 　　１０,０００～１７,０００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 ９,６００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)

　原木流通通信（11月号）

秦野市菖蒲貯木場

　１０月から市の開催を予定していましたが、優良材の入荷が乏しく開
催は見送りとなりましたが、即売方式による中間販売で１,１２６㎥の取
扱量となりました。
　入荷の内訳は、系統の森林組合から６００㎥、町関係から７４㎥、事
業体から４５２㎥と系統の組合からの活発な出材となりました。
　販売状況は、ヒノキの柱・土台の構造材と４ｍの中目に注文が入って
いるほか、スギは４ｍの末口２４㎝上の中目に注文が入っていますが、
良材の入荷が減少しており、需要に対して供給不足となっています。
　相場は、保合いとなりましたがA材は品薄感から堅調に推移しており
ますが、相変わらず夏場の傷んだ材の入荷と、秋口からの新材は枝
虫エリアが多く、単価上昇に繋がらない厳しい状況となっています。
　現在、入荷が停滞しており、構造材を中心に良材・B材共に用材が
不足していますので、是非ご出材の程、よろしくお願い致します。

　　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。

　

 10月の加工用小径木原木の入荷は乏しく、原材料が不足しておりま
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２４３ｔでした。発電用チップとしての販売
量は５６２ｔでした。引き続き多量の出材をお待ちしております。

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

【合板用丸太】

秦野市堀山下貯木場

【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。】

　入荷されていましたスギ、ヒノキ材の仕分け作業は終了し、順次販売
しております。
　入荷の受け入れは可能になっておりますので、これから出荷を予定
されている方は、事前打ち合わせをした上で搬入をお願いいたしま
す。

・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

C材の買取価格 適　用

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。

　現在、貯木場の入荷はスギ材が比較的多く搬入されている状況にあ
ります。
　仕分けが終了した材では、スギの３ｍ及び４ｍでのA材の在庫も貯木
場に複数ありますので、早期の販売を目指して参ります。



　          神奈川県森林組合連合会 2020年12月

【11月の市況等】 (㎥あたり単価)
　３ｍ 柱目 　５,０００～１１,０００円 　３ｍ 柱目 　　１４,０００～１９,０００円

　３ｍ 中目 　５,０００～１２,０００円 　３ｍ 中目 　　１４,０００～１７,０００円

　４ｍ 桁 　６,０００～１１,０００円 　４ｍ 土台 　　１０,０００～１９,０００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 ９,６００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)

　原木流通通信（12月号）

秦野市菖蒲貯木場

　実に、７ヵ月ぶりの市開催となった１１月の取扱量は１,４８３㎥となりま
した。
　入荷の内訳は、系統の森林組合から６６５㎥、県関係から５０３㎥、事
業体から３１５㎥となりました。
　販売状況は、スギ・ヒノキ共に柱・土台・桁の主要部材に県内業者か
ら注文があり、ヒノキの中目材に県内・県外業者から注文があるほか、
少量とはいえスギの中目材にも県内・県外業者から注文があり、売れ
行きは好調となっていますが、枝虫エリアからの入材が多く、需要に対
して供給不足となっています。
　相場は、良材の品薄感から強含みの傾向となっており、市売りでの
平均単価は２２,０００円台と好調な滑り出しとなりました。

　　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。

　

 　11月の加工用小径木は徐々に入荷が増えてきました。引き続き出
材をよろしくお願いいたします。また、チップ材の入荷量は７００ｔで、発
電用チップの販売量は５０２ｔでした。

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

【合板用丸太】

秦野市堀山下貯木場

【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。】

　入荷されていましたスギ、ヒノキ材の仕分け作業は終了し、貯蓄して
いた材は全て販売いたしました。
　入荷の受け入れは可能になっておりますので、これから出荷を予定
されている方は、事前打ち合わせをした上で搬入をお願いいたしま
す。

・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

C材の買取価格 適　用

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。

　現在、貯木場の入荷はスギ、ヒノキともに３ｍ及び４ｍ材が搬入され
ております。
　仕分けが終了した材でスギ４ｍのB材の在庫が、貯木場に比較的多
くありますので、早期の販売を目指して参ります。材の出荷時には事
前にご相談下さい。


