木材共販所市況

平成14年1〜3月期

日本の木材需要の8割以上を価格の安い外国産木材が占める状

■市況

況であり、また住宅需要が冷え込んでいる昨今、国産材の価格は

樹種

下落傾向で、厳しい状態が続いています。
組合としても、新しい商品の開発や啓発活動を行い、府内産材
杉

の需要拡大に努めてまいります。
さて木材共販所の平成14年1月〜3月期の市況ですが、山間部の
積雪などの影響により木材の入荷量は減少傾向となっています。
1月11日に平成14年の新春初市を実施し、多数の来市者を数え

桧

ましたが、終始、模様ながめ感が強く、買い方が当面必要として
いる材木のみを購入するという状態でした。
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当期
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20〜28 38,000 （35,000） −
4
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6
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3
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杉材は入荷量が減少している影響で、価格は横ばい状態です。
■販売実績

また桧材は2月8日の市において直径22〜26cm、30cmを越える

区分
数量

材の入荷量が減少し、若干ながら価格が上昇しています。

単位：m3

杉
59

桧
441

松
28

広葉樹
4

用材計
532

（用材＝製材用素材

間伐材
208

合計
740

間伐材＝小丸太等）

前号で募集のお知らせをいたしました大阪府森林組合の新しいロゴマークですが、応募総数18点より厳正なる
審査を行い、高槻市の高橋英夫さんが考案された作品を採用することに決定しました。
新しいロゴマークは、木と大阪の頭文字「O」を組み合わせて
シンプルに仕上げていただいています。
また、少し傾きをもたせた「O」が、木材の伐採から販売・リサイクル
までをトータルに行うという組合の事業内容を表しています。
たくさんの方々にご応募をいただき誠にありがとうございました。

公

告

総代選挙について
組合員各位

平成14年4月15日
大阪府森林組合
総代選挙管理者 氏原 修

大阪府森林組合総代選挙規程に基づき総代選挙の実施を公告します。

選挙区及び投票所

1. 投票日時
平成14年4月25日 午前9時より午後5時まで
2. 投票所及び各選挙区の選挙する総代数（右記の表をご参照ください）

なお選挙区ごとに立候補または推薦者が定数内の場合、投票は実施し
ません。
また、投票を行う場合は、別途お知らせ申し上げます。

投票所

総代数

豊能地区

豊能支店

67人

三島地区

三島支店

56人

南河内地区

南河内支店

72人

泉州地区

泉州支店

55人

計

3. 立候補・推薦の締め切り

250人

平成14年4月19日 午後5時まで

編集後記
皆さんもお感じのことと思いますが、今年の春は半月以上、暦を間違って訪れたのではないかと思うぐらい、
うららかな日が続いています。
合併して早いもので約半年が経ちますが、なかなか合併の余波は消えません。一日でも早く業務を軌道に乗せようと役職員共々、奮闘の日々です。
「今年は訪れの早い春と多忙の日々からお花見はおあずけかもしれないなぁ」。本店の窓から見える大阪城公園の桜の木を見ながら、そんなことを考えてし
まう今日この頃です。

発行人／氏原

修 〒540-0007

大阪市中央区馬場町3番35号

大阪府森林組合 TEL. 06-4792-4305
e-mail : shinrin@rapid.ocn.ne.jp

みなさまのご意見をお聞かせください
森林組合では、
この機関紙に対して組合員のみなさまがお知りになりたい、

大阪府森林組合の施設紹介

または掲載してほしい情報や記事など幅広いご要望をお聞きし紙面の充実

第1回「木材総合センター・木材共販所」
「高槻森林観光センター」

を図りたいと考えています。

木材共販所市況

要望をお待ちしています。

ロゴマーク決定！

住 所：〒５４０-０００７ 大阪市中央区馬場町3番35号

公告 ─ 総代選挙について

大阪しんりんくみあい通信
編集／大阪府森林組合本店

Index
大阪府森林組合連合会の権利義務を承継

詳しくは各支店までお問い合わせください

年2回発行

新しく森林組合の施設として仲間入りした木材共販所の木材市（千早赤阪村）

編集後記

葉書もしくはeメールで受け付けておりますので、
みなさまからのご意見・ご

大阪府森林組合「しんりんくみあい通信」係
e-mail： shinrin@rapid.ocn.ne.jp

大阪
しんりんくみあい通信

大阪府森林組合連合会の権利義務を承継

大阪府森林組合の
施設紹介シリーズ

昨年、府内森林組合が合併し、一つになったことで森林

高槻森林観光センター

組合法第108条の3により連合会の権利義務一切を平成14年
2月1日に包括承継しました。

高槻森林観光センタ

森林組合の合併に伴ってさまざまな特色をもった施設も組
合の一員となりました。
ここでは組合員のみなさんに組合の施設を数回のシリーズ
でご紹介いたします。
第1回目は木材共販所と高槻森林観光センターを取り上げ
ます。

ーは、昭和53年にオー

昨年7月にリニューアルオープンした高槻樫田温泉では ペ
レット という木材をチップ化し加圧・圧縮して円筒状に
固めたものを温泉水の加熱に使っています。

プン以来、市民に親し

材料には間伐材や開発に伴う伐採木をリサイクルして使

まれてきた森林レクリ

用。今まで廃棄されることが多かった木材を有効利用する

エーション施設です。

とともに環境にもやさしい燃料として注目されています。

当初は管理棟と林間
遊歩道、広場という施

木材総合センター・木材共販所

高槻森林観光センターは、1日、森林に囲まれ訪れる人

設でのスタートでしたが、

にリフレッシュしてもらえるだけではなく積極的に 木

木材共販所は、組合員から出材された大阪府内産材の原

現在では温泉やバーベ

を使うことで地域の森も元気にしています。

木を中心に市売りを行う施設で、2月1日に連合会から引き

キューハウスなどが整

継ぎ、運営をしています。

備され、休日を森林の

ぜひ一度お越しください。

中で過ごそうという家

合併契約調印式

族連れやグループなど
年間10数万人が訪れて

昭和16年11月に設立されて以来、60年の永きにわたり、

います。

大阪の森林・林業の振興のために、府下森林組合とともに

オープンから24年目

二人三脚で尽力し、大きな功績を残した大阪府森林組合連

を迎える現在では高槻樫田温泉がある「槻の郷荘」や炭焼

合会の歴史は幕を下ろしました。
森林組合では、連合会が行っていた木材共販や緑化樹養

きバーベキューが楽しめる「木もれび」、シイタケ狩りが

成配布という事業だけでなく、連合会が培ってきた実績や

年中楽しめる「しいたけセンター」、オリジナルのお土産

信用を引き継ぎ、新たな分野の事業を推進することで、さ

を作れる「木工クラフトセンター」があり、子供から大人

らなる飛躍を目指します。

木材共販所（千早赤阪村）

毎月2回の市には、スギ・ヒノキの間伐・主伐材をはじめ、
マツ・広葉樹といった幅広い種類の材が集まります。
買い方が続々と集まる午後１時を過ぎると市の始まりを
告げる鐘の音が鳴り、威勢のよい売り方の声が周囲の森に
響きます。

80mローラー滑り台「やまびこの森」 年中楽しめるシイタケ狩り

●交通のご案内

までが気軽に森
林とふれあいな
がら1日を楽しく
過ごすことがで
きる施設です。
またバーベキ
ューの炭、シイ

国産材の価格の低迷を反映し、木材共販所に入荷する木

タケのホダ木、

材も価格の下落が続いています。しかし良質な府内産木材

クラフトセンタ

を一般に供給するとともに、大阪の林業の振興という役割

ーの木工材料など各施設では積極的に木を使っており、森

を担っており、今後も共販事業を継続して運営を図ります。

林組合が運営する施設であることをアピールしています。

炭火焼がおいしいバーベキュー

市は原則、月2回（8月及び12月は1回）
、第2・第4金曜日
合併契約書と許可書

承継を行うまでの流れ
・平成13年11月28日に臨時総会開催、合併契約書に調印
・1ヶ月の公告
・平成14年１月18日に大阪府知事へ承継認可申請

の午後1時から行われます。

■マイカー

なお大阪しんりんくみあい通信では、木材共販所の直近

国道171号線今城町交差点で府道枚方亀岡線を北へ約15km（約30分）。
無料駐車場を完備

の市況を掲載いたしますのでご覧下さい。

■バス

木材共販所への出材方法や市開催日のお問い合わせは下

JR高槻駅北口より樫田方面②乗車場（中畑・二料・杉生・田能）行に乗車。
森林センター前下車。

記まで。

・1月25日に大阪府知事より承継認可
・2月1日に連合会の権利義務の承継登記が完了

高槻森林観光センター
大阪府森林組合木材総合センター・木材共販所
大阪府南河内郡千早赤阪村大字中津原545-1

TEL.（0721）72-7755

高槻市大字田能小字的谷2番地
ペレット

TEL.（0726）88-9400
火曜日定休

