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※「みんなで育てよう！ さがの森林」facebookページを開設しました。
http://www.facebook.com/saganomori へアクセスしてください。
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はじめに

本県には、有明海に面して広大な佐賀平野が広が

り、そこには「クリーク」と呼ばれる農業用の用排

水路が張り巡らされ、古くから農業の発展に寄与し

てきました。

クリークは、全体延長1500kmに及び、農業用水の

貯留や送水機能のほか地域を洪水から守る防災機能

等多面的機能を有しています。

しかしながら、クリークの多くは土水路構造であ

り、近年ではクリーク法面の崩壊が拡大進行し機能

が低下している状況であるため、その復旧が急務と

なっています。

このため県では、総延長約580kmを平成23年度か

ら10年間で整備することを政策の重点項目に位置付

け、さらに、工法は従来のコンクリートによるブロッ

クマット工法から県産間伐材等を活用した木柵工法

（図１）に見直し、コスト縮減による事業の促進と

併せて、木材利用の拡大により森林の保全や林業の

活性化を図ることとしています。

間伐材を活用したクリーク護岸工事

（図１ 木柵工事の標準構造図）

取組の概要・経過

クリーク護岸工事に必要な木杭等を安定的に供給

するためには、県内全域の関係者のネットワーク化

が必要不可欠となります。

工事のほとんどが当佐賀中部農林事務所で行われ

ていることから工事発注機関所属のフォレスター等

が中心となり、関係者が必要とする情報の収集・提

供や問題点等の改善に努め、連携強化を図りました。

⑴工事設計者（発注者）への取組

工事発注を行う農業土木部局の工事設計者と連携

を深めるため工事の発注計画や資材規格及び林業・

木材関係の流通加工の現状等について、年度初めや

予算編成時期など定期的に意見交換会を行いながら

木材需給の情報を共有しました。

また、原木市場や杭木加工場等の視察研修を通じ

て、原木流通の実態や杭製造に関する認識、間伐材

を利用することにより生じるメリット・デメリット

等について理解が得られ、その後の円滑な事業進捗

に繋がりました。

⑵工事施工業者への取組

地盤が軟弱な箇所等では、木杭の長さを標準の４

ｍから６ｍに変更されるケースがあります。曲り材

の有効活用を図ることを目的として、６ｍ曲り材の

木杭加工場等の視察研修
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６ｍ木杭打込み試験

⑷佐賀県木材協会等との意見交換等

佐賀県木材協会には、木杭供給量の全体調整や意

見のとりまとめ等、総合的な窓口を担ってもらい、

定期的に開催される需給会議にオブザーバーとして

出席し、資材納品に係る課題の改善策などを検討す

るとともに、工事設計者や現場監督者にその改善策

を提案しました。

⑸関係者へのアンケート調査

木柵工の施工性や資材の入荷状況の実態や問題点

等を把握するため、工事施工業者に対しアンケート

調査を実施しました。

その結果、資材供給は円滑であり、施工性も概ね

良好という回答結果でした。

一方、施工後の見栄えについては、気になるとい

う回答が多く、木杭や胴木の元口や末口径にバラつ

きがあることが原因となっていたため、工事単位や

路線単位で木杭の元口・末口径を揃えた納品を行う

など改善を図りました。

以上の取組により、川上から川下までの流域全体

の関係者の意識の変化、採材・加工・施工技術の向

上、関係者間の連携強化が図られ、計画的な木材の

収集と供給、計画的な資材の加工、工事現場への円

滑な納品に繋がりました。

その結果、平成25年度は約60kmのクリークの整備

が無事に完了しました。また、平成26年度の工事（整

備延長約70km）に必要な資材調達も順調に進んでい

ます。

まとめ

木柵工の新設工事や木材の腐朽に伴う張替工事

等、クリーク護岸工事は継続して実施されることが

予想されます。

このため、今後もフォレスター等が中心となり関

係者の連携を強化、リアルタイムで幅広い情報の収

集と共有、関係者のネットワークを活用した各課題

の解決について努めたいと思います。

（佐賀中部農林事務所林務課 普及担当 近藤真奈美）

⑶森林組合等の素材供給者への取組

木杭の規格にあった採材を実施するにあたり、採

材手間や端材の発生を減らす方法について検討を行

い、効率的な木杭生産に繋がるよう「木杭の採材方

法マニュアル」を作成しました。

マニュアルには、木材の皮の厚さを考慮して採材

を行うことや、端材を元玉ではなく中間でとる方法

などを掲載しています。

図２ 木杭の採材方法マニュアル（抜粋）

施工性について施工現場で打込み試験（検討会）を

実施しました。その結果、矢高５cm程度の大曲材

までは施工自体に支障がないことが確認でき、施工

現場技術の向上、曲り材の有効活用に繋がりました。
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七山の子どもたちと一緒に森林体験

発表報告する七山林業研究会の諸熊雅博さん

１ はじめに

去る８月28日（木）に熊本市で林業研究グループ

九州地区交換研修大会が開催されました。

この研修大会は、九州各県の林業研究グループの

代表が一堂に会し、日ごろの活動で得た林業経営や

林業技術に関する意見等を交換することにより林業

関係者の交流を深めることを目的として開催される

ものです。

２ 交換研修大会

九州各県の発表は、エノキタケの栽培・生産の取

組、地域住民と一体となった活動、作業道作設の取

組、竹林再生の取組などがなされました。

佐賀県からは代表として、唐津市七山で活動され

ている七山林業研究会の諸熊雅博氏が「林業への夢

と希望」と題して発表されました。

七山林業研究会は、県内の林業研究グループの中

で活動の歴史の長いグループですが、発足当初のメ

ンバーが変わらずに「林業への夢と希望」を胸にこ

れまで長い間、林研の活動を継続してきました。

こうした思いが、今もなお、自主的に伐倒技術・

作業路開設講習会により会員の技術研鑽に取り組ま

れ、高性能林業機械を使用した間伐作業の研修や将

来を見据えた森林施業（長伐期施業）の研修等の積

極的な林研活動の展開を図られています。

活動の発表をした諸熊さんは、小学生を対象とし

た森林体験学習の中で、子どもたちが夢中で作業を

する姿に「さすが七山の子どもたち」と、次代をつ

なぐ子どもたちに「林業への夢と希望」の思いが伝

わったと率直な感想を述べられました。

発表を通して、七山の住民が林業に対する思いが

希薄になっていく現実に対して率直な思いと自分た

ちが発足当時に誓った「林業への夢と希望」の思い

を強く持って頑張っていく決意、その思いを継ぐ者

たちをいかにつくっていくかなければならないのか

熱く訴えておられました。

また、発表のあとの交歓の夕べでは、九州各県か

ら参加された林研グループと意見交換や交流を深

め、有意義な交換研修会となりました。

七山林業研究会のみなさん

３ 最後に

七山林業研究会では、今もなお発足当初の思いを

実現するために活動を継続しながら、次代を担う子

どもたちに「思いをつなぐ」活動へも展開の幅を広

げられています。今後の更なる取組に期待していま

す。

（唐津農林事務所林務課 普及担当 馬場幸子）
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原木しいたけ栽培の教室が始まって今年で３年目

になります。林業教室の受講生の中には、初回から

続けて受講されている方もいます。

林業教室は、回を重ねる毎に内容が充実していき

ました。今年度は、クヌギの伐採から収穫までを想

定したプログラムを組んでおり、実際にしいたけを

収穫し、実践に活かしていただくことを目的として

います。

第１回目（５月25日（日曜日）開催）の教室では、

開校式に続いて、しいたけ栽培の基礎知識について、

日本きのこセンター九州大分事業所より講師を迎

え、座学研修を行うとともに、県有林内においてホ

ダ木の伏せ込み作業の実習を行いました。

また、第２回目（６月22日（日曜日）の教室では、

唐津市の中山茂廣さんのしいたけ生産現場を訪問

し、ホダ木の選び方や組み方などについて現地研修

を行うとともに、害菌・害虫の種類と予防について

も研修を行いました。

しやすく、しいたけづくりにとって難しい気象条件

が続きました。

クヌギの伐採、玉切りの時期を間違えないこと、

植菌の時期と伏せ込み時期、夏場の庇陰調整、ホダ

起こしと天地返しの操作など、しいたけ栽培にとっ

て収穫するまでの管理は、最低２年を超える期間が

必要です。

これまでの林業教室の知識を活かして実際に庭先

や山林を賃借し、しいたけ栽培を実施している受講

生がいます。

３回目（８月24日（日曜日）の林業教室は、受講

生のホダ木診断を行いました。

今年は、４月から６月にかけて例年より雨が少な

く、７月〜８月にかけては、例年にない降雨量があ

り、しいたけ菌糸の成長不良やホダ木に害菌が発生

林業教室受講生の生産現場研修（しいたけ乾燥）

しいたけの原基ができるまでの間、しいたけのホ

ダ化を進めるため適正に管理していかなければなり

ません。

林業教室では、これらの作業について、最高で３

年に亘って、栽培の基礎理論と実践をしてきました。

林業教室では、収穫の実践講習を初めて実施し、

２年をかけてしいたけのホダ木を管理してきまし

た。しいたけを作る喜びを受講生の皆さんと共有し

ていきたいと考えています。

林業教室（原木しいたけ栽培コース）は、一連の

プログラムを通じて、本格的にしいたけ栽培に関わ

る生産者の育成を目指していますが、今年度で終了

します。

今後、受講生の中から、本格的にしいたけ栽培の

取組を希望する方を対象として、しいたけ生産に対

するフォローアップの研修を「佐賀県原木しいたけ

栽培研究会」の研修会等の機会を活用して普及指導

していきたいと思います。

（林業課 専門技術員 淵上武俊）

林業教室受講生のホダ場診断



平成26年12月１日佐賀の林業

6

さらに、林業試験場から研究成果の普及状況につ

いて、佐賀森林管理署から低コスト造林に向けた最

新の取組について情報提供が行われました。

５月21日（水曜日）、佐賀市大和町の佐賀県林業

試験場において、県内の指導林家、林業普及指導サ

ポーター、林業研究グループ、林業事業体、行政機

関等の林業関係者の参加を得て、平成26年度佐賀県

林業普及指導事業評価会議を開催しました。

この会議は、県内各地区に配置されている林業普

及指導員が、それぞれの地域の実情に応じて取り組

んだ日頃の普及活動について、関係者に情報発信す

るとともに、客観的な意見を受け、今後の普及活動

に活かしていくことを目的に毎年開催しています。

会議では、県内６地区の林業普及指導員から、搬

出間伐の推進や県産木材の利用拡大に向けた取組、

森林経営計画策定の支援指導、特用林産物の生産指

導、地元CSOとの協働による竹林整備、市町等との

連携による林道沿線の森林巡回パトロールや森林情

報カルテ配布の取組など、それぞれの地域の実情に

応じた活動が発表され、会場からは様々な質問や提

言が寄せられ、活発な意見交換が行われました。

今回、参加者からいただいた貴重なご意見等を踏

まえて、今後とも、地域に密着した普及指導に努め、

林業の振興につなげていきたいと思います。

（林業課 専門技術員 淵上武俊）また、専門技術員からは、集約化施業の取組につ

いて情報提供を行いました。
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全農乾椎茸品評会で原二三夫さん（唐津市相知町）

が林野庁長官賞を受賞されました！

平成26年６月13日、埼玉県の全農椎茸事業所にて

「第47回全農乾椎茸品評会」（JA全農主催）が開催

され、唐津市相知町で原木しいたけの生産をされて

いる原二三夫さんが、こうしん中葉中肉の部におい

て、全国２位にあたる林野庁長官賞を受賞されまし

た。

これは佐賀県で初の快挙であり、関係者からは喜

びの声が上がっています。

この品評会は全国各地の生産者から１年の成果と

なる優秀な乾椎茸が出品され、日本産原木乾しいた

けの高度な栽培技術の成果を競うもので、今年は６

部門に20都府県から344点の応募がありました。

原さんには「佐賀の原木しいたけの知名度を向上

させたい」という思いがあり、15年ほど前から良質

なしいたけが収穫できた年には同品評会に応募を続

けていました。そんな原さんの努力が実り今回の受

賞につながりました。

原さんは原木しいたけ栽培一筋35年。県内でも

トップクラスの生産量を誇ります。

現在は弟さんと二人三脚で、生椎茸：0.6ｔ/年、乾

椎茸：0.6ｔ/年程度を1.0haほどのほだ場で生産して

います。

また、今年５月からは佐賀県原木しいたけ栽培研

究会の会長に就任され、佐賀県学校給食会への乾し

いたけ納入も積極的に行っています。

地元佐賀県の子供たちに「地産地消」「安全安心

な原木しいたけ」の大切さを伝えていきたいと、原

木にこだわった生産を続けられています。

「ゆくゆくは県内のしいたけ消費量を県内産の

しいたけでまかなえるような生産体制を作るのが

目標」と笑顔で話す原さんの功績はこれからの佐

賀県の原木しいたけ生産に明るい光を灯していま

す。

原さんにおかれましては、益々の技術の向上が

期待されるとともに、佐賀県原木しいたけ栽培研

究会の会長として、佐賀県の原木しいたけ栽培を

盛り上げていただきたいと思います。

今後も佐賀県の原木しいたけ生産者の皆様の活躍

を応援しています！

（唐津農林事務所林務課 普及担当 馬場幸子）
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県内の原木しいたけ栽培者が組織する「佐賀県原

木しいたけ栽培研究会」では、この日に合わせて、

有明佐賀空港において「きのこの日」県産原木乾し

いたけ消費拡大キャンペーンとして、佐賀便に搭乗

されたお客さんに一人ずつ県産原木乾しいたけの無

料配布を行いました。

佐賀県内には、大きく４つのしいたけ生産地があ

り、各地の農協を通じて県産しいたけが市場に出荷

されていますが、県内の消費者にとっては、県産し

いたけの認知度は低いのが現状です。

県内産のしいたけの認知度を高めて、県産の原木

しいたけの消費量をアップさせることが課題となっ

ています。

「佐賀県原木しいたけ栽培研究会」の原二三夫会

長は、「佐賀県産の乾しいたけは、原木栽培なので、

自然そのままの安心安全な食品です。原木しいたけ

ならではの歯ごたえがあり、しいたけ特有の香りを

楽しむことができます。

特に乾しいたけは、しいたけのうまみがよく出て、

いろんな料理に応用できておいしくいただけます。

ぜひ、県産のおいしいしいたけを食べてください。」

と地元の新聞社の取材に対して県産しいたけの消費

をPRしていました。

キャンペーン用の県産乾しいたけを受け取ったお

客さんからは、「佐賀県でもしいたけを作っている

ところがあるんですね。初めて知りました。ぜひ

帰って料理に使ってみたいですね。」との反応があ

り、県産しいたけのPRには効果があったようです。

これから、鍋料理が恋しくなる季節となります。

しいたけは、鍋料理には欠かせない食材です。

しいたけがあることで鍋のおいしさが引き立ちま

す。ぜひ県産しいたけを楽しんでください。

（林業課 専門技術員 淵上武俊）

10月15日は「きのこの日」です。10月は、本格的

にきのこが食卓に出始める月であり、全国的に「き

のこの日」に合わせてきのこの消費拡大のための

キャンペーンを展開しています。

今年は、初めて10月15日の「きのこの日」に県産

原木乾しいたけの消費キャンペーンを実施しまし

た。

「きのこの日」キャンペーンポスター（日本特用林産振興会）

有明佐賀空港での県産乾しいたけの無料配布
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はじめに

太良町森林組合の村井樹昭組

合長が、職員としてそして組合

長として太良町森林組合で培っ

てきた経験に基づいた森に対す

る思いを２回シリーズでお伝え

します。

今回は、「太良町森林組合の

健全な山づくりに対する考えと

これまでの歩み」について紹介します。

この紹介は、村井組合長が「森林所有者から与え

られた当地域森林の施業管理を太良町森林組合が引

き継ぎ行っていくためには」と題してまとめられた

手記から引用しています。

「森づくりで地域に豊かな自然の恵みに貢献」

森づくりには、長い時間と多くの人の手が関わっ

ています。

森林所有者は、山に木を植えてから、下刈、除伐、

枝打ち、間伐、伐採の一連の作業を人間の一生と同

じ期間をかけて山づくりを行います。

森林組合は、森林所有者の委託を受けて山の手入

れの全ての作業に関わってきました。

森林所有者にとっては、一連の作業を実施する場

合は、広い面積を持っていている自伐林家は別とし

て、山の手入れについての経験と技能はどうしても

限られてしまうことになります。

森林組合は、森林所有者からの委託を受けてさま

ざまなところの木の育ち具合が違う山の手入れを長

年に亘ってたずさわり、経験と技能を積み上げてき

ました。

こうした営みを長年積み上げてきたことで森林所

有者の山づくりへの期待に応えてきました。

成果として、大雨や降雨の少ない天候においても、

多良川の水量が変わらず安定しており、健全な山を

つくってきたことで、農業用水や飲料水等が安定的

に供給されるなど地域に貢献してきたことに自負の

念を持っています。

（手入れのいきとどいた太良町内の山林）

太良町森林組合
村井樹昭組合長
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「多くの災害を経験して」

森林組合の仕事に従事して、これまで幾多の激甚

災害を経験してきました。

集中豪雨、台風災害、雪害、これらの自然災害は

何時（いつ）何処（どこ）で訪れるのかわからない

ものです。

これらの自然災害に遭遇しても、健全な木は災害

に負けることはありません。

いかに、自然災害に打ち勝つ山づくりをするか、こ

のことを念頭に置いて山の手入れに励んできました。

これまで、経験した災害の中で激甚災害の指定を

受けた３つの事例について紹介したいと思います。

⑴豪雨災害の経験

昭和37年７月８日、当日は朝から雨が降り始め午

後８時頃から突然、道路を歩けないほどの豪雨とな

り、多良川の堤防の決壊により山地や農地の崩壊、

多くの家屋、橋が破壊され、農林産物にも甚大な被

害と、死者44名に及ぶ人的被害をももたらしました。

豪雨災害の発生の箇所を思い起こした結果、当時

の多良岳の山林の開拓の状況と深い関わりがあるこ

とに気づきました。

特に、被害があった地域は、河川の下流域に集中

しており、森林の造成を行っているところの被害は

少なかったことです。

太良町は、戦後の拡大造林の真っただ中にあり、

多良山系の中腹以上にかけて年間100haの植林を

行っていました。

また、下流域の里山は、山林を切り開いてのミカ

ン園の造成が盛んに行われていました。

このことから、「山に植林がなされているかどう

かで、洪水の被害に大きく影響する」と認識させら

れました。

この昭和37年７月８日の豪雨災害の後も、多良川

流域は、昭和50年の前半までは度々洪水が発生した

と思えば、一方雨が数日間降らないと家庭用水まで

不足し、給水制限を受けるなど水資源について不安

定な状態が恒常的に続いていました。

森林の整備が進んでいくと同時に多良川の水量が

安定するようになりました。森林と水との関わり

は、こんなに大きいのかと痛感させられ、改めて健

全な森林整備の必要性を感じた経験でした。

⑵積雪による災害の経験

昭和43年２月14日の降雪は１ｍ以上にも及び、標

高350ｍ以上の山間部の住民は一か月以上農作業が

できませんでした。

特にスギ・ヒノキの山林は、水分を多く含んだ湿っ

た雪の重みで折損、倒伏し、700haに及ぶ甚大な被

害に遭いました。

どうして、雪害にあったのか思い起こしてみると、

当時の建築用材に対する需要圧力と材価が高騰して

いたことと相まって、早期に木材需要に対応できる

木材生産ができるかが当時の経営の考えでした。

柱・桁・垂木に至るまであらゆる用途の材をひと

つの山でまかなおうとして、まだ成長途上であって

も必要な径級に達すればすぐ伐採され、現在のよう

に間伐をして健全な山をつくるといったことはな

く、形状比の高いバランスの悪い若齢林が多かった

ように思えます。

林業の経営においては、目先の利益を追い求める

と自然から痛いしっぺ返しを食らうこと、林業は将

来を見据えて長期的な視点で考えることの必要性を

感じた経験でした。

⑶台風による災害

平成３年９月、台風17号、台風19号が相次いで上

陸し、最大瞬間風速50ｍ以上の風が太良町全域にわ

たり吹き荒れ、未曾有の被害をもたらしました。

被害面積738ha、被害総額10億円、被害区域も太

良町全域に及びました。

災害の復旧については、昭和43年の雪害から23年

を経過し、その間に森林所有者は、高齢化して後継

者も少なくなったことに加え、立木も大きくなり、

被害木の処理にも危険な作業を伴うことから、森林

所有者に代わって太良町全域の森林を森林組合が実

施しました。

森林組合は、台風の発生直後から被害復旧だけに

取り組み一人の負傷者もなく３年半で完了すること

ができました。

この災害復旧を通して、森林所有者からの森林組

合に対する確かな信頼を得ることができたと思いま

す。

森林組合の山づくりへの貢献の大きさを実感した

台風災害の経験でした。

森林組合の仕事に関わってきて、特に災害の経験

は山づくりの考えに大きな影響を与え、山づくりは

自然に逆らわず長い目で考えることの大切さを身を

持って知ることができました。（次号に続く）

（太良町森林組合 組合長 村井樹昭）

（林業課専門技術員（編））
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タチシオデという山菜をご存知でしょうか。スギ

林などに生える蔓草で、その若芽を山菜として食べ

ます。 くせのない、アスパラガスに似た味は、山ア

スパラとも呼ばれ親しまれています。

林業試験場では、新たな特用林産物の掘り起しを

行っており、林業試験場内に「タチシオデ」の試験

栽培を行っています。

今回、佐賀市富士町の森の香「菖蒲御膳」にご協

力をいただき、「タチシオデ」の創作料理を作ってい

ただきました。

森の香「菖蒲御膳」は、佐賀市富士町の嘉瀬川ダ

ム湖の湖畔の施設で季節の折々の地元の路傍で採れ

る山菜を使い、材料の１品１品全てに手間暇かけて

自然をそのまま活かした創作料理を提供されていま

す。

森の香「菖蒲御膳」

６月19日に試食会がなされ、地元佐賀市の森林整

備課の担当職員、林業試験場、林業課の職員が参加

しました。

今回の試食会は、新たな特用林産物としての「タ

チシオデ」がどういった料理で活かすことができる

かどうかを確認することです。

御膳の中で提供された「タチシオデ」は、小皿に

小さく盛り付けてあり、茹でて味噌のタレがかけて

あり、素材そのものを活かした調理がなされていま

した。

説明を聞いたあと、さっそく、「タチシオデ」の料

理を試食してみました。出された料理の盛り付けの

形や色合いが器と調和しており、少しもっちりとし

たほんのりと甘味のある味は、アスパラガスよりは、

少し控えめな感じですが、そのおいしさを十分堪能

することができました。

（林業課 専門技術員 淵上武俊）

「菖蒲御膳」主催しておられる西 要子さんは、

近くの山で採れた「タチシオデ」そのままテーブル

の前に置き、料理する前のタチシオデの形と対比さ

せながら、「『山アスパラ』と言われているので「ア

スパラガス」の料理のイメージを壊さないように気

をつけました。」と、調理の苦労話を話されました。

「タチシオデ」を前にしての料理の説明

タチシオデの和えもの
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区 分 樹 種

規格・寸法

等級

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

径(寸法)
ｃｍ

長さ
ｍ

価 格
円／㎥

価 格
円／㎥

価 格
円／㎥

価 格
円／㎥

価 格
円／㎥

価 格
円／㎥

丸 太

ス ギ

14∼16

3

並 10,100 10,000 9,700 10,000 10,100 10,900

18∼22 〃 10,600 10,400 10,200 10,200 10,700 11,600

24∼28 〃 10,600 10,200 10,500 9,800 10,700 11,700

30∼ 〃 11,000 10,600 10,600 10,600 10,800 11,400

14∼16

4

〃 10,300 9,800 9,400 9,700 10,100 11,600

18∼22 〃 11,900 11,200 11,300 11,100 11,600 12,500

24∼28 〃 12,200 11,800 12,100 12,400 12,600 13,000

30∼ 〃 13,000 12,100 12,300 12,100 12,300 12,400

14∼16

6

〃 0 13,800 13,800 13,800 14,600 14,900

18∼22 〃 17,500 14,600 13,600 13,600 15,300 15,400

24∼28 〃

30∼ 〃

ヒノキ

14∼16

3

〃 10,300 9,800 10,200 10,800 11,100 11,100

18∼22 〃 11,200 11,000 11,100 12,300 12,000 12,300

24∼28 〃 10,800 10,800 10,700 11,700 10,600 11,500

30∼ 〃 0 11,500 11,500 12,600 11,600 13,500

14∼16

4

〃 16,100 14,600 13,900 14,400 14,600 15,800

18∼22 〃 15,100 14,200 14,100 14,100 14,300 15,700

24∼28 〃 13,800 12,500 12,200 12,900 12,500 13,700

30∼ 〃 14,000 13,400 12,500 13,000 13,100 15,400

14∼16

6

〃 0 14,600 14,600 14,500 14,100 14,100

18∼22 〃 26,000 19,800 17,500 18,100 19,400 19,400

24∼28 〃

30∼ 〃

製材品

ス ギ

10.5×10.5
3

特1等 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000

12.0×12.0 〃 38,000 38,000 31,500 31,500 31,500 38,000

10.5×10.5
4

〃 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

12.0×12.0 〃 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

ヒノキ

10.5×10.5
3

〃 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500

12.0×12.0 〃 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500

10.5×10.5
4

〃 47,500 47,500 45,000 45,000 45,000 45,000

12.0×12.0 〃 47,500 47,500 45,000 45,000 45,000 45,000

※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

佐賀の木材市況（平成26年４月∼９月分）

平成26年12月１日発行 編集・発行●〒840-8570 佐賀市城内１丁目１番59号 佐賀県林業課・佐賀県林業改良普及協会

この冊子は、「佐賀の森の木になる紙」を使用しています。

幟竿（のぼりさお）のじゅうたん
唐津市七山では昭和50年代に、「１．２．３．４林産運動（10％特殊材（磨き丸太）、20％無節材（柱材）、30％大径

木、40％一般材生産）」と称して森林施業の指針を示し、普及啓発が行われてきました。
その中でも床柱の生産については、京都北山から天然絞り（雲外（うんがい）、中源（なかげん）、三五（さんご）、
芳兵衛（よしべえ））、柴原（しばはら）などのスギを導入して、広く植林してきましたが、需要の陰りが見え始めてか
らは、手入れが停滞しているところも見られます。
このような中、過密林分であるとともに、径が大きくならない特性から、形状
比が極端に高く、幟竿にはもってこいの形質・形状であるのが、写真にある「柴
原」です。
10月頃に伐採し、皮を剥いで林内で地面に着かないようにして乾燥させ、翌年
２月に出荷されています。
幟竿をつくるその様子は、あたかも皮を剥いだ幾本もの丸太によって、林内に
じゅうたんが敷き詰められたようで、七山の林業の歴史を感じられる貴重な光
景です。 （唐津市七山 加茂 優）

表紙の紹介
さる10月17日（金）多良岳200年の森記念式典
が開催され、200年の森記念碑が除幕・披露され
ました。200年という長
い年月をかけてふるさ
との森を創っていこう
という試みは、息の長い
挑戦であり、未来に残す
私たちの財産として大
切に守っていくべきも
のだと思います。

編集後記
佐賀城西堀の石垣を200年以上支えてきた胴木が発掘調査で

発見されました。胴木は石垣の崩落を防ぐため、土台となる根
石の下に敷かれた基礎材で、粘土で
パックされた状態で腐らずに良い状
態で保存されていました。当時の石
垣の建造技術を知るうえで貴重な資
料として注目を浴びています。木材
の土木資材としての利用は江戸時代
から注目されていたんですね。

（T.F)


