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謹賀新年
伐採を行いながら、再造林を一貫して行い
経費の削減と資源の循環利用を図ります。

－秋田スギ循環利用促進モデル事業－

年末年始休業

12月31日から１月５日まで

あけましておめでとうございます。
組合員の皆様にはお健やかにて新
年をお迎えのこととお慶び申し上げ
ます。
新年のご挨拶に当たり、まず私事
のご報告を致しますが、昨年六月の
全国森林組合役員改選で理事に就任、
その後の理事会の互選において再度
会長に選任いただいたところです。
森林・林業・森林組合を巡る状勢は
相変わらず厳しい中ではありますが、
更に気を引き締めて業界の発展のた
め頑張ってまいる所存です。
さて、昨年を振り返りますと、か
つて無かったほど国内外において
様々なことが起こり、歴史に残る一
年だった思います。国内では、安保
関連法案が混乱の末の成立。ＴＰＰ
交渉が大筋合意し、それにより環太
平洋の新しい経済の枠組みがスター
トすることになりました。そして暮
れに入り、軽減税率の議論が侃侃諤

諤とされた後一応の決着をみたとこ
ろです。九月には集中豪雨により茨
城県常総市において鬼怒川が氾濫、
そしてその直後宮城県大崎市におい
ても同様の河川氾濫により大惨事と
なりました。被災されました皆様に
は心よりお見舞い申し上げます。今
後の温暖化対策を急がなければなり
ません。
海外に目を転じますと、相変わら
ず国と国との争い、内紛、テロ、難
民問題と、大変不穏な状態が続いて
おり、我が国を含め世界で何が起
こっても不思議ではない状況になっ
ております。
そのような中、いくつかの明るい
出来事もありました。パリで行われ
た地球温暖化対策のための国際会議
ＣＯＰ２１において、「京都議定書」
以来 年ぶりに全ての国が参加して
削減目標を取り決めた「パリ協定」
が成立しました。我が国の削減目標
は２０３０年までに２０１３年対比
％削減することとし、そのうち２
％は森林が吸収することとなり、年
平均 万ｈａの間伐等森林整備が義
務づけられたことで、私たち森林組
合に対する期待は更に高まってきま
す。
また私たち森林整備に携わるもの
の朗報として、懸案だった「森林吸
収源対策の安定的財源」としての国
税が「 年税制大綱」に明示される
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こととなり、その実現に向けて大き
な一歩を踏み出すことが出来ました。
また東京オリンピック・パラリン
ピックに関して「新国立競技場建設」
に向けて紆余曲折の末に「杜・緑と
木」がテーマとなって建設に向かう
ことになったことは木材の需要拡大
に取り組む我々にとって大変意義の
あることと評価している次第です。
今、一極集中・過疎過密に歯止め
がかからない中、昨年から国の大き
なテーマとして「地方創生」が謳わ
れました。私は、今「山」に関する
いろいろな課題として、境界不明・
不在村所有者・苗木不足・人材不足
・シカ等の野生動物被害等々がある
わけですが、これらに実効ある取り
組みを進めることが「雇用」を含め
山村における「地方創生」への効果
的な取り組みであり、そして、「山」
の循環、即ち伐ったら植える、そし
て育てる、を取り戻すことが喫緊の
課題であることを提言しているとこ
ろです。国により林業を「成長産業」
に位置づけされていること、またい
ろいろな意味において木材の需要拡
大への取り組みが活発になってきて
いること、更には経済界からの大き
な後押しが出てきたことなどを私た
ちは追い風と受け止めて、今後更に
「山」と「地方の活性化」に取り組
んでいかなければならないものと
思っております。

一昨年、川上・川下の連携が大事
だとの共通認識のもと全木連と全森
連が、木材が優先して使われる社会、
即ち「ウッドフアースト社会」の実
現を目指す共同行動宣言を行いまし
たが、昨年の全国森林組合大会にお
いて、それに「日本林業協会」と
「林業経営者協会」が加わり、四者
により行動宣言を行ったところです。
今年度から新たな系統運動が始ま
ります。当組合におきましてもしっ
かりとその進捗を検証し、次期運動
につなげてまいる所存であります。
森林組合を取り巻く環境は相変わ
らず厳しい状況ですが、状況は上向
いてきていると確かに感じることが
出来るようになってきております。
雄勝広域森林組合として、組合員
の負託に応えるべく役職員一丸と
なって努力しているところでありま
すが、 年度決算においても当期剰
余金を計上することが出来ましたこ
とは偏に組合員各位のご協力の賜と
感謝しております。
今後も地域の「山」を中心的に担っ
ていく「森林組合」として、国・県
・管内市町村等関係機関との連携を
密にしながら、がんばってまいりま
すので、よろしくお願い申し上げま
す。
年頭にあたり組合員の皆様のます
ますのご健勝、ご多幸をお祈りし新
年のご挨拶といたします。
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表彰者のご紹介
本年度永年の功績により表彰を受けた
方々を紹介します。
（敬称省略）

全国森林組合代表者大会
【功労者表彰】
森林組合職員
谷 藤
甫（経営計画課係長）
作業班員
岸
久 男（湯沢市上院内）
小 番
實（羽後町飯沢）
秋田県林業経営コンクール及び間伐功労者
林業経営の部
【優良賞（一般社団法人 秋田県森と水の協会長賞）】
土 田 三 郎（羽後町鹿内）
間伐推進功労の部
【秋田県知事感謝状】
元小安部落（湯沢市皆瀬）
秋田県森林組合大会
【林業功労者】
兼 子
力（湯沢市皆瀬）
【職員永年勤続者
（20年）
】
谷 藤
甫（販売課係長）
横 井 勝 吉（森林整備課現業職）
佐々木
均（森林整備課現業職)
【優良作業員】
鈴 木
修（東成瀬村椿川）
瀬 川 千 明（湯沢市三梨町）
林業安全の日大会
【安全貢献者表彰】
中 川 ヤ エ（湯沢市石塚）
佐 藤 正 松（羽後町飯沢）

佐藤

忠廣
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健
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樋渡
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平成27年12月４日
ｍ３あたり

7,799円

5,399円

7,791円

9,599円

8,799円

9,287円

13,599円

13,299円

13,395円

●概況 杉は36㎝上が相変わらず不振。
34㎝下はほぼ完売ながら４m造材の出品が多く、横バイの推移。
単価はやや落ち着いた。広葉樹は引き合いが強く好値でほぼ完売。

平成27年12月

当森林組合販売平均単価

2ｍ

杉丸太

円/ｍ3
5,400
7,593
8,640

13cm下
14～22
24～28

3.65ｍ
円/石
1,500
2,109
2,400

円/ｍ3
5,400
10,620
11,340

4ｍ

円/石
1,500
2,950
3,150

円/ｍ3
5,400
9,506
10,099

円/石
1,500
2,641
2,805

榾木、薪の注文を受付します
価格は消費税抜きです

品名
ホダ木
１本当たり

単価(税抜き)
組合員

備

組合員外

考

５００本 先着順 (約７㎝～１４㎝位)
250 円

280 円
配達料

別途

５００円

庭先配達料込みです。納入場所によっては
別途作業料を頂く場合があります。

薪
１張
高さ1.5m×幅1.5m
×長さ0.9m

18,500 円

19,000 円

３尺・６尺 ナラ・イタヤ

25,000 円

26,000 円

３０㎝～４５㎝に切った物

35,000 円

36,000 円

割った物 ナラ・イタヤ

その他の特殊注文の場合は販売課までお願いします。

総代選挙のお知らせ

任期満了に伴う総代選挙を次のとおり行う
予定です。
詳しくは、組合員皆様へ通知します。

【立候補・推薦の受付】

平成二八年二月二五日

【立候補・推薦の締め切り】

記

平成二八年三月一日

【選挙期日】

後

平成二八年三月六日

集

尚、各地区とも定数を超えない場合は、
※
選挙は行いません。

編

新年、あけましておめでとうござ
います。
さて、東京オリンピックまで後４
年となり、紆余曲折経た国立競技場
が木材をふんだんに使用することに
なりそうです。そこで、私的な提案
ですが、各都道府県の木材を平等に
使用したらどうでしょうか？「秋田
県エリア」とかあったら、将来も愛
着が涌くのでと思います。木材も
ＡＬＬ ＪＡＰＡＮで需要拡大でき
ればと願う新春です。

（Ａ・Ｔ）

