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  １．下刈
・苗を植え付けられた箇所につきましては、５年生までとなります。

・クヌギ等の伐採跡地で萌芽した箇所につきましては、３年生までとなります。

・２回刈りは廃止となり、１回刈りのみとなります。

・申請期限は、６月より９月21日までとなります。

・着前（草を刈る前）、作業中（草を刈っている所）、完了（草を刈った後）の写真を１箇所につき、各２枚以上提

出してください。写真がなければ申請が出来ませんので必ず提出をお願いいたします。

 ２．植林（人工造林）

・苗木は、県の検査を受けた苗しか補助金の対象になりません。

　（森林組合が扱う苗は、県の検査を受けています。）

・草丈が50ｃｍを超える場合は、補助率が変わりますので、地拵え前に草丈のわかる写真を提出してください。

・着前（苗を植付ける前）、作業中（苗を植付けている所）、完了（苗を植付けた後）の写真を１箇所につき、各２

枚以上提出してください。写真がなければ申請が出来ませんので、必ず提出をお願いいたします。

 ３．鳥獣害防止施設（鹿ネット）

・設置するネットの高さの規格が1.6ｍ、1.8ｍ、1.6ｍ（スカートタイプ）の３通りとなります。ネットの網目は、

100ｍｍ、150ｍｍの２通りとなります。

・支柱間隔は、４ｍ以内（幅）が基準です。

・なお、資材は、森林組合で取り扱っておりますので、ご相談ください。

・着前（設置前）、作業中（設置している所）、完了（設置した後）の写真を１箇所につき、各２枚以上提出してください。

写真がなければ申請が出来ませんので、必ず提出をお願いいたします。

　大分県公共造林補助金の申請手順は下記の通りですので、よろしくお願いいたします。
また、作業される30日前には、事前申請書の提出をお願いします。（申請書は、当組合に用意しています） 事前申請書
の提出がないと、補助金申請が出来ませんので、必ず、提出してください。

記
 
　注意!!
　◎最近、全伐された事業地に植林する際、地拵え状況が悪いため補助金申請出来ない事例がありました。

補助金申請される方は、必ず、地拵えして植林して下さい。組合職員が地拵え状況を確認しないと
県に申請しませんので、御注意ください。【植林の補助金には、地拵え費が含まれております。】

　◎間伐(切捨て・搬出)補助金申請される方は、着前写真を撮られる時に、選木状況（伐採する木にチ
ョークやテープで印をつける）がわかるよう写真を撮ってください。【間伐の補助金には、選木費
が含まれております。】

令和３年度 公共造林補助金申請についてのお知らせ
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 ４．間伐（除伐）

・保育間伐（切捨て）は、林齢11年生～35年生までが対象となり、伐採率が20％以上の間伐で、玉切りが伐採木

１本につき１箇所以上必要になります。

・着前（間伐前選木状況がわかる写真）、作業中（間伐作業している所）、完了（間伐した後）の写真を１箇所につき、

各２枚以上提出してください。写真がなければ申請が出来ませんので、必ず提出をお願いいたします。

 ５．間伐（木材搬出）

・利用間伐は、林齢11年生～60年生までが対象となり、伐採率が20％以上40％以内の間伐で、１ｈａ当り10～

50㎥以上の素材搬出が対象となります。

・着前（間伐前・選木状況がわかる写真）、作業中（搬出している所）、完了（山土場で搬出木を集積した所）の写

真を１箇所につき、各２枚以上提出してください。写真がなければ申請が出来ませんので、必ず提出をお願いい

たします。また、５ｈａ以上の面積が集まらないと、県に申請が出来ませんので、山主より申請を受け付けてから、

県への申請は、お待ちいただくことになりますので、ご了承ください。

 ６．枝打ち

・林齢11年生～30年生までが対象となり、枝打ちの高さが１ｍ以上２ｍ未満、２ｍ以上の２区分になります。枝

打ち幅は１ｍ以上、落としてください。

・枯れ枝が残っていると補助対象になりませんので、生き枝まで落としてください。

・着前（枝落とし前）、作業中（枝打ちしている所）、完了（枝を落とした後）の写真を１箇所につき、各２枚以上

提出してください。写真がなければ申請が出来ませんので、必ず提出をお願いいたします。

 ７．萌芽整理（クヌギ等の芽掻き）

・萌芽した芽を１株につき２～３本に整理（芽かき）が対象となります。

・クヌギを伐採した後、最初の春より３年以内にお願いします。

・着前（芽かき前）、作業中（芽をかいている所）、完了（芽かき後）の写真を、１箇所につき、各２枚以上提出し

てください。写真がなければ申請が出来ませんので、必ず提出をお願いいたします。（ナタ・ノコギリのみ）（草

刈機使用は×）

　

　◎補助金の申請面積は、0.1ｈａ（１反）以上です。

　　�補助金申請をお考えの方は、作業される前、事前に当森林組合に、ご相談ください。尚、その際、事前申請書を

記入の上、提出をお願いします。



　今、山の手入れ、伐採のあり方が、変わってきています。特に、山の作業に対し、国からの補助金の
受給をされる場合、必要な手続きがなければ、受給できなくなっています。
　下記に、申請の流れを書いていますので、不備がないよう、よろしくお願いします。

森林施業及び補助金申請をお考えの森林所有者の皆さまへ

作業後、写真（作業前・作業中・完了）と一緒に
補助金申請書を森林組合に提出

森林組合に依頼したい 他の業者か自分で作業をしたい

森林組合が全ての手続きをします 保安林 保安林でない

事前に、県に伐採届の提出 事前に、森林のある町に伐採届の提出

山林の手入れをしたい（植付、シカネットの設置、下刈、スギ・ヒノキの枝打ち、クヌギ等の芽かき）

山林の木を伐りたい（スギ・ヒノキの搬出及び切捨間伐・全伐、クヌギ等の全伐）

森林組合に依頼したい 他の業者か自分で作業をしたい

森林組合が全ての手続きをします 森林組合に事前申請書を作業の30日前までに提出
（詳しい申請手続きを森林組合で確認ください。）

森林組合に事前申請書を作業の30日前までに提出

作業後、写真（作業前・作業中・搬出土場・完了）・証明書類と
一緒に、補助金申請書を森林組合に提出

ご不明の点がございましたら、玖珠郡森林組合（電話0973-72-2344）までご相談ください。

森林整備計画課森林整備計画課
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松 木 倉 喜

立木の買取事業実施中
杉・桧　買取致します！

　当組合では、立木の買取事業を始めました。皆様が所有されている森林を売られる予定
がありましたら、ぜひご連絡下さい。見積だけでも致します。
　また、伐採後の植付・下刈等の管理も国の補助制度を利用して組合が責任をもって実施
することもできます（面積等の要件あり）。

このようなお悩みを持っていませんか？
　○お金になるなら伐採したい。　○立木だけ処分したい。
　○改植したい。　○共有林等植林した人たちで分けたい。
　○伐採したいけどその後の管理ができない。
その他山のご相談、なんでもどうぞ。

人権啓発コラムバックナンバー集（2006～2011）人権啓発コラムバックナンバー集（2006～2011）

事　業　課事　業　課
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購　買　係 購　買　係 

（商品は税込み価格表示）（商品は税込み価格表示）

雑草（クズ）
の除草に!!

雑草（クズ）
の除草に!!

草刈・キャ
ンプ用 等に

!!
草刈・キャ

ンプ用 等に
!!

注　意!!注　意!!
最近、玖珠郡管内で誤伐・又は盗伐の被害報告がありました。

一度、自分の所有山林の確認をお願いします。

お知らせお知らせ

夏シーズン到来!!夏シーズン到来!! おすすめ商品のご案内(^^♪おすすめ商品のご案内(^^♪

クズコロン　液剤クズコロン　液剤 4,1254,125円円

携帯防虫器携帯防虫器
森林香・線香専用森林香・線香専用 1,0121,012円円 森林香　パワー　赤函森林香　パワー　赤函

野外専用　強力防虫香野外専用　強力防虫香 1,3531,353円円

957957円円ケイピンエースケイピンエース



玖珠郡森林組合機構図および職員配置図

理事会
11名 組合長

坂本 和昭

参　与
長田　拓夫

会計主任
衞藤　貴史

監事会
3名

森林整備センター

日野　正章
技師 島田　憲之
技師 井上　晃輔

作業主任

（３人）

課長 梶原　　真所長 小野　芳孝
係長 日野　雅仁

佐藤　祐子

木材生産流通課

梶原　　真
課長兼センター長

基盤整備課 森林整備計画課
課長 日隈　健二
係長 遠江　徳幸
主任 菅　亜希良

臨時 佐藤ありさ

事務員
（３人）

事務員

専門員
穴井　直子

田坂　謙仁

（6人）

事 業 課
事業統括兼共販所長

小野　芳孝

総 務 課

係長 衞藤　貴史
課長 吉光　孝弘

主任 梅木　由美
事務員

河野　優花
（4人）

参　　　  与 1名
統括 兼 課長 1名
課　　　  長 3名
係　　　  長 3名
主　　　  任 2名
作業主任（現） 2名
技　　師（現） 3名
事　 務 　員 3名
臨　　　  時 2名
専　 門 　員 1名

計 21名

令和３年７月１日 現在

木材共販所

作業主任
日隈　徳浩

技師 椎葉　隆美
臨時 秋好千羽瑠

（４人）
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総　務　課 総　務　課 

玖珠郡森林組合総務課まで

TEL：0973-72-2344

森林組合職員
森林組合作業員（現場）

●木材に興味のある方　●山と自然に貢献したい　●山の仕事がしたい

お考えの方等
ぜひお電話を

募
集



木材共販所木材共販所 ＊

＊強気相場 ! ! !強気相場 ! ! !

　杉・桧とも強気相場となり、杉４ｍ材では柱（14－16）から24上（24-－28）までの小曲で２万円以上、桧
４ｍ材では２万円後半から３万円超と高騰しております。
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１㎥/単価（円）・５～９㎝/１本当り単価（円）　令和３年６月16日 第17回（377回）

長さ 径級㎝
ス　　ギ

直 小曲り 大曲り

４m

  5～10    416 340
11～13 13,090 8,590
14～16 21,000 12,830
18～22 23,960 21,830 13,600
24～28 24,680 22,330 16,190
30上 23,890 16,680 14,800

３m

  5～10 
11～13 12,200 8,490
14～16 22,290 19,900 10,690
18～22 23,880 20,170 9,490
24～28 16,380 7,600
30上 15,800 10,080

長さ 径級㎝
ヒ　ノ　キ

直 小曲り 大曲り

４m

5～9    380 291
10～11 9,390

8,290
12～13 14,830
14 26,110 15,500

16～18 33,500 32,990 25,110
20～22 32,200 28,530 21,000
24～28 31,620 31,620 21,000
30上 28,300 24,900 21,000

３m

5～9 
10～11 10,000
12～13 11,100
14 16,910

16～18 25,300
20～22 21,600 13,100
24上 19,000 16,220

玖珠郡森林組合 共販所玖珠郡森林組合 共販所市 況

森を大切に

月別

１ 　15 (金)　初　市

２ 1 (月) 　16 (火)

３ 1 (月) 　16 (火)

４ 　16 (金)　選木市

５ 　17 (月)

６ 1 (火) 　16 (水)

７ 1 (木) 　16 (金)

８ 　16 (月)

９ 　16 (木)

10 　15 (金)　記念市

11 1 (月) 　16 (火)

12 1 (水) 　16 (木)

令和３年  共販所 市日表

（定　市）午後１時30分　開市
（選木市）午後１時30分　開市
（記念市）午前９時30分　開市


