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はじめに 
  
  
国産材の生産流通構造改革を進めるためには、需要者の注文に応じた原木供

給や、森林から住宅建設の現場に至る物流の効率化等、マーケットインの発想に

基づくサプライチェーンの全体最適化が進められるように、事業者が需給情報

等を共有する取組が必要となっております。 

当センターでは、令和元年度林野庁補助事業の「効率的なサプライチェーン構

築支援」において７府県、令和２年度同補助事業の「低層建築物（住宅等）にお

ける効率的なサプライチェーン構築支援」において５道県、令和３年度において

４県、合計１６フォーラムを選定いたしました。 

１６フォーラムにおきましては、サプライチェーンの構築に意欲のある事業

者のマッチングに向けて各フォーラムの実情に応じた様々な取組を実施してい

るところです。 

この度、１６フォーラムで作成いたしました「令和３年度低層建築物（住宅等）

における効率的なサプライチェーン構築支援事業実施報告書」を取りまとめま

したので、本資料を参考に、今後、サプライチェーンマネージメントを構築する

関係者の皆様にお役に立てれば幸いに存じます。 
  
  
  
  

令和４年３月 

 

               （一財）日本木材総合情報センター 
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低低層層建建築築物物（（住住宅宅等等））ににおおけけるる  

効効率率的的ななササププラライイチチェェーーンンのの構構築築支支援援事事業業  

実実施施報報告告書書  
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  茨茨城城県県ササププラライイチチェェーーンンママネネジジメメンントト推推進進フフォォーーララムム  
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１１．．事事業業のの実実施施目目的的  
■■効効率率的的ななササププラライイチチェェーーンン((以以下下 SSCC))  をを構構築築しし、、ココスストトをを低低減減すするるここととでで、、県県産産材材にに外外

国国産産木木材材ととのの市市場場競競争争力力をを持持たたせせるる。。  
■■ママーーケケッットトイインンのの考考ええ方方ををベベーーススにに、、中中大大規規模模建建築築物物等等のの新新たたなな木木材材需需要要にに対対応応すするる流流

通通網網ををつつくくるる。。ここれれにによよりり、、山山元元にに利利益益をを還還元元しし、、県県内内林林業業のの好好循循環環をを生生むむ。。  

  
（（１１））中中大大規規模模建建築築物物へへのの対対応応  
非住宅分野は SC が未整備であることから、昨年度から実施している実証実験を通じて

効率的な SC を計画する。。  
  

（（２２））接接着着重重ねね材材((BBPP 材材))へへのの対対応応  
接着重ね材(BP 材) は非住宅への利用が期待される新素材として注目されている。茨城

県では官民挙げての誘致を行い、2019年 10月より WOOD BP 関東が常陸大宮市宮の郷工業

団地にて操業を開始した。昨年度、国土交通省 指定建築材料に関する大臣認定(37条認定) 

を取得し本格的な生産が始まったが、現状では BP材が必要とする製材寸法について、すべ

てを安定的に供給する体制は構築出来ていない。BP材の原材料となる製品の安定供給体制

の構築が必須である。 

今年度は、フォーラム会員である八溝多賀乾燥組合が行う乾燥設備増設や８ｍまで対応

できるグレーディングマシンの導入を視野に入れて、供給体制の整備を図る。 
  

（（３３））国国有有林林「「長長期期大大ロロッットト立立木木販販売売」」制制度度へへのの対対応応  
中大規模用特注材のストックコストは、鉄骨造建築との競争力という点で大きな課題で

ある。設計者のニーズに応えながら、鉄骨造との競争力を持ち、（1）（2）を推進するため

に、国有林「長期大ロット立木販売」制度の活用を考える。 
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（（４４））意意見見やや人人材材のの連連携携をを生生むむププララッットトホホーームムをを作作るる  
昨年度実証実験において、川下の設計、施工の段階から、川上、川中との情報共有が行

われ、一定の成果を見ることが出来た。供給網の整備だけではなく、早期に必要な木材の

情報(仕様・納期等) を川中・川上に伝えていく手法や過程を精査し、継続的に運営できる

プラットホームを作る。 
 

２２．．事事業業のの実実施施概概要要  

（（１１））フフォォーーララムム参参加加事事業業者者のの募募集集・・登登録録  

①川上・川中・川下の各窓口、各コーディネーターが、実証実験への参加依頼とともに加

入促進をはかった。 

②森林総合研究所への参加依頼をおこなった。今後、フォーラムの継続方法を検討し、フ

ォーラムに参加するか、連携協定を結ぶかを検討していく。 

 

（（２２））ママッッチチンンググ等等にに向向けけたた情情報報交交換換会会のの開開催催  

■第一回情報交換会 

10月19日 14～16時 茨城県林業会館 会議室にて 

参加者：18 名（川上 3名、川中 5名、川下 1名、他 7名,事務局 2名） 

1．事務局報告 

乾燥組合の増設、「森林と林業」「林業いばらき」への寄稿等、報告。 

・もりんく規約改訂について説明を受け承認。 

・林野庁SCM事業、現状木材需要状況説明の情報提供を頂いた。 

2．議案 

（１）実証実験の進捗報告と意見交換 

いずれの物件にもSC内の連携によって集材は進んでいるが、長尺材の集材には無

理をしている部分も多いので、今後改善し、差別化商品とするための課題やスト

ック倉庫の必要性が話し合われた。 

（２）WOODセレクション（モクコレ）2022への出展内容について検討 
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3．日本木材総合情報センター「もりんく」説明・実操作 

 

■第二回情報交換会 

   2月18日 13～16時 

 常陸大宮市 三浦杉公園駐車場 

茨城県常陸大宮市東川戸地区 美和木材協同組合施業現場にて 

～80年から110年生の山。50から70年生の山。 

参加者：19 名（川上 3名、川中 4名、川下 2名、他 8名、事務局 2名） 

 

実証実験において長尺材を調達したが、材料検査ではじかれ返品される材料が、丸太の段階、

製材の段階で多くあった。貴重な長尺丸太や製材が生かされないのはもったいないし、コス

ト高につながる。今後長尺材を茨城SCの戦略商品とすることを視野に、今回意見交換会を行

うことになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇生え方を見る。             ◇外皮を見る 

 

レクチャー 
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（1）㈱栃毛木材工業 関口社長様、落合部長/栃木県木協連の木材コーディネーター 

（2）株式会社WOODBP関東 中島工場長  

なぜBP材は高品質な製材がもとめられるのか 、説明。 

（3）株式会社えびす建築研究所 山根一級建築士/BP材のJAS認定、国交大臣認定37条申請

のコンサルタント 

BP材の大臣認定、37条認定について説明  

（4）㈲皆川製材所 川﨑専務 

D庁舎製材におけるBP材用長尺材を製材する時の問題点  

（5）美和木材協同組合 川西理事長  

見学する山について注意、他   

現場見学：中大規模建築物に供給する選木について 

7～8ｍ材に必要な立木の段階からの選木方法など、質問が多くあがった。参加者全員が長

尺材の選木の難しさを実感した。 

 

（（３３））ササププラライイチチェェーーンン構構想想・・計計画画のの実実行行  

■実証実験 

6件の実証実験を、マーケットインの考え方に基づいて、以下の実験を行った。 

・中大規模建築物に対応した効率的な SC。 

・接着重ね材(BP材)の原材料となる製材の安定供給体制。 

・意見や人材の連携を生むプラットホーム。 

現在いずれも工事中で、設計変更への対応や、不足材の手配納入を行っている。 

 

 ①日立市青少年育成推進会議 木製モニュメント / 納材済み/制作中 
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②Ｍ幼稚園/小規模物件(162㎡) /木構造の難易度が高い/ 納材済み /施工中 

 
 

 

③Ｋ児童クラブ/中規模物件(800㎡) / 木構造の難易度は標準的/ 納材済み /施工中 
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②Ｍ幼稚園/小規模物件(162㎡) /木構造の難易度が高い/ 納材済み /施工中 

 
 

 

③Ｋ児童クラブ/中規模物件(800㎡) / 木構造の難易度は標準的/ 納材済み /施工中 
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④Ｎ幼稚園  (1000㎡) / 木構造の難易度が高い/ 納材済み /施工中 

 
 

 

ウッドショック前は一部他県材・外国産材が計画されていた。 

 

 

 
納材時はウッドショックの渦中にあり、価格と供給の優位性が生まれ、県産材に置き換え

ることができた。 
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⑤Ｄ庁舎(5100㎡) / 木構造の難易度が高い/ 納材継続中 /施工中 

8m材 400本を含む集材を実施。一般製材約 350㎥、集成材約 300㎥、BP材約 250㎥を県産

材で調達した。 
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⑥常総市 道の駅 大規模物件(3000㎡) / 鉄骨造木質化 / 実施図面作成中 

常総市様はアグリサイエンスバレーエリアでの SDGs実践の一環として、出店予定企業に

県産材利用を推進してくださっている。 

 

■■「「供給」から「安定供給」への取り組み  

・第 2回情報交換会において、講師を招き品質向上に努めた。 

・実証実験において、原木出荷、製材・加工材（集成材・BP材・内装材）、乾燥、集

荷 
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・ストック・配送を点検した。 

・原木を供給する際、会員の施業実施計画と切り旬、ストックの関係性の整理を行な

った。 

■乾燥技術の向上 

・中大規模建築物に求められる高品質製材の供給にむけ、森林総合研究所の渡辺先生

に指導いただき、高品質材用の乾燥機の運用を実験した。 

・フォーラム会員である八溝多賀乾燥組合が

乾燥設備や 9ｍまで対応できるグレーディン

グマシンを整備中。 

①全自動蒸気式木材乾燥機 50㎥×5基  

～3基で杉に、2基で桧に対応。 

②横置き煙管式ボイラー  3トン×1基  

③曲げ式グレーディングマシン 1基  

～測定範囲は、短辺（厚さ）：90～150ｍｍ、長辺（材長）：3,000～9,000ｍｍ 

④ムラ取りモルダーライン 1式  

⑤定量供給装置及び蒸気配管 1式  

 

■国有林「長期大ロット立木販売」制度への対応 

・当フォーラムの中で、「ＢＰ材との連携」と「ハウスメーカーとの連携」２つの事業

体が応募した。 

■情報共有   

・相互理解 

川上・川中・川下は商習慣や目的が違う。コロナ禍により集まって話し合いが出来

なかったので、クレームを事務局に集め、都度詳しくヒアリングを行い、対策を検

討し、個別に回答を行った。その内容をコーディネーター会議で共有した。 

・コーディネーター会議の実施 

会員全員がすべての情報を正しく共有することは難しく、依頼者への守秘義務への

不安も起こる。川上・川中・川下それぞれのコーディネーターが、自分のチームで

共有すべき情報の範囲を判断し、チームに落とし込むという手法をとった。また広

い範囲で集材を行ったので、課題の収集もチームごととし、コーディネーター間で

話し合いを行った。 

 

 

■フォーラムの活動の広報・木造の魅力の発信 

・WOOD コレクション（モクコレ）2022～東京都と各産地が連携した木材製品の展示商談

会に参加した。 

オンライン展示会：2022年 1月 18日（火）10：00～2月 15日（火）17：00 
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・ストック・配送を点検した。 
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い範囲で集材を行ったので、課題の収集もチームごととし、コーディネーター間で

話し合いを行った。 
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・WOOD コレクション（モクコレ）2022～東京都と各産地が連携した木材製品の展示商談
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BP 材と当フォーラムが木造建築のためのワンストップサービスができる体制にあること

を紹介した。 

2/1-2 リアル展示会は中止となったため、準備したセミナーや展示物は利用できなかっ

た。 

 

（（４４））木木材材SSCCMM支支援援シシスステテムムのの操操作作方方法法等等のの指指導導  

① 川上・川中・川下各相談窓口で初年度作成したパンフレットを活用して周知に努めた。 

② 工務店・設計者向けセミナーにおいて、「もりんく」の紹介動画を配信し、登録を促

した。 

 

（（５５））ココーーデディィネネーータターーにによよるる事事業業者者ののママッッチチンンググ等等    

■実証実験によるマッチング 

・日立市青少年育成推進会議 木製モニュメント（高さ 6ｍ）  

・学びの森わかば園/小規模物件(延床面積 162㎡)  

・葛城交流館/中規模物件(延床面積 800㎡)   

・西方いずみ幼稚園  (延床面積 1000㎡)  

・大子町庁舎(延床面積 5100㎡)  

・常総市 道の駅 (延床面積 3000㎡)  

                           

   

■行政連携によるマッチング 

・常総市アグリサイエンスバレー計画、GLP社員寮  

一宮工務店 愛媛県大洲市+㈱生井(常総市木材小売)+㈲皆川製材所(製材所)+美和木材

協同組合（素材生産業者）+水府プレカット事業組合(プレカット工場) 

ウッドショックの中、地元に木材の取引先がないため、鉄骨造に変更を検討。常総市か

ら県産材利用を勧められ、当SCMにマッチング依頼があり以下のマッチングを行った。構

造の素材変更をせず、予算内の価格と納期で調達することが出来た。 

■商品開発への提案とマッチング 

木材加工技術と県産材のマッチングを行った。表面強化フローリング、幼保施設用フロ

ーリング、木質断熱材、デッキ材、外構材において連携を開始した。 

■当フォーラムのマッチング 

首都圏の設計事務所 5社 

他県の製材所・市場 4社  

プレカット会社   2社    

建設業       4社  

商業施設      1社  

不動産業      1社 

 

３３．．行行政政ととのの連連携携体体制制  

（１）茨城県 林政課 

・当フォーラムにオブザーバーとして参加いただくとともに、SCM運営等について指導

頂いた。 
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・実証実験物件選定や運営についてご指導いただいた。 

・県内市町村に公共建築物の木造化の相談、木造建築コーディネーター制度の紹介を行

って頂いた。 

（２）茨城県 営繕課 

・市町村営繕担当者会議において、当フォーラムの取り組み紹介と、公共建築物木造化

についてセミナーを実施して頂いた。 

・実証実験において、当

フォーラムのコーディ

ネーターと連携して、設

計事務所へのアドバイ

スをおこなって頂いた。 

・県内市町村に公共建

築物の木造化の相談、木

造建築コーディネータ

ー制度の紹介を行って

頂いた。 

（３）茨城県 住宅課  

・住宅課補助事業のセミナーにて「もりんく」の紹介をさせて頂いた。 

・実証実験のうち「サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）」に採択されている

物件があり、材料供給の際の注意点をご指導頂いた。 

（４）茨城県 建築指導課 

・実証実験において、確認申請等木造化に係る指導を頂いた。 

・実証実験において、当フォーラムのコーディネーターと連携して、設計事務所へのア

ドバイスを行って頂いた。 

（５）市町村 

・実証実験の対象物件をご提供いただき、計画を連携して進めた。 

 

４４．．事事業業実実施施にによよりり得得らられれたた効効果果  

① ウッドショックの渦中にありながらも、大量の供給に対応できた。「構想」におい

て、令和５年度 非住宅への製材供給目標1000㎥としたところ、行政連携やSCの協

働によって令和３年度 1430㎥を達成した。まだ設計変更や追加材料の納入等残っ

ており、原木の量(目標2,500㎥)と建築面積（目標5,000㎡）については、まだ納材

が終了していないので、実験終了を待ってまとめる。 

② 川上・川中・川下の主要団体 ～「川上/茨城県認定事業体連絡協議会」「川中/茨城

県木材協同組合連合会、茨城県産材推進協議会」「川下/茨城県産材普及促進協議会」

が、相談窓口となり、その団体の長と加盟の一級建築士がコーディネーターを担う

ことによって、物件毎に適応するSCを構築できる体制が構築できた。またSC内各段

階での集材や、コストダウンのポイントを共有することが出来た。 
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働によって令和３年度 1430㎥を達成した。まだ設計変更や追加材料の納入等残っ
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③ 実証実験によって、当フォーラム内の得意な分野と未熟な分野が明らかになった。

そこからSC内の連携の仕方を考えたことによって新しい市場への対応が可能になっ

た。 

④ また、これまで抵抗があった他県との連携を始めることが出来た。 

⑤ 県内に加え、首都圏の設計事務所や木材加工業者とのマッチングが進み、お互いの

強みを活かした商品開発～BP材・表面強化フローリング、幼保施設用フローリング、

木質断熱材、デッキ材、外構材等の開発が進んでいる。 
⑥ 茨城県や茨城県林業協会との連携によって、市町村、建築家へ提案を行い実証実験

が進んでいる。小規模から大規模建築まで、SC活用による木材の安定供給・コスト

ダウン・自由な設計の見本が生まれつつある。 
⑦ たくさんの失敗があったが、共に乗り越えることによって、お互いの価値観を知る

ことが出来た。 
⑧ 行政連携によって、公共建築物の木造化が検討され始め、事業計画段階でのコーデ

ィネーター派遣案件が出てきている。 
⑨ 森林総合研究所の渡辺先生の指導による実験で、内部ひわれが減少し、中大規模建

築物に求められる高品質製材むけの乾燥機の運用の方向性が見えてきた。 
⑩ 実証実験が身近な公共施設であったことから、短期間の大量集材、長尺材の調達で

ありながら、SC内の意欲が高く保たれ、物流効率化の情報共有や連携が生まれ、コ

ストダウンを図ることが出来た。 
⑪ 市町村連携、特に常総市様のご協力で、常総市アグリサイエンスバレー計画に進出

する企業やその施工会社に県産材をご採用頂いた。当SCとしても、ウッドショック

の中、通常価格よりは高くなったが、市場価格より安く、必要な量を提供すること

が出来た。また今後着工する企業様にもご提案を進めている。 
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５５．．今今後後のの課課題題とと次次年年度度以以降降のの計計画画  

◆フォーラムの継続検討  

実証実験を行う中で、コーディネーターや事務局に大きな責任があることを実感してい

る。またＳＣＭ定着には時間をかける必要もある。フォーラム活動継続が重要な課題で

ある。各窓口の運営、情報プラットホーム形成、コーディネーター派遣制度の維持、行政

による指導（茨城県林政課・営繕課・建築指導課・住宅課）・連携(市町村等)を維持して

いきたい。 

補助事業終了を受けて、今後自立した運用が求められる。特に同業他社の仕事をバック

アップする川下の木造建築コーディネーター（一級建築士）の費用検討が必要。 

◆実証実験を完遂させる。 

各物件完成まで引き続き継続し、SCの計画→実行→検証を実施する。 

・SCのブラッシュアップを行う。 

・見学会を行うなど実績を公表しSC利用の拡大に努める。 

・経緯と結果を検討しコストダウンに取り組み競争力を高める。 

・発注側のお施主様、設計事務所、ゼネコンの不安を解消する事例とする。 

◆案件ごとのSC形成を検討 

6件の様々な実証実験を行う中で、SCに会社ごとに参加するのではなく、川上・川中・川

下それぞれの団体が加盟して、物件ごとに適応したＳＣを構築したほうが良いという意

見が出ている。挑戦的な意匠や構造を伴う物件や大規模物件については、案件ごとにSC

をコーディネートしていくと、より効率的になる可能性がある。また小規模の製材所が

多い当フォーラムにおいては、通常の業務に負担をかけないSCのマネージメントも検討

すべきと考える。 

◆森林総合研究所への参加依頼 

今後、話し合いを持ちフォーラムに参加頂くか、連携協定を結ぶかをご検討頂く。 

森林総合研究所の指導による実験結果をもとに運用を続け検証をし、八溝材に適した乾

燥方法を探っていく。 

◆長尺・大径木用の設備整備 

実証実験の中で長尺材・大径材にニーズがあることが分かったが、集材にはいろいろな

苦労がある。また機械設備に関しても、県内及び福島・栃木にも8ｍが引けるツインバ

ンドソーがない。現在の台車引きではBＰ材に適した精度を求められると、20％以上は

じかれてしまう。今後ストック倉庫と8ｍのツインバンドソー整備を検討していきたい。 

◆建築の企画段階から参入する仕組みを検討  

実証実験中、企画段階から入ることが出来た児童館と設計段階から入ることが出来た

庁舎では、作業量が格段に違う。特に基本設計が進んでいる段階で木造化に入ると発注

側・設計事務所に大きな負担がかかってしまい、コストアップにつながるばかりか、木

造に対して悪い印象を持たれてしまう可能性が高い。今後企画段階に木造化を提案で

きる方策を考えたい。 

◆他県・他地域との連携 

マーケットインの考え方に基づき、建築家の自由な設計を支えるため、なるべく広い範

囲の寸法材料を供給できるよう検討を進める 
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燥方法を探っていく。 

◆長尺・大径木用の設備整備 

実証実験の中で長尺材・大径材にニーズがあることが分かったが、集材にはいろいろな

苦労がある。また機械設備に関しても、県内及び福島・栃木にも8ｍが引けるツインバ

ンドソーがない。現在の台車引きではBＰ材に適した精度を求められると、20％以上は

じかれてしまう。今後ストック倉庫と8ｍのツインバンドソー整備を検討していきたい。 

◆建築の企画段階から参入する仕組みを検討  

実証実験中、企画段階から入ることが出来た児童館と設計段階から入ることが出来た

庁舎では、作業量が格段に違う。特に基本設計が進んでいる段階で木造化に入ると発注

側・設計事務所に大きな負担がかかってしまい、コストアップにつながるばかりか、木

造に対して悪い印象を持たれてしまう可能性が高い。今後企画段階に木造化を提案で

きる方策を考えたい。 

◆他県・他地域との連携 

マーケットインの考え方に基づき、建築家の自由な設計を支えるため、なるべく広い範

囲の寸法材料を供給できるよう検討を進める 
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① 八溝材サプライチェーンを構築する。 

安定供給のため、Ｄ庁舎の経験を生かし、栃木・福島の協同組合と、それぞれの得意

分野を活かした広範囲のSCを検討したい。 

② 大径材・長尺材の供給体制を作る。 

8ｍを400本以上調達した実証実験では無理も多かった。負担軽減のため、非住宅用材

料のストックを持っている熊本とBP材の繋がりを生かしてSCを検討して行きたい。 

◆フォーラムの活動の広報・木造の魅力の発信 

当フォーラムの木造建築に対するワンストップサービス体制を、ユーザーに周知してい

きたい。併せて、中大規模建築の木造・木質化の需要喚起が必要。発注者の木造建築物

に対する「なんとなく不安な感じ」に対応する資料の整備が必要。これについては。木

材業界全体で対応していくべきだと考える。 
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１１．．事事業業のの実実施施目目的的  
本県では令和元年度から県産材のより使い易い環境を整えることを目的

として、「とやま県産材需給情報センター」を中心として県内木材流通に係

る川上、川中、川下の幅広い事業者、関係者に参画いただき「富山県 SCM推

進フォーラム」を立上げ、「効率的なサプライチェーンの構築支援事業」に

取組みました。 

事業初年度の一昨年度は、川下側の建築設計者に加わっていただき、建築

用材の新たなネットワークが生まれましたことにより、公共建築物に県産材

の使用を拡大するための課題を整備しその改善点がより具体的な形で整理

できました。 

2年目の昨年度は、川下側が県産材を使い易い環境の推進を図るためのア

イテムとして、富山県産版の製材品規格リストとして「とやま県産木材規格」

の整理を行い、その規格材を中心に富山県産材版の「木構造仕様書」を作成

し、安定した県産材製品の流通体制の構築を目指すこととしました。 

3年目となる今年度は、川中側での「とやま県産木材規格」による県産材

製材品のストック体制を推進するため、「とやま県産木材規格」による製材

品を製材する事業体の認定、「とやま県産木材規格」による県産材製材品の

標準価格の設定について整備するとともに、川下側に対する「とやま県産木

材規格」による県産材製材品の強度、乾燥などの関する勉強会を行い、普及

啓発を推進し、県産材の公共建築物件での利用拡大につなげることを目的に

取組みました。 

   また「とやま県産材需給情報センター」ができるだけ早い段階で公共建築

物件の設計に関する助言から、製材品が円滑に納入されるところまで関わる

ことで、建築主が県産材を使うことによるメリットを感じていただけるよう

な体制の整備に取組みました。 

  

２２．．事事業業実実施施のの状状況況  
令和元年度は、富山県が進めている公共建築物での県産材の利用拡大に向け

ての施策に対応するための課題を整備し、その改善点を具体的に整理しました。 

 数々の課題の中から先ず優先すべきは、川中の横連携による県産材製品の在

庫量の拡大とその取組を情報発信することの重要性が見えてまいりました。 

 そこで 2 年度は、富山県独自の木材仕様書を整備し、その仕様書に合う県産

材製品の規格リストの整備を行いました。 

 

 

 

   「とやま県産木材規格」    「富山県版木材特記仕様書」 
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 仕様書、規格リストの制作にあたっては、富山県 SCM 推進フォーラムの会員

会方々に協力いただき、それぞれの部会に分かれ制作に取り掛かりました。 

 また先進的な取組みを行っている京都 SCM 推進フォーラムとの Web での地域

材の利用拡大に向けての情報交換会を行いました。 

 この他「県産の無垢材」をふんだんに使った企業内保育園を建てたいという計 

画初期段階での相談を受け、SCM推進フォーラム内の川上川中の連携を図りなが 

ら地域材を効率よく納材しました。 

 

3年目となる今年度は、昨年整備した「富山県版木材特記仕様書」と「とやま木 

材規格」の普及をより確実にし、とやま県産材を川下の方々が使い易い安い体制 

の構築につなげるため以下の3つの取組を柱に取組むこととしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、こうした取り組みを「富山県SCM推進フォーラム」の会員の方々と共有して取組 

むため3回の情報交換会を行いました。 

Ⅰ 「とやま県産木材規格製材品」としてリストアップした材の 

  ①川下側へリストアップした製材規格品を PR するため製本化を行う 

  ②リストアップした製材規格品の標準価格の設定に向けた取組み 

  ③規格製材品を作成する製材所の認定方法の整備 

Ⅱ 富山県木材研究所と連携し、製材業者、設計業者、工務店など川中、川下側に事業者を 

   対象とした県産材の強度や乾燥などの特性について理解を深めるための勉強会の開催 

Ⅲ 公共建築物件の計画段階での早期情報収集に務め、木材供給に関するコーディネートを 

    行い、施行者が富山県産材を使い易くするための支援を行う。 
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 富山県 SCM 推進フォーラム参画事業体一覧 
種別 事業者・団体名 素材性産 

業者 

森林組合 

系統 

木材製造 

業者 

木材流通 

業者 

建築・設計 

事務所等 

行政機関等 

川上 

 

(有)尾谷林業 ○  ○    

(株)島田木材  ○      

新川森林組合  ○ ○    

立山山麓森林組合  ○ ○    

婦負森林組合   ○     

富山県西部森林組合  ○     

富山県森林組合連合会  ○  ○   

川中 

 

ウッドリンク(株)   ○ ○   

尾久木材工業(有)   ○    

岸田木材(株)   ○    

野村木材(株)   ○    

ラミネート・ラボ(株)   ○ ○   

川下 (株)押田建築設計事務所     ○  

(株)鈴木一級建築士事務所     ○  

(株)創建築事務所     ○  

チューモク(株) ○  ○ ○ ○  

(株)中川建築設計事務所     ○  

(株)水間建築設計事務所     ○  

その他 富山県森林政策課      ○ 

 

①第 1回情報交換会 

開催日 令和 3年 9月 6日 

開催場所 パレブラン高志会館（Web開催） 

Web 

参加者 

行政、関係団体関係者 8名    

会員 13名 

出席者 県森林政策課    3名 

事務局       7名 

議題 １）これまでの取組み 

２）県産材普及啓発のための講習会 

３）規約の改正 

３）もりんくの取組について 

 

（会員の意見） 

・今年は、製材業者、設計建築士、工務店を対処にした勉強会を開催するとのことで

あったが、「富山県産材需給情報センター」のホームページの充実により、施主、発

注者への富山県産材の普及啓発つながる取り組みができればいいのではないかと

考える。 

    

  

19



②第 2回情報交換会 

開催日 令和４年１月１７日 

開催場所 パレブラン高志会館 

参加者 行政関係者 6名 Web参加 6名  会員 13名  事務局 

７名    

議題 １）今年度取組みについて 

２）他県の県産材認証の取組について 

３）県産材品質管理技術講習会について 

４）もりんくの取組について 

 
（会員の意見） 

・県で進めている県産材の利用に対する補助事業が拡大していけば、県産材もより普 

及すると考えられる、当社としても対応していくつもりである。 

・取引のある工務店では最近県産材を使いたいという意欲のある工務店が増えてき 

ており、当社ではそうした方々を募集し協議会を立ちあげ、出荷体制の構築を進め 

たいと考えている。 

・非住宅部門での県産材のニーズは高まってきているようには感じているが、供給側 

としては十分需要者に応えている状況でない。我々川中側としても多くの同業者の 

参画を求め、みんなで協力していけるようになればよいと考える。 

・先般ある公共物件で、羽目板を収めたところ、県産材となっていたので、節のある 

ものを収めた。県産材と指定していないは所では無節の羽目板をある大手メーカー 

が納めており、結局こちらの羽目板は差替えさせられたことがあった。県産材の周

知についての取組を必要と考える。 

・県産材の認証制度の必要性については慎重に進めていかないと、手続きが、より煩 

雑化するだけでは使っていこうとする意欲がわかなくなる。また価格についても川 

上でかかる費用について川中、川下が理解したものにすることが大切でないかと考

える。 

・建築士の中では県産材について理解はまだまだ進んでいない。勉強会を今後も続け

ていただきたい。 

・県産材をより多く普及するためには、「地域愛」のような仕掛けを検討してみては

どうかと考える。 

・川上側としては、年々人手不足が深刻化してきており、なかなか需要に合った供給

ができていないのが実情ではありますが、流通コストの削減などに取組みながら安

定供給に努めたいと考えている。 
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②第３回情報交換会 

開催日 令和４年 2月 28日 

開催場所 パレブラン高志会館 

参加者 行政関係者 ４名 Web参加４名  会員 １２名    

事務局 ７名    

議題 １）今年度取組みについて 

 
（会員の意見） 

・昨今県産材を使った木造施設のニーズが増えてきている、「とやま木材規格」の冊

子に期待している。 

・認定基準の検討会に加わらせていただいたが、まだまだ内容を煮詰めて聞かなけれ

ばならないと思う点があり来年度からもぜひ皆さんと一緒に取組みたい。 

・今後在庫状況を確保するためどういったシステムにするか、また情報の共有をどう

するかが問題になってくることが懸念材料と思われる。 

・「富山の木で家を作る会」という会でも以前に標準価格を設定し取組んだが失敗し 

た事例もあるので、今後の運用をしっかりしていただきたい。 

・地元で公共建築物件が何件かあり、需給情報センターにお世話になり助かった。 

 

      
 

 
 

   

   

「とやま木材規格」を提案する冊子づくり 
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 また、川下側の事業者に富山県産材の強度や含水率などの特色を理解いただく

ため、富山県木材研究所と連携し、「品質管理技術講習会」を開催しました。 

   
 

 

 昨年に引続き、京都府 SCM 推進フォーラムとの情報交換会を行いました。今

年度も京都に行き、地域材の公共建築物での推進方法などについて昨年度より
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 公共建築物での県産材の利用を推進に取組みました。 
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「とやま木材規格」の製品を製材するための製材工場を認定するための検討資

料として、全国の「県産材製品の認定取組み」についての調査を富山県木材研究

所に依頼しました。 

 

  調調査査のの概概要要  

１ 品質認証制度を実施していると思われる、実施団体に対し、郵送による 

アンケート調査を実施。 

（参考：各県の木材関係団体等のホームページや既存資料等） 

対象県 

宮城、秋田、福島、茨城、群馬、神奈川、福井、長野、岐阜、静岡、三重 

京都、兵庫、奈良、山口、徳島、香川、愛媛、佐賀、大分、鹿児島 

 

２ 回答のあった18府県（回収率86％）のうち、JAS材の普及により、現 

  在は制度を運用していない等の回答があった6県を調査対象外とし、12府 

県の実施状況を分析。 

 

3 調査項目 

・各府県の素材生産量と製材用素材の入荷量 

  ・品質認証材の年間取扱量 

  ・品質認証の対象と構造材の基準並びに認証方法 

  ・標準単価の設定、仕様書明記の有無 

 

 

 
 

設計者 工工 務務 店店

  

製製材材所所  

製製材材所所  
((小小規規模模))  

    JJAASS  
製製材材所所  

おお施施主主  

素素材材生生産産  
事事業業体体  

共共販販所所  

ととややまま県県産産材材  
需需給給情情報報セセンンタターー  
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 上記の調査を踏まえ、以下の認定基準を整理した。 

 ・富山県内に事業所があるもの 

 ・富山県木材組合連合会の会員 

 ・認定の申請を行うもの 

 ・県産材の取扱い実勢が一定基準以上あるもの 

 ・「とやま木材規格」の基準に沿った製材を行うための「品質管理技術者」を 

  設置できるもの 

 ・定められた会費の納付を行ったもの 

 

 

３３．．次次年年度度以以降降のの課課題題とと取取組組むむべべきき項項目目  
 

【今後の課題】 

 ①需要に見合った「とやま木材規格」の製材品の適正在庫の確保 

 

 ②製材規格の品質の統一化 

 

 ③「とやま木材規格」製材品の安定供給体制の構築 

 

 

【今後取組むべき項目】 

 ①「とやま木材規格」の製材品の供給体制の強化 

  ・規格製材品を供給する製材所の認定 

  ・需要性のある品質管理材の安定供給体制構築 

 

 ②「とやま木材規格」の認知度の拡大 

  ・行政との連携により「とやま木材規格」の普及啓発 

  ・ホームページの整備等、一般ユーザーへの情報発信 
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低層建築物（住宅等）における効率的なサプライチェーンの構築支援事業 

実 施 報 告 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月 

岐阜県ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ推進ﾌｫｰﾗﾑ  
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 2 

１．事業の実施目的 

  本事業は県内ですでに実施している岐阜県森林組合連合会(以下「岐阜県森連」と言う)

による岐阜県森連システム販売の地域限定版としてシステムの構築、運用を目指したも

のである。 

 岐阜県森連システム販売は、県内にある大型木材加工施設に対して、岐阜県森連が傘下の

森林組合、国有林、その他県内外で調達した木材を､市場を介さず工場へ直送し流通コス

トの低減を図るとともに４半期に一度、樹種・規格毎に協定に基づいた数量を計画的に納

材するものである。 

 この県森連システム販売は、必ずしも十分な生産の下での木材の供給ではないため、中小

の製材工場が対象とならず、地域の中小製材工場は不安定な市場で原木の手当を行い、工

務店やプレカット工場からの需要に基づき柱や土台等を生産している。 

  岐阜県木連はこれまで初年度は各分野の課題の洗い出し、２年度は岐阜県木連開発製

品と森林認証材の需要拡大に向けて取り組んできており、３年次はサプライチェーンの

部分的な取り組みと言えた実績を上下流一体的な取り組みの中で明確なサプライチェー

ンを新たに構築する取り組みとすることが必要であると判断した。これまで森林認証材

の普及において東白川村産材(東白川村森林組合ではFSC-FM認証を取得している)の流通

を取り扱ったためこの経験を活かし、飛騨川支流である東白川村も含む白川流域一帯で

生産されるヒノキの流通に限定した比較的コンパクトなサプライチェーンの構築(白川L

SC(Local Supply Chain)システム)に取り組むこととした。 

 

２．当該地域の概要 

対象とする白川流域は、中津川市加子母地区、東白川村、白川町(建制順によらず上流

から記載)は岐阜県東部に位置し国内でも有数なヒノキ良材の産地である。 

当地域の面積は４３，９１５ha うち森林は３９，４７５ha(国有林５，４５１ha 民有

林３４，０２４ha)、森林率は８９．９%、民有林の人工林率は６４．８%で、県平均(45.

１%)より高く、人工林蓄積の大部分はヒノキが占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地域案内図 
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３．システムへの参画者 

川川上上 加子母森林組合 東白川村森林組合 白川町森林組合 

東濃ヒノキ白川市場協同組合 

川川中中 東濃ひのき製品流通協同組合(乾燥、製品仕上げ、ストック) 

東白川製材協同組合(製材) 株式会社トーホー(製材) 株式会社山共(製材)  

株式会社丸七ヒダ川ウッド(製材) 東濃ひのき白川プレカット協同組合 

(プレカット) 協同組合東濃地域流通センター(プレカット)  

株式会社山西(プレカット) 

株式会社東海プレカット(プレカット) 

川川下下 東濃ひのきと白川の家建築協同組合(１７社) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．白川流域の現況 

当地域においては、これまで東濃ひのき製品流通協同組合(以下「流通協同組合」と 

いう)が工務店からの注文を受けた柱、土台を東白川村、白川町内の組合員の製材所か 

ら仕入れて、仕上げ加工を行いプレカット工場でさらに部材に加工して納材していた。 

原木は、各製材所がそれぞれ自らの調達ルート(多くは木材市場)で入手しており、原 

  木の調達については市場の動向如何であり、調達量、価格については不安定であり、市 

  場を介するため市場手数料、積み込み手数料等が発生し原木価格に上乗せされるため、 

  仕入れ価格がさらに高いものとなっている。 

岐阜県森連のシステム販売では原木の大型木材加工工場への直送がされており木材 

  流通におけるサプライチェーンの内すでに川上川中まではシステムとして運用されて 

  いるが、当地域の製材工場は対象となっていない。 
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岐阜県森連のシステム販売(協定・直送)概念図 

製材工場で製材された柱、土台は東濃ひのき製品流通協同組合に運ばれそこで乾燥、 

プレーナー掛け等の仕上げがされる。 

工務店からの発注は直接流通協同組合に入り、流通協同組合がプレカット工場へ製 

材品を出荷、住宅部材に加工し納材する場合と、工務店からプレカット工場に発注され、 

プレカット工場から流通協同組合へ製材品の発注がされる場合の２通りがある。 

当地域では、製材品のプレカット工場への納材が流通協同組合によってコントロー 

ルされており、川中のサプライチェーンの一部が形成されているともいえるが、流通協 

同組合においても安定的な需給のバランスの上に立った計画的な製材品の供給をする 

仕組みはできていない。 

現況の木材流通 
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５．白川LSCシステム 

今回の取組は、中小の製材工場が地域材の工場直送を活用することにより、運材経費 

の低減、市場手数料の削減を図るとともに、安定的な原木供給を受け製材品の安定生産 

を基礎に計画的な木材の上下流一体となったサプライチェーンの構築を岐阜県内で初 

めて構築しようとする試みです。 

これまでは木材、木製品の流れを通じて繋がっていたが川上、川中、川下の意識は 

別々であり、一体感は醸成されておらず、地域の貴重な木材資源の活用がされる状況で 

はない。 

しかし、昨春に始まったウッドショックはこれまでになく国産材が高騰し、川中、川 

下も木材の手当に奔走した。当地域においても価格高騰は遅れて始まったものの、次第 

に価格の上昇があり、ヒノキの並み材においてはウッドショック前の２倍を超える原 

木価格となった。この状況は年が明けてからもまだ続いており、柱・土台取り(１０． 

５㎝角)適寸材は依然高値圏にある状況である。 

このような状況であるが、川中、川下からはこれまでなかった「川上の森林所有者に 

も利益を還元し、再造林も可能にしなくてはならない」との趣旨の意見も聞かれ、国産 

材に関する認識も変わってきたのではないかと思えるようになってきた。 

持続可能な森林経営のためには適正な木材価格がいくらかであるかは重要だが、こ 

れまでの木材価格は再造林を行うには非常に厳しいものであった。また、昨春からこれ 

までの木材価格の推移は、協定価格を締結するには難しい状況であると言えるが、予測 

できない価格の状況であるからこそ、安定した価格での取引による計画的な事業運営 

が望まれるという状況であるのではないかと考えている。 

このような状況の中、川上の木材生産者である３森林組合と１木材市場と流通協同 

組合が価格・納期・数量に関して一定の期間(４半期)ごとに調整を行い、安定的な原木 

の需給を実現し、まず流通協同組合員の製材工場に原木を直送することとする。直送シ 

ステムとしては岐阜県森連のシステム販売が大型木材加工施設において運用されてい 

るが、当地域内では出材、納材に関して手数料は取らないため、原木の流通価格は運賃 

を除くと１０％近く低く抑えられると考えられる。 

さらに、製材工場から流通協同組合への納材は協定価格の原木に製材加工費用等を 

加算するが、その過程は本システムの参加者全員において各レベル(川上・川中・川下) 

の協議内容は公開(透明化)し、業務を進めることとします。 

現在の進捗状況は、白川LSCシステムの趣旨に同意し参加することを同意した者全員 

の記名捺印をした包括協定書と言える「白川流域の森林資源の安定供給に関する協定」 

を令和４年１月に締結したところである。  

31



 8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

白川ＬＳＣシステム概念図 

  

 

 
白川流域の森林資源の安定需給に関する協定 

 (目的） 

第１条 この協定は岐阜県加茂郡白川町、東白川村、中津川市の白川流域における森林資源の持続可能な利用を推進し、

地域材の適切かつ安定的な供給と建築物等の木材利用推進を図るため、森林・林業・木材産業・建築業等川上（素材生産事

業者）、川中（製材加工事業者）、川下(建築事業者)の関係者が、連携・協力して地域材の安定的な需要・供給体制を構築す

ることを目的とする。 

  

(信義・誠実の原則) 

第２条 協定者は白川流域の森林資源の持続可能な利用を実現するという目的に賛同し、この目的の達成に向けて信義を重

んじ、誠実に本協定を履行しなければならない。 

  

(協定の期間) 

第３条 本協定の協定期間は、協定締結日から令和 5年３月３１日までとする。 

２ 協定者のいずれかから解除の申し出がなければ、協定期間を１年延長するものとし、以降も同様とする。 

  

(協定の推進) 

第４条 協定者は、本協定の継続発展のため、次の事項のため連携・協力して取り組む。 

（１）この協定に係る公平かつ互恵的な流通を担保するための透明性の確保 

（２）住宅取得予定者等最終需要者に対する本協定への理解の醸成 

（３）白川流域で生産された木材等について量的・価格的に安定した需要と供給の実現とその拡大、及び主伐後の再造林を実

施するための支援措置の検討 

（４）白川流域の林地や製材過程で発生する木質バイオマス燃料を木質バイオマス発電事業者へ供給する取り組みに関する

検討 

（５）上記項目を支援・実施するために事務局を設置する 

  

 （事務局） 

第５条 上記事業を調整・実施するための事務局を東濃ひのき製品流通協同組合事務所内に置く。 

岐阜県木材協同組合連合会は、必要に応じて事務局の支援を行うものとする。 

  

 （その他） 

第６条 本協定の趣旨に賛同し、参加の意思を表明した川上、川中及び川下の関係者は、協定者の総意をもって新たな協定

者として参加することができる。 
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白川ＬＳＣシステム概念図 

  

 

 
白川流域の森林資源の安定需給に関する協定 

 (目的） 

第１条 この協定は岐阜県加茂郡白川町、東白川村、中津川市の白川流域における森林資源の持続可能な利用を推進し、

地域材の適切かつ安定的な供給と建築物等の木材利用推進を図るため、森林・林業・木材産業・建築業等川上（素材生産事

業者）、川中（製材加工事業者）、川下(建築事業者)の関係者が、連携・協力して地域材の安定的な需要・供給体制を構築す

ることを目的とする。 

  

(信義・誠実の原則) 

第２条 協定者は白川流域の森林資源の持続可能な利用を実現するという目的に賛同し、この目的の達成に向けて信義を重

んじ、誠実に本協定を履行しなければならない。 

  

(協定の期間) 

第３条 本協定の協定期間は、協定締結日から令和 5年３月３１日までとする。 

２ 協定者のいずれかから解除の申し出がなければ、協定期間を１年延長するものとし、以降も同様とする。 

  

(協定の推進) 

第４条 協定者は、本協定の継続発展のため、次の事項のため連携・協力して取り組む。 

（１）この協定に係る公平かつ互恵的な流通を担保するための透明性の確保 

（２）住宅取得予定者等最終需要者に対する本協定への理解の醸成 

（３）白川流域で生産された木材等について量的・価格的に安定した需要と供給の実現とその拡大、及び主伐後の再造林を実

施するための支援措置の検討 

（４）白川流域の林地や製材過程で発生する木質バイオマス燃料を木質バイオマス発電事業者へ供給する取り組みに関する

検討 

（５）上記項目を支援・実施するために事務局を設置する 

  

 （事務局） 

第５条 上記事業を調整・実施するための事務局を東濃ひのき製品流通協同組合事務所内に置く。 

岐阜県木材協同組合連合会は、必要に応じて事務局の支援を行うものとする。 

  

 （その他） 

第６条 本協定の趣旨に賛同し、参加の意思を表明した川上、川中及び川下の関係者は、協定者の総意をもって新たな協定

者として参加することができる。 
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本システムの運用においては、川上の木材生産者との間で初年度の具体的数量につ 

いて協議をしたところである。今後各レベルでの協定の締結の後、初年度は供給数量を 

既存の流通に対する影響を考慮して本システム参加者の取扱量 約２，５００㎥の内 

１，０００㎥程度の運用を試みる予定である。 

また、本システムにおいて現行より価格の上乗せがあった場合住宅価格に直接影響 

があるため、参加者の内特に川下工務店、施主の理解が重要であるとの認識からこの取 

り組みの普及動画を作成した。 

 

６．行政との連携体制 

   このシステム内における協定締結のための参考資料として、中津川・白川・東白川地 

  域林業成長化推進協議会でまとめられた「製材品流通価格追跡調査業務報告書」を提供 

していただいた。 

 

７． 情報交換会の開催 

（１）第１回情報交換会  <令和3年8月24日実施>・・・・ZOOMによるオンライン形式 

●参加者●合計３４名 下図 出席名簿参照 

●内 容●今年度の取組みについてと情報交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他 事務局５名 

R3.8.24(火）13：30～ 出席者名簿
番号 役職名 氏　　名

1 流通担当専門職 枝窪　圭人

2 技術課長補佐兼係長 大橋　吉隆

3 林務課長 中島　照雅

4 林業専門監 梶浦　善孝

5 部長 永井　寛

6 大屋敷　恭範

7 専務理事 柱本　修

8 事務局長 立花　登

9 参事 川端　省三

10 木材流通事業本部長 岩木　克也

11 製材販売課長 丸田　隆行

番号 組織・団体等名 所属事業体名 役職名 氏　　名

201 加子母森林組合 代表理事組合長 細川　正孝

202 白川町森林組合 参事（兼）総務課長 澤田　卓朗

203 東白川村森林組合 参事 今井　克幸

204 東濃ヒノキ白川市場協同組合 代表理事 加藤　一昭

205 【(株)山共】 理事長 田口　房国

206 参事 大島　和之

207 東濃桧品質管理センター 共和木材工業(株) 代表取締役 大河内　建詞

208 岐阜県JAS製材品等供給・利用推進組合 事務局 福田　弥生

209 代表取締役社長 木下　浩一

210 課長代理 橋爪　健

211 主幹 三宅　善雄

212 後藤木材(株) 執行役員 勝野　公也

213 ヤマガタヤ産業(株) 戦略企画室係長 鷲見　亜希子

214 協同組合東濃ひのきの家 センター長 駒田　薫

215 タグチホーム(株) 代表取締役 田口　元美

216 木講堂

217 岡山工務店

218 北野建設 社長 北野

　　

　 　 　

　 　　　　　　　　 　

　 　　　　　　　 　

　

　 　

　令和３年度 低層建築物（住宅等）における効果的なサプライチェーンの構築支援事業

一財）日本木材総合情報センター　国内情報部

同上

同上

東濃ひのき製品流通協同組合

来
　
　
賓

川
　
上

川
　
　
中

岐阜県森林組合連合会

セブン工業(株)

組織・団体等名

林野庁　木材産業課

岐阜県　林政部　県産材流通課

高山市役所　林政部　林務課

白川町役場　農林課

一社）全日本木材市場連盟

同上

全国素材生産業協同組合連合会

川
 
下

岐阜県プレカット協議会

33



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoomでのオンライン会議の様子 

 

（２）第２回情報交換会  <令和3年11月1日実施>  

●会 場●岐阜県立森林文化アカデミー・・・・ZOOMによるオンライン同時配信 

●参加者●合計２５名 下図 出席名簿参照 

●内 容●取組みの進捗状況についてと発信方法についての意見交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他 事務局４名 

R3.11.1(月）13：30～ 出席者名簿
番号 役職名 氏　　名

1 流通担当専門職 枝窪　圭人

2 技術課長補佐兼係長 大橋　吉隆

3 事務局 梶浦　善孝

4 部長 永井　寛

5 大屋敷　恭範

6 専務理事 柱本　修

7 木材流通事業本部長 岩木　克也

番号 組織・団体等名 所属事業体名 役職名 氏　　名

201 加子母森林組合 共販署長 纐纈　延巳

202 飛騨高山森林組合 本所 専務理事 平戸　芳文

203 岐阜県木材協同組合連合会 (株)小林三之助商店 大野　英雄

204 NPO法人 ＷＯＯＤ ＡＣ 理事 塩田　佳子

川
　
中

　令和３年度 低層建築物（住宅等）における効果的なサプライチェーンの構築支援事業

同上

来
　
　
賓

川
　
上

組織・団体等名

林野庁　木材産業課

岐阜県　林政部　県産材流通課

中津川・白川・東白川地域林業成長産業化推進協議会

一財）日本木材総合情報センター　国内情報部

一社）全日本木材市場連盟

岐阜県森林組合連合会

205 東濃ひのき製品流通協同組合 （(株)山共）
理事長
（代表取締役）

田口　房国

206 同上 参事 大島　和之

207 岐阜県木材協同組合連合会 (有)倉地製材所 代表取締役 倉地　貞之

208 取締役常務執行役員 横井　勝

209 課長 安田　一博

210 主幹 三宅　善雄

211 ぎふの木ネット協議会 ヤマガタヤ産業(株) 代表取締役 吉田　芳治

212 岐阜県銘木協同組合 後藤木材(株) 執行役員 勝野　公也

213
揖斐川工業(株)
アグリ・バイオ部

園芸統括マネージャー 吉村　繁一

川
下

214 協同組合東濃地域木材流通センター センター長 片田　岳史

　　

　 　

　 　　　　　　　　 　

　 　　　　　　　 　

　

岐阜県プレカット協議会 セブン工業(株)

川
　
中
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Zoomでのオンライン会議の様子 

 

（２）第２回情報交換会  <令和3年11月1日実施>  

●会 場●岐阜県立森林文化アカデミー・・・・ZOOMによるオンライン同時配信 

●参加者●合計２５名 下図 出席名簿参照 

●内 容●取組みの進捗状況についてと発信方法についての意見交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他 事務局４名 

R3.11.1(月）13：30～ 出席者名簿
番号 役職名 氏　　名

1 流通担当専門職 枝窪　圭人

2 技術課長補佐兼係長 大橋　吉隆

3 事務局 梶浦　善孝

4 部長 永井　寛

5 大屋敷　恭範

6 専務理事 柱本　修

7 木材流通事業本部長 岩木　克也

番号 組織・団体等名 所属事業体名 役職名 氏　　名

201 加子母森林組合 共販署長 纐纈　延巳

202 飛騨高山森林組合 本所 専務理事 平戸　芳文

203 岐阜県木材協同組合連合会 (株)小林三之助商店 大野　英雄

204 NPO法人 ＷＯＯＤ ＡＣ 理事 塩田　佳子

川
　
中

　令和３年度 低層建築物（住宅等）における効果的なサプライチェーンの構築支援事業

同上

来
　
　
賓

川
　
上

組織・団体等名

林野庁　木材産業課

岐阜県　林政部　県産材流通課

中津川・白川・東白川地域林業成長産業化推進協議会

一財）日本木材総合情報センター　国内情報部

一社）全日本木材市場連盟

岐阜県森林組合連合会

205 東濃ひのき製品流通協同組合 （(株)山共）
理事長
（代表取締役）

田口　房国

206 同上 参事 大島　和之

207 岐阜県木材協同組合連合会 (有)倉地製材所 代表取締役 倉地　貞之

208 取締役常務執行役員 横井　勝

209 課長 安田　一博

210 主幹 三宅　善雄

211 ぎふの木ネット協議会 ヤマガタヤ産業(株) 代表取締役 吉田　芳治

212 岐阜県銘木協同組合 後藤木材(株) 執行役員 勝野　公也

213
揖斐川工業(株)
アグリ・バイオ部

園芸統括マネージャー 吉村　繁一

川
下

214 協同組合東濃地域木材流通センター センター長 片田　岳史

　　

　 　

　 　　　　　　　　 　

　 　　　　　　　 　

　

岐阜県プレカット協議会 セブン工業(株)

川
　
中

11 

会場の様子   オンラインでの意見交換の様子

（３）第３回情報交換会  <令和3年12月16日実施> 

●会 場●シティホテル美濃加茂・・・・ZOOMによるオンライン同時配信

●参加者●合計３８名 下図 出席名簿参照

●内 容●白川LSCシステムの合意および講演

他 事務局４名 

R3.12.16（木）13：30～ 第3回情報交換会　出席者名簿
番号 役職名 氏 名

1 流通担当専門職 枝窪　圭人

2 技術課長補佐兼係長 大橋　吉隆

3 100年の森づくり推進室長 藤下　定幸

4 林業課林務係長 高橋　浩

5 技術主査 神戸　仁美

6 技術主査 名和　久徳

7 林業課技術課長補佐兼林務係長 多賀　幸

8 国内情報部調査役 武田　八郎

9 専務理事 柱本　修

10 専務理事 小山　富美男

11 製材販売課長 丸田　隆行

番号 組織・団体等名 所属事業体名 役職名 氏 名

201 白川町森林組合 副組合長 竹腰　鋭司

202 東白川村森林組合 組合長 村雲　義英

203 同上 理事・参事 今井　克幸

204 加子母森林組合 共販所長 纐纈　延巳

205 東濃ヒノキ白川市場協同組合 副理事長 田口　和行

206 東濃ひのき製品流通協同組合 （(株)山共） 理事長 （代表取締役） 田口　房国

207 同上 参事 大島　和之

208 (株)山西　多治見店 店長 織田　尚行

209 協同組合東濃地域木材流通センター 小椋　詩文

210 (株)東海プレカット 営業設計課 課長 加藤　哲朗

211 (株)小林三之助商店 大野　英雄

212 (株)佐合木材 リーダー 神谷　大輔

213 (有)ライン工業 代表取締役 瀧本　実

214 岐阜県JAS製材品等供給・利用推進組合 事務局 福田　弥生

215 東濃桧品質管理センター 共和木材工業(株) 代表取締役 大河内　健詞

216 桑原木材(株) 沓間　美奈

217 (株)金山ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 代表取締役 河尻　和憲

218 東濃ひのきと白川の家建築協同組合 （(株)新和建設） 会長 藤井　保明

219 (株)新和建設 常務取締役 藤井　徹

220 (株)丸長ホーム 長原　健二

221 (株)ミノワ 藤井　拓巳

222 丸七ヒダ川ウッド 神戸　友弘

223 (株)三和木 安江　輝人

224 NPO法人 ＷＯＯＤ ＡＣ 理事 塩田　佳子

　令和３年度 低層建築物（住宅等）における効果的なサプライチェーンの構築支援事業

岐阜県可茂農林事務所

同上

来

賓

川

上

組織・団体等名

林野庁　木材産業課

岐阜県　林政部　県産材流通課

岐阜県　林政部　林政課

岐阜県中濃農林事務所

岐阜県恵那農林事務所

全国素材生産業協同組合連合会

岐阜県森林組合連合会

一財）日本木材総合情報センター

一社）全日本木材市場連盟

川

中

川
下
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会場の様子                   赤堀楠雄氏による講演 

 

（４）白川ＬＳＣ調整会議  <令和4年2月17日実施>  

●会 場●シティホテル美濃加茂 

●参加者●合計１６名 下部出席名簿参照 

●内 容●システム内で取り扱う木材について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他 事務局５名 

 

R4.2.17（木）15：00～ 白川LSC調整会議　出席者名簿

番号 役職名 氏　　名

来
賓

1 事務局 梶浦　善孝

番号 組織・団体等名 所属事業体名 役職名 氏　　名

201 東白川村森林組合 理事・参事 今井　克幸

202 加子母森林組合 共販所長 纐纈　延巳

203 東濃ヒノキ白川市場協同組合 代表理事 加藤　一昭

204 東濃ひのき製品流通協同組合 （(株)山共） 理事長      （代表取締役） 田口　房国

205 同上 参事 大島　和之

206 (株)トーホー 代表取締役 藤井　実

207 (株)山西　多治見店 店長 織田　尚行

208 協同組合東濃地域木材流通センター センター長 片田　岳史

209 東濃ひのきと白川の家建築協同組合 (株)新和建設 会長 藤井　保明

210 (株)三和木 安江　利招

　令和３年度 低層建築物（住宅等）における効果的なサプライチェーンの構築支援事業

組織・団体等名

中津川・白川・東白川地域林業成長産業化推進協議会

川
　
　
中

川
下

36
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会場の様子                   赤堀楠雄氏による講演 

 

（４）白川ＬＳＣ調整会議  <令和4年2月17日実施>  

●会 場●シティホテル美濃加茂 

●参加者●合計１６名 下部出席名簿参照 

●内 容●システム内で取り扱う木材について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他 事務局５名 

 

R4.2.17（木）15：00～ 白川LSC調整会議　出席者名簿

番号 役職名 氏　　名

来
賓

1 事務局 梶浦　善孝

番号 組織・団体等名 所属事業体名 役職名 氏　　名

201 東白川村森林組合 理事・参事 今井　克幸

202 加子母森林組合 共販所長 纐纈　延巳

203 東濃ヒノキ白川市場協同組合 代表理事 加藤　一昭

204 東濃ひのき製品流通協同組合 （(株)山共） 理事長      （代表取締役） 田口　房国

205 同上 参事 大島　和之

206 (株)トーホー 代表取締役 藤井　実

207 (株)山西　多治見店 店長 織田　尚行

208 協同組合東濃地域木材流通センター センター長 片田　岳史

209 東濃ひのきと白川の家建築協同組合 (株)新和建設 会長 藤井　保明

210 (株)三和木 安江　利招

　令和３年度 低層建築物（住宅等）における効果的なサプライチェーンの構築支援事業

組織・団体等名

中津川・白川・東白川地域林業成長産業化推進協議会

川
　
　
中

川
下
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会場の様子 

 

 

８． 「もりんく」の普及・活用 

   岐阜県木連の木材登録事業者に発行される『ぎふ県木連情報』、県内の林業情報誌で 

ある『森林のたより』等に「もりんく」の広告を掲載し、登録の推進を行うことにより、 

昨年度末から比較し、岐阜・愛知での登録者数は４５社から７８社へ増加した。 

また、本年度の取組みについてもプレスリリースを行い新聞等に掲載されたことに 

より、関心を持っていただくことが出来た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『森林のたより』2021年8月～2022年3月号掲載         『ぎふ県木連情報』第180～182号掲載 
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2021年12月23日 日刊木材新聞 2022年2月10日 毎日新聞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N0. N0.

1 ●岐阜県素材流通（協） 　（プレカット業）

2 ●飛騨高山森林組合 31 ●岐阜県プレカット協議会

3 ●中濃森林組合 32 ●株式会社 東海ﾌﾟﾚｶｯﾄ 飛騨匠工場

4 ●岐阜県森林公社 33 ●東濃ひのき製品流通（協）

5 ●株式会社　杣匠 34 ●（協）東濃地域木材流通センター

6 ●株式会社　山護 　（その他）

　（製材業） 35 ●丸曽建設株式会社

7 ●森の合板（協） 36 ●FOREST MEDIA WORKS株式会社

8 ●長良川木材事業（協） 37 ●共和木材工業株式会社

9 ●郡上木質バイオマス（協） 38 ●かしもひのき建築（協）

10 ●郡上製材（協） 39 ●株式会社　辰喜建築工芸

11 ●恵那小径木加工（協） 40 ●（協）東濃ひのきの家

12 ●南ひだウッド（協） 41 ●山本産業株式会社

13 ●高山木材製材（協） 42 ●株式会社　大勝建設

14 ●飛騨産業株式会社 43 ●株式会社 広和木材

15 ●飛騨杉研究開発（協） 44 ●七宗素材建築組合

16 ●岐阜県ＪＡＳ製材品等供給・利用推進組合 45 ●株式会社　丸信住宅産業

17 ●東白川製材（協） 46 ●恵那市産直住宅組合

18 ●岐阜県公共建築物等木造化・木質化推進組合 47 ●株式会社　舘林

19 ●岐阜県木材青壮年団体連合会 48 ●（特非）ＷＯＯＤ ＡＣ

20 ●有限会社　倉地製材所 49 ●株式会社　木構堂

21 ●株式会社　翠豊 50 ●株式会社　ミノワ

22 ●白木建設株式会社 51 ●長尾建設株式会社

23 ●株式会社　梅田製材所 52 ●株式会社　グッドプラス

24 ● 桑原木材株式会社　金山工場 53 ●株式会社　内藤商事

25 ●株式会社　佐合木材 54 ●株式会社　丸竹建設

　（市場） 55 ●タグチホーム株式会社

26 ●東濃ヒノキ白川市場（協） 56 ●フルハウス株式会社

　（木材流通業等） 57 ●有限会社　中野建築

27 ● ヤマガタヤ産業株式会社 58 ●洞口工務店

28 ● 株式会社　山木商行 59 ●岐阜県産直住宅協会

29 ● 後藤木材株式会社 60 ●木曽三川水源造成公社

30 ●高山木の里団地（協） 61 ●アンドウ設計事務所

62 ●きずきおふぃす一級建築士事務所

　団　体　・　事 業 者　名

計 30

計26

川
下

川
中

川
中

　団　体　・　事 業 者　名

岐阜県　『もりんく』登録者名簿　　　　　　　　　別添資料

川
上

計6
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2021年12月23日 日刊木材新聞 2022年2月10日 毎日新聞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N0. N0.

1 ●岐阜県素材流通（協） 　（プレカット業）

2 ●飛騨高山森林組合 31 ●岐阜県プレカット協議会

3 ●中濃森林組合 32 ●株式会社 東海ﾌﾟﾚｶｯﾄ 飛騨匠工場

4 ●岐阜県森林公社 33 ●東濃ひのき製品流通（協）

5 ●株式会社　杣匠 34 ●（協）東濃地域木材流通センター

6 ●株式会社　山護 　（その他）

　（製材業） 35 ●丸曽建設株式会社

7 ●森の合板（協） 36 ●FOREST MEDIA WORKS株式会社

8 ●長良川木材事業（協） 37 ●共和木材工業株式会社

9 ●郡上木質バイオマス（協） 38 ●かしもひのき建築（協）

10 ●郡上製材（協） 39 ●株式会社　辰喜建築工芸

11 ●恵那小径木加工（協） 40 ●（協）東濃ひのきの家

12 ●南ひだウッド（協） 41 ●山本産業株式会社

13 ●高山木材製材（協） 42 ●株式会社　大勝建設

14 ●飛騨産業株式会社 43 ●株式会社 広和木材

15 ●飛騨杉研究開発（協） 44 ●七宗素材建築組合

16 ●岐阜県ＪＡＳ製材品等供給・利用推進組合 45 ●株式会社　丸信住宅産業

17 ●東白川製材（協） 46 ●恵那市産直住宅組合

18 ●岐阜県公共建築物等木造化・木質化推進組合 47 ●株式会社　舘林

19 ●岐阜県木材青壮年団体連合会 48 ●（特非）ＷＯＯＤ ＡＣ

20 ●有限会社　倉地製材所 49 ●株式会社　木構堂

21 ●株式会社　翠豊 50 ●株式会社　ミノワ

22 ●白木建設株式会社 51 ●長尾建設株式会社

23 ●株式会社　梅田製材所 52 ●株式会社　グッドプラス

24 ● 桑原木材株式会社　金山工場 53 ●株式会社　内藤商事

25 ●株式会社　佐合木材 54 ●株式会社　丸竹建設

　（市場） 55 ●タグチホーム株式会社

26 ●東濃ヒノキ白川市場（協） 56 ●フルハウス株式会社

　（木材流通業等） 57 ●有限会社　中野建築

27 ● ヤマガタヤ産業株式会社 58 ●洞口工務店

28 ● 株式会社　山木商行 59 ●岐阜県産直住宅協会

29 ● 後藤木材株式会社 60 ●木曽三川水源造成公社

30 ●高山木の里団地（協） 61 ●アンドウ設計事務所

62 ●きずきおふぃす一級建築士事務所

　団　体　・　事 業 者　名

計 30

計26

川
下

川
中

川
中

　団　体　・　事 業 者　名

岐阜県　『もりんく』登録者名簿　　　　　　　　　別添資料

川
上

計6

 15 

９． 今後の予定 

今後は各レベルにおける協定締結を進めなくてはならないが、最もデリケートな部 

分である木材価格、製品価格を合意の上どのように設定するのかが大きな課題である。 

このため、各レベルでの協議をオープンな形で行い、参加者の合意のもとにシステムの 

運用を図る必要がある。 

価格については、持続可能な原木価格がスタートとなることから、定期性価格の調査、 

合意を得なくてはならないと考える。さらに、数量については初年度１，０００㎥とし 

ているが、本システムが本格的に稼働するためには数量の増加が必須であるため、本地 

域の木材生産の増大も不可欠である。 

運用数量が増大すれば、参加する複数の製材工場への原木の配分、輸送なども事務局 

において調整し運用せねばならない。当初１，０００㎥程度であれば配送の調整も比較 

的容易であると考えるが、今後地域の加工量が増大すれば、ロジスティクスの管理手法 

の確立、さらにソフトの開発、帰り荷の把握などにより高度な運用による流通経費の削 

減も視野に入ると考える。 

   また、本システムが地域の森林資源の活用、持続可能な森林経営にも資するものとな 

るためには、地域における再造林を支援するため参加者が基金を創設し運用すること 

も必要になると考える。木材の付加価値の増大を図るためには木材のカスケード利用 

も視野に入れなくてはならないと考える。川上における梢短材コロ太と呼ばれる株や 

端材や製材の過程で発生する樹皮や端材の地域一体となった活用を県下にバイオマス 

発電所が整備されてきていることから検討を進めたい。 

 本システムは県下初の取組であり、今後実際の流通における課題を整理し、地域ごと 

の課題の解決を進め、県下各地域におけるサプライチェーンの構築に発展を目指し、中 

小加工施設のさせなる活用を図ることを最終目標とするものである。 

 

１０． 「白川LSCシステム」普及動画の作成 

 

 
ＵＲＬ：https://youtu.be/WGHZxr57jTk 
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低層建築物（住宅等）における効率的なサプライチェーンの 

構築支援助成事業実施報告書 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年 3月 

 

京都府ＳＣＭ推進フォーラム 

（事務局：（一社）京都府木材組合連合会） 
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低層建築物（住宅等）における効率的なサプライチェーンの 

構築支援助成事業実施報告書 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年 3月 

 

京都府ＳＣＭ推進フォーラム 

（事務局：（一社）京都府木材組合連合会） 

  

１ 事業の実施目的 

 

 京都府内の木材需要量は 43万㎥と多くある一方、府内産木材の供給量は 11.8

万㎥と少ない。製材用は外国産材が、合板用は他県産材が多く利用されており、

チップ用のみが府内産材で調達できている。（平成 30 年、京都府調べ）このた

め、府内産の木材の生産量を拡大するとともに、府内でしっかりと利用されるよ

う、府内産木材への需要の転換と新たな需要を開拓することで、府内産木材のシ

ェアを拡大する必要がある。 

京都府ＳＣＭ推進フォーラム（以下「フォーラム」という。）では、京都府に

おける上記の木材流通の課題と情報交換会で得られた川上・川中・川下の各段階

の意見を踏まえ、①府内産木材の生産量を拡大するとともに、②その木材が府内

でしっかりと利用されるよう府内産木材への需要転換を図り、③新たな需要を

開拓することで府内産木材のシェアを拡大する必要があるとの方向性を整理し、

今後フォーラムで展開する取組等を京都府サプライチェーン構想・計画（以下

「構想」という。）としてとりまとめた。 

令和２年度は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）がまん延し、構想樹立時

には想定していなかった『ウッドショック』に見舞われた。令和３年度事業は、

感染防止対策を徹底し、また、注意喚起を促しながら構想実現のための取り組み

を行った。 

 

令和３年度の取り組み事項 

【１】情報交換会の開催 

  【２】府内産木材が利用しやすい仕組みづくり 

・長尺材、特注材等の森林資源情報の発信 

・ストックヤードの原木情報の公開 

・京都府産スギ材の横架材への利用 

【３】非住宅分野の新たな需要の開拓 

・木材コーディネーターによる事業者マッチング 

  【４】その他の取り組み 

・京都木材規格（ＫＴＳ）、日本農林規格（ＪＡＳ）の品質規格材の普

及と木材加工ネットの連携による供給体制構築 

・フォーラムへの参加呼びかけ 

・「もりんく」登録の呼びかけ 

・京都府産木材を使用した木造建築物建設の推進 

・富山県ＳＣＭ推進フォーラムとの意見交換 
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２ 事業の実施概要 

【１】情報交換会の開催 

第１回情報交換会 

 令和３年９月９日に対面及びＷｅｂによる開催。 

新型コロナウイルス感染症の影響で、世界的規模で経済・物流が混乱し、木材

においてもウッドショックによる木材供給不足が発生した。 

ウッドショックにより、外材の入手が困難となるなか、国産材を代替品として

利用することについて、明らかになった課題の共有と意見交換を行った。 

 

①川上の主な発言 

 ・搬出間伐は年間計画を立てて実施しており、急遽、林業機械を手配して出材 

 するのは難しい。 

 ・国の補助制度を活用して伐採しているので直ちに増産することができない。 

 ・増産には人材や機械への投資が必要。先行きが不透明なため、踏み切れない。 

 

 ②川中の主な発言 

・乾燥施設が足りない。 

・スギは米材に比べ乾燥時間が倍になる。 

・横架材をスギで作った場合、どれだけ需要が作ることができるか。 

・安定供給とＫＤ材が求められる。 

 

③川下の主な発言 

 ・ヤング率などの品質が担保されればお客様にアピールできると思う。 

 ・国産材は在庫がなく、直ぐに間に合わない。 

 ・スギは安普請のイメージがある。 

 ・安定供給がないと施主にお薦めできない。安定消費がないと物が造れない。 

 

以上の意見を踏まえ、外材横架材の代替品としてスギ横架材の利用を検討す

ることとなった。 
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 ・搬出間伐は年間計画を立てて実施しており、急遽、林業機械を手配して出材 

 するのは難しい。 
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第 1 回情報交換会の様子 

 

 

第２回情報交換会 

令和４年２月２５日に対面及びＷｅｂによる開催。 

令和３年度事業活動について報告を行った。また、スギ材の新たな活用と 

して横架材への利用を検討しており、途中経過を報告した。 

 

①活動内容への意見 

 特になし 

 

②スギ横架材への意見 

・常識的にスギを梁に使わないという先入観を払拭できるのか。 

・外材や集成材に慣れた工務店にはスギ材を構造材として使うことに抵抗 

感がある。 

  ・外材や集成材は安定しているので手配しやすい。 

  ・設計士がスギ材を指定しなければ使われることは難しい。 

  ・使いやすい環境を整えることが大切  など 

 

③今後の取り組みへの意見 

 特になし 
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第２回情報交換会の様子 

 

 

 

※上記の情報交換会の概要については、次のＵＲＬで公開している。 

https://scm-rss.kyomokuren.or.jp/ 
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第２回情報交換会の様子 

 

 

 

※上記の情報交換会の概要については、次のＵＲＬで公開している。 

https://scm-rss.kyomokuren.or.jp/ 

  

【２】府内産木材が利用しやすい仕組みづくり 

 （１）長尺材、特注材等の森林資源情報の発信 

 市場に流通する規格材を活用し設計するのが最も低コストであるが、意匠上、

長尺材や特注材が必要になる場合がある。令和２年度においては府内５か所の

人工林において調査するとともに森林所有者に伐採の意向を確認した。単純に

インターネット上で森林資源情報を公開し、設計者、工務店、製材業者、森林所

有者とのマッチングを行うことを考えていたが、森林をどう見せるかが課題と

なった。 

 令和３年度は、明らかになった課題を踏まえ、ドローンを活用した静止画撮影

及び動画撮影並びに枝下高測定、360度カメラによる林内撮影等を綾部市及び京

都市の森林で試行した。 

 

【調査内容】 

①密度管理竿で単位面積あたりの立木本数の測定 

②直径巻尺で胸高直径の測定（※大径林は輪尺での測定は不能。） 

③ドローンで枝下高測定（※同時に幹の状態を動画撮影。） 

④360度カメラで林床から林冠までを撮影。 

 

   

  

 

密度管理竿による立木本数の測定（左上）、直径巻尺による測定（中央上）、ドローンによる枝下高の測定

（右上）、使用したドローン（左下）、使用した３６０度カメラ（中央下） 
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【今後の課題】 

・ドローンを使用したＧＰＳでの枝下高測定はメートル単位で誤差が出るた

め、別の方法（Vertexなど）によるのがよい。 

・360度カメラ（RICOH THETAを使用）での静止画データの閲覧については、

閲覧者によるダウンロードと当該カメラ専用の閲覧ソフトに頼ることになる。 

・ＶＲ動画については、試験的にＹｏｕＴｕｂｅ にアップロードし確認した

ところ、一時停止をした上で任意の方向に動かすことができた。京都府木材組

合連合会が使用しているホームページにＹｏｕＴｕｂｅ動画を組み込む形であ

れば掲載可能と思われる。 

 

※今回調査時にドローンで撮影した動画は YouTubeで公開している。 

https://www.youtube.com/watch?v=0Tswj—Acjw 

※過年度に行った調査は、木材ＳＣＭ支援システム「もりんく」の京都府木材

組合連合会の事業者情報に掲載している。（「主な取り扱い製品」を利用。） 

 

 
木材ＳＣＭ支援システム「もりんく」に掲載した森林資源情報 
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木材ＳＣＭ支援システム「もりんく」に掲載した森林資源情報 

  

（２）ストックヤードの原木情報の公開 

 

 京都府の場合、原木丸太を入手するには北桑木材センター又は八木原木市場

で競り落とすことになるが、競りは原則として６のつく日（６日、１６日、２６

日）又は８のつく日（８日、１８日、２８日）に限られる。 

随時対応可能な京都府森林組合連合会綾部ストックヤードの在庫情報を公開

することで「欲しいときに入手」でき、このことで安定供給につながることが期

待される。 

 令和３年１１月２日から、マッチングサイト「もりんく」の掲示板から在庫情

報が掲載されている京都府森林組合連合会ホームページに誘導を開始した。 

今後の課題は①ストックヤードの集材力の強化、②販路の拡大 

であり、京都北部の原木集材基地として役割を果たす必要がある。 

 

 

 

綾部ストックヤード（左上）、在庫一覧表（右上）、「もりんく」掲示板（下） 
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（３）京都府産スギ材の横架材への利用 

 

 新型コロナウイルス感染症の発生を契機とした欧米での住宅ニーズの増加、

大規模山火事等の気象災害、中国の木材需要の増加、コンテナ不足による海運

の輸送の遅れ等の要因等により、木材においてはウッドショックによる外材の

価格高騰、木材輸入量の減少により、国産材で外材の代替品として検討され始

めたが、外材不足の穴埋めをするためには多くの課題が明らかになり、特に梁

材生産のための乾燥施設の不足から、ＫＤ材の供給不足が大きな課題として明

らかになった。 

 「スギの曲げヤング係数は輸入材に比べて小さい」と言われるが、ベイマツ

の梁のほとんどは強度的な余裕が十分にあるとの研究成果がある 1）ことから、

荷重がそれほどかからない部位であれば『柔らかい』と言われるスギ材がベイ

マツの代替として利用可能ではないか、また、実用化されれば外材から国産材

への利用転換が図れ、京都府内産材の利用拡大と森林資源の有効活用に繋がる

ことが期待される。 

そこで、京都大学生存圏研究所五十田研究室の協力を得ながら、製材・プレ

カット業者への聞き取り調査及び建築済プレカット図面情報のデータ分析、Ｋ

ＴＳ材の実績調査を実施することで、京都府産スギ材での代替の可能性につい

て検討を行った。 

また、スギ横架材の生産体制等について、京都木材加工ネットのメンバーと

意見交換を行い、利用側の工務店等については会議等での問題定義や意見交換

会で意見集約に努めた。 

 

※在来軸組工法を行う京都府内のプレカット会社４社を対象に、見積書に記載された木材使用

量を樹種・寸法別に集計を実施。（サンプル数：292棟） 

※京都府内にはプレカット会社は５社あるが、１社は在来軸組工法以外のため調査対象外とし

た。 

 

1）青井秀樹ほか，木造住宅の構造部材に生じる各種応力の許容応力度に対する割合

（第 2 報），2009，木材学会誌，55(1)，pp．37-44 
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令和 3 年 11月 29 日 

調査分析結果の意見 

交換 

 

京都大学宇治 

キャンパス生存圏 

研究所 

 

 

 

令和 3 年 12月 20 日 

京都木材加工ネットとの 

意見交換 

 

 京都府木材組合 

連合会 
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【調査結果概要】 

 

 

 

【調査方法 】 

プレカット工場 4

社の加工実績に基

づく調査を実施。

見積書に記載され

た梁の木材使用量

を樹種・寸法別に

集計した。 

【調査結果 】 

京都府内の 4 号

建築物では、 1 棟

当たり 5.51 ㎥の

梁が使用されてお

り、そのうち 

92.6％が米マツま

たはレッドウッド

集成材 であった。

なお、スギ無垢材

の使用は 2.4％であ

った。 

全体の 96.5 ％

が 梁幅 105mm で

あった。 

梁幅 105mm 、梁

せい 180mm、長さ 

4000mm の梁の需要

が最も多かった。 

梁せい 150mm～

300mm 、長さ 3000

㎜又は 4000mm で

60％を占める。 
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京都では、京都木材規

格（ＫＴＳ）制度を運

用している。構造材は

全数検査を義務付け

し、含水率、ヤング

率、材面等の品質を担

保し供給しており、ヤ

ング強度Ｅ７０、Ｅ７

５を担保して供給する

ことも可能である。 

これまでのＫＴＳ材で

出荷データ約１５００

０本の品質管理データ

を分析したところ、Ｋ

ＴＳ材の 75.1％が E75

以上であることが分か

った。  
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まとめ 

 調査対象としたベイマツ、レッドウッド集成材のヤング係数の強度を維持し

たまま、スギの無等級、ＫＴＳ材（E70）、ＫＴＳ材（E75）で代替することを

検討したところ、外材梁と同等の曲げ剛性を有するスギ梁の寸法は上表のとお

りで、外材梁は梁せいの増加を最小限に抑えたＫＴＳ材梁で代替可能とした。 

□スギ梁の代替品可能性 

・最も利用の多い 180～240に絞って生産・供給体制を検討 

・今回調査はスギの曲げ剛性について試算したが、「必要性能」で評価した 

場合、梁サイズがさらに小さくなる可能性があり、継続検討とする。 

□生産と供給の可能性 

・スギ梁のＫＤ材生産は難しく、乾燥工程の技術力が求められる 

・人工乾燥機の拡充とＫＤ材の品質の向上が必要 

□スギ梁利用の可能性 

・近畿圏内では横架材は米マツ、ＲＷを使う風習 

・スギは強度的に弱いから敬遠される傾向 

・スギは米マツ、ＲＷに比べ価格が高い 

・横架材のどの部分にスギ材を使用するか要検討 

・ＫＴＳ材で全量検査（Ｅ７０、Ｅ７５）して、品質を担保して供給 

 

【今後の課題】 

川上 

・木材の増産と安定供給確保のため、林業労働力の人材育成と流出防止対策 

・林業機械の更なる導入支援 

 

川中 

 ・乾燥機の導入支援でＫＤ材の供給確保 

・府内製材所は中小製材所のため、木材加工ネットの連携充実 

・横架材は種類が多いため、生産する品目、ターゲットを絞り供給 

・必要な材を必要に応じて供給するために在庫の確保が必要 

 

川下 

・設計士や工務店が持つスギ材に対する悪いイメージや不安（不安心理）を

払しょくするデータ蓄積と啓発活動が必要 
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まとめ 

 調査対象としたベイマツ、レッドウッド集成材のヤング係数の強度を維持し

たまま、スギの無等級、ＫＴＳ材（E70）、ＫＴＳ材（E75）で代替することを

検討したところ、外材梁と同等の曲げ剛性を有するスギ梁の寸法は上表のとお

りで、外材梁は梁せいの増加を最小限に抑えたＫＴＳ材梁で代替可能とした。 

□スギ梁の代替品可能性 

・最も利用の多い 180～240に絞って生産・供給体制を検討 

・今回調査はスギの曲げ剛性について試算したが、「必要性能」で評価した 

場合、梁サイズがさらに小さくなる可能性があり、継続検討とする。 

□生産と供給の可能性 

・スギ梁のＫＤ材生産は難しく、乾燥工程の技術力が求められる 

・人工乾燥機の拡充とＫＤ材の品質の向上が必要 

□スギ梁利用の可能性 

・近畿圏内では横架材は米マツ、ＲＷを使う風習 

・スギは強度的に弱いから敬遠される傾向 

・スギは米マツ、ＲＷに比べ価格が高い 

・横架材のどの部分にスギ材を使用するか要検討 

・ＫＴＳ材で全量検査（Ｅ７０、Ｅ７５）して、品質を担保して供給 

 

【今後の課題】 

川上 

・木材の増産と安定供給確保のため、林業労働力の人材育成と流出防止対策 

・林業機械の更なる導入支援 

 

川中 

 ・乾燥機の導入支援でＫＤ材の供給確保 

・府内製材所は中小製材所のため、木材加工ネットの連携充実 

・横架材は種類が多いため、生産する品目、ターゲットを絞り供給 

・必要な材を必要に応じて供給するために在庫の確保が必要 

 

川下 

・設計士や工務店が持つスギ材に対する悪いイメージや不安（不安心理）を

払しょくするデータ蓄積と啓発活動が必要 

 

  

（４）京都府産木材を使用した木造建築物建設の推進 

 

 平成２２年に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が制定

され、公共建築物の木造化が進められているが、規格化の進んだＲＣ構造とは異

なり、木造建築を手がけた経験のある人は乏しく、工事発注・木材調達・施工管

理の方法に長けた設計士の育成が課題となった。 

 令和元年には建築基準法が改正され、安全性を損なわずに設計自由度を向上

させる方法が法令化されたが、都市部では防耐火基準がハードルとなり、また、

外構部に木材を使用する場合は木材のもつ「腐る」という特性が新たな課題とな

った。 

 その後、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正

する法律」が成立、令和３年１０月１日に施行され、本法の対象が公共建築物か

ら建築物一般に拡大されたことから更なる木材利用の促進が期待されるものの、

発注者がもつ「木造はコストがかかる」等のイメージが木造・木質化の推進への

障害となった。 

 上述の課題を解決するため、「京都府の木で木造建築物を建てるためのイロハ」

「京都の木で木造建築物を建てるための…ニホヘト 防耐火・維持管理編」「京

都の木で木造建築物を建てるための…チリヌ 地域経済波及効果編」の冊子を

用いて、発注者や設計士等がもつ木造建築への不安や誤解を払拭するための啓

発活動を引き続き実施した。（冊子の概要については、後述の『【参考】京都府Ｓ

ＣＭ推進フォーラムの木造建築相談等における普及グッズ』を参照のこと。） 
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【３】非住宅分野の新たな需要の開拓 

 

（１）木材コーディネーターによる事業者マッチング 

 

「京都産木材を使いたいが、どこに頼めばいいかわからない」「使いたい木材

量が多くて、調達できる業者が見つからない」という建築業者からの問合せや、

「京都産木材を使った家や建物を建てたいけれど、どこに相談すればいいかわ

からない」といった府民への対応には「木材相談窓口」を設置して対している他、

建設業者や行政関係及び設計コンサルからの木造建築の見積依頼、木造構造物

の計画・設計段階での木材に関する相談にも応えている。 

〇都市部での防耐火基準をクリアする木製品の選択肢を増やすため、メーカ

ー数社との連携で京都府産木材を供給できる製品を増やす 

 ・・・フローリング、不燃建材、天井ルーバー、圧密材等 

 〇府市町村等への公共建築物の木造建築養成と相談対応‥延べ２２案件 

（地域産材の確実な供給には、分離発注による供給期間の確保を要請） 

〇設計事務所等、民間施設の木造・木質化要請と相談対応‥延べ２１案件 

  （ホテル、店舗福祉施設等。うち、ＣＬＴ建築相談が延べ８案件）  

 【課題】 

  建築関係設計者の「木材・木造」の理解不足  

  府内産材の流通の実態について講習会等を通じて普及拡大 

 

（木材コーディネーターによる事業者マッチングの主な事例） 

・市内名所橋梁の高欄付替工事の助言・設計見積、木材供給支援 

・府内市町施設整備の設計見積、助言 

・他省庁公園等の拠点施設３棟の木造化の相談・設計見積、木材供給支援 

・府内金融機関の支店建設の相談 

・市内保育所の設計見積、助言 

・府立公園四阿２棟設計相談、助言及び設計見積支援 

・府立公園等の公衆トイレ木造化相談 

 など 
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〇都市部での防耐火基準をクリアする木製品の選択肢を増やすため、メーカ

ー数社との連携で京都府産木材を供給できる製品を増やす 
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  （ホテル、店舗福祉施設等。うち、ＣＬＴ建築相談が延べ８案件）  

 【課題】 

  建築関係設計者の「木材・木造」の理解不足  

  府内産材の流通の実態について講習会等を通じて普及拡大 

 

（木材コーディネーターによる事業者マッチングの主な事例） 

・市内名所橋梁の高欄付替工事の助言・設計見積、木材供給支援 

・府内市町施設整備の設計見積、助言 

・他省庁公園等の拠点施設３棟の木造化の相談・設計見積、木材供給支援 

・府内金融機関の支店建設の相談 

・市内保育所の設計見積、助言 

・府立公園四阿２棟設計相談、助言及び設計見積支援 

・府立公園等の公衆トイレ木造化相談 

 など 

  

【４】その他の取り組み 

 

（１）京都木材規格（ＫＴＳ）、日本農林規格（ＪＡＳ）の品質規格材の普及と

木材加工ネットの連携による供給体制の構築及び木材関係者の品質管理に対す

るスキルアップ。 

 

 令和 3年 10月 1日に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等におけ

る木材の利用の促進に関する法律」(平成 22 年法律第 36 号)に変わり、法の対

象が公共建築物から建築物一般に拡大したことで、しっかりした品質の木材が

求められる機会が増えると予想されることから、ＫＴＳ制度やＪＡＳ制度を学

ぶことのできる講習会を木材加工ネットの協力を得て実施した。 

 

  

令和３年１２月２２日 京都府立大学学生会館 

 

【結果】 

 今年度は２７名が受講した。 
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（２）フォーラムへの参加呼びかけ 

 

 構想の実現のためには川上から川下までより多くの方々に参加していただき、

多くの意見を募る必要があることから今年度は次のことを実施した。 

 ①募集ちらし『京都府ＳＣＭ推進フォーラムをご存じですか？』１００部作

成・配布 

 ②情報誌『京都の林業』１２月号記事投稿『効率的なサプライチェーンの構築

を』 ※発行部数６００部 

 ③啓発用ムービー『京都府産木材の物流を最適化し、山をよくする』を制作 

   ※ＹｏｕＴｕｂｅで令和４年１月２５日から公開。 

 ④上述のムービーを見られるように京都府ＳＣＭ推進フォーラムホームペー

ジを改修した。 

  

 
募集ちらし『京都府ＳＣＭ推進フォーラムをご存じですか？』（左上） 

京都の林業１２月号『効率的なサプライチェーンの構築を』（右上） 

啓発用ムービー『京都府産木材の物流を最適化し、山をよくする』（下） 
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（２）フォーラムへの参加呼びかけ 

 

 構想の実現のためには川上から川下までより多くの方々に参加していただき、

多くの意見を募る必要があることから今年度は次のことを実施した。 

 ①募集ちらし『京都府ＳＣＭ推進フォーラムをご存じですか？』１００部作

成・配布 

 ②情報誌『京都の林業』１２月号記事投稿『効率的なサプライチェーンの構築

を』 ※発行部数６００部 

 ③啓発用ムービー『京都府産木材の物流を最適化し、山をよくする』を制作 

   ※ＹｏｕＴｕｂｅで令和４年１月２５日から公開。 

 ④上述のムービーを見られるように京都府ＳＣＭ推進フォーラムホームペー

ジを改修した。 

  

 
募集ちらし『京都府ＳＣＭ推進フォーラムをご存じですか？』（左上） 

京都の林業１２月号『効率的なサプライチェーンの構築を』（右上） 

啓発用ムービー『京都府産木材の物流を最適化し、山をよくする』（下） 

（３）「もりんく」登録の呼びかけ 

 

 「もりんく」は、川上から川中・川下まで、林業・木材産業のサプライチェー

ン（生産・流通・加工・販売）を効率化し、林業の成長産業化と山村地域の活性

化を図ることを目的に、クラウドを活用した木材 SCM 支援システム（情報プラ

ットフォーム）なので、より多くの方々の参加が必要とされている。 

 講習会での「もりんく」紹介、会社訪問、情報誌への広告掲載、展示会での

ポスター掲示等により、マッチングサイト「もりんく」の登録・活用を宣伝し

た。 

７月２６日 原木市場ほかにポスター掲示を依頼 

８月１日 京都府建築士会会報誌「京都だより」広告封入 

８月２７日 「人生１００年時代応援フェア」でポスター掲示 

１０月１６日 WOODRISE KYOTO 2021及び第３３回住生活月間「京都地域

イベント」でポスター掲示 

１０月１９日 原木市場でちらし配架 

１２月１日 京都の林業１２月号広告掲載 

１２月２２日 ＫＴＳ資格者講習会で「もりんく」を紹介 

 

  

 

 

講習会開催時に「もりんく」を宣伝（左上）、会社訪問（右上）、 

情報誌への広告掲載（左下）、「もりんく」登録チラシ（右下） 
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（４）富山県ＳＣＭ推進フォーラムとの意見交換 

 

京都府産木材の需要拡大にあたり、他県産木材との差別化を図る必要があり、

差別化には①ブランド ②品質 ③価格がポイントとなる。 

例えば、「北山丸太」は平成１０年３月に京都府知事から「京都府伝統工芸品」

に指定を受け、一定品質以上の商品に統一ブランドラベルを貼り、出荷販売が行

われており、その名称は商標登録されており、差別化は図られている。 

京都府では「北山丸太」以外には全国的にブランド化されたものはなく、今の

ところ、京都府木材組合連合会によって認定を受けた事業者が、「京都木材規格」

によって定められた方法で京都産木材の品質・性能を測定、製品にラベルを表示

し、納品した木材の「品質」を保証することで他県産木材との差別化を図り、京

都府内限定ではあるが、ＪＡＳ材と同様に安心して使えることを前面に出して

いる。 

 富山県ＳＣＭ推進フォーラムでは、「とやま県産木材規格」の普及に取り組ん

でいることから、１２月１０日に対面方式により京都市で令和３年度の取り組

みを中心に意見交換を行った。 

 

  ※「北山丸太」商標登録第 5011299 号 

 

 

令和３年１２月１０日（金） 

１３時～１５時 

ホテルルビノ京都堀川 

 

富山県推進フォーラム 7 名 

京都府推進フォーラム 3 名 

 

（５）岩手県議会農林水産委員会との意見交換 

 

 当フォーラムとの意見交換を予定していたが、オミクロン株がまん延したこ

とにより中止となった。（実施予定日：令和４年１月２６日） 
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（４）富山県ＳＣＭ推進フォーラムとの意見交換 
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都府内限定ではあるが、ＪＡＳ材と同様に安心して使えることを前面に出して

いる。 

 富山県ＳＣＭ推進フォーラムでは、「とやま県産木材規格」の普及に取り組ん

でいることから、１２月１０日に対面方式により京都市で令和３年度の取り組
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  ※「北山丸太」商標登録第 5011299 号 

 

 

令和３年１２月１０日（金） 

１３時～１５時 

ホテルルビノ京都堀川 

 

富山県推進フォーラム 7 名 

京都府推進フォーラム 3 名 

 

（５）岩手県議会農林水産委員会との意見交換 

 

 当フォーラムとの意見交換を予定していたが、オミクロン株がまん延したこ

とにより中止となった。（実施予定日：令和４年１月２６日） 

  

【５】サプライチェーン構想・計画の見直し 

 サプライチェーン構想・計画樹立から時間が経過したことや木材を取り巻く

現状に変化が生じたことから内容を見直し、計画書中の統計データの更新や過

去３か年の主な取り組み等の追記を行った。 

 

【６】行政との連携強化 

令和 3年度の補正予算と令和 4年度当初予算について、昨年度と同様に 14

ヶ月予算として一体として編成しているものの、京都府では、『林業「森世

紀」創造戦略事業費』において、府内産材の自給率アップによる府内完結型の

木材産業体制の構築を目指した川下～川上の総合対策を実施することとしてお

り、木材サプライチェーンの再構築の点では「京都府ＳＣＭフォーラム構想・

計画」とも目標は合致している。（R4年度要求額 1,216百万円、R4年度予算額 

786百万円） 

建築士、コンサル等設計者及び発注者に対する木材に係る情報講習会や合法

木材の徹底と森林認証制度の勉強会を開催し、府内産木材利用の裾野を広げて

いきたいと考えている。 

 

【７】 事業実施により得られた効果 

 ウッドショックにより外材が入手できなくなり、国産材を代替材として利用

しようとする企業の声を聞くようになったことから、令和３年度は「京都府産

木材の利用拡大」に重点をおいて活動した。 

『京都府産スギ材の横架材への利用』、『ストックヤードの原木情報の公開』

のほか、過年度に作成した『構造材標準単価表』、『造作材標準単価表』をウッ

ドショックによる木材価格の高騰を加味し改めて公開するなど、木材を使うこ

とに関しては新しいサプライチェーンの造成に寄与したと考えている。 

 一方で「京都府産木材を入手できない」との声は相変わらず存在し、需要に

対する供給が追いついていない状況にある。 

木材供給量の増大には、再造林が可能な木材価格の設定と林業労働者の減

少・高齢化問題解消が必要であることから、今後の行政の施策に期待するとと

もにフォーラム活動の充実に努力したい。 
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【８】今後の取り組み 

１ 川上と川下を繋ぐ活動 

 ①立木資源情報の発信と情報量の充実を図る（継続） 

 ②ストックヤードの原木情報の公開（継続） 

  

２ 川下の出口を広げる活動 

 ①非住宅分野の需要開拓（継続） 

  公共・民間の木造化計画事案への木造化提案 

  メーカーとの連携で府内産内装材等の提案選択肢を増やす 

 

 ②木材加工ネットの充実と木造相談窓口（継続） 

  設計見積サービス（継続） 

 

 ③府内産スギ材の横架材への利用検討（新規） 

  供給体制の検討、ストック機能の検討、スギ横架材利用の不安心理の 

解消  

 

 ④建築士、コンサル等設計者及び発注者に対する「木造建築に係る情報講習 

会」の開催（新規） 

  府内 JAS事情、流通材の情報、製材・乾燥・加工等、供給能力情報等 

の共有化を図る 

 

 ⑤府内産木材の流通拡大のため、合法木材の徹底と森林認証制度等の勉強会 

の開催（新規） 
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【８】今後の取り組み 

１ 川上と川下を繋ぐ活動 

 ①立木資源情報の発信と情報量の充実を図る（継続） 

 ②ストックヤードの原木情報の公開（継続） 

  

２ 川下の出口を広げる活動 

 ①非住宅分野の需要開拓（継続） 

  公共・民間の木造化計画事案への木造化提案 

  メーカーとの連携で府内産内装材等の提案選択肢を増やす 

 

 ②木材加工ネットの充実と木造相談窓口（継続） 

  設計見積サービス（継続） 

 

 ③府内産スギ材の横架材への利用検討（新規） 

  供給体制の検討、ストック機能の検討、スギ横架材利用の不安心理の 

解消  

 

 ④建築士、コンサル等設計者及び発注者に対する「木造建築に係る情報講習 

会」の開催（新規） 

  府内 JAS事情、流通材の情報、製材・乾燥・加工等、供給能力情報等 

の共有化を図る 

 

 ⑤府内産木材の流通拡大のため、合法木材の徹底と森林認証制度等の勉強会 

の開催（新規） 

  

【参考】京都府ＳＣＭ推進フォーラムの木造建築相談等における普及グッズ 

 

京京都都府府のの木木でで木木造造建建築築物物をを建建ててるるたた

めめののイイロロハハ（全 42頁）  

 

中大規模建築物に京都府産の木材を使うた

めの手順書 

□京都府産材利用のメリットを知る 

 □木材調達時に頼れる組織は？ 

 □構造計算ルートでわかる使用条件 

 □耐震・耐火構造は大丈夫？ 

 □京都府産材の種類と認証制度 

 

京京都都のの木木でで木木造造建建築築物物をを建建ててるるたためめ

のの……ニニホホヘヘトト（全 38頁）  

 

木材を見せながら火事に負けない木造建築

物づくり 

□改正建築基準法を知る 

 □火事に負けない木造建築をつくる 

 □防耐火法令を読み解く 

 □建物事例から学ぶ防耐火設計 

 □木材をあらわしで使う【耐久性・維持 

管理】 

 

京京都都のの木木でで木木造造建建築築物物をを建建ててるるたためめ

のの……チチリリヌヌ（全 41頁）  

  

木造建築物の良さを地域経済波及効果で分

かりやすく見える化する 

□公共建築物等の木造・木質化の現状 

 □木造建築物の優位性を示す３つの指標 

 □木造と他構造の比較 

 □府内への経済波及効果の評価事例 

 □品質管理した京都府産木材利用の拡大 

 □府内の木造建築物等事例集 
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令令和和３３年年度度 SSCCMM 事事業業実実績績概概要要  

（１） 事業全体の概要 
【事業項目】 
・「品質性能」「安定供給」に向けた参加事業体の知識・技術の向上 

 ・新規需要への SCM 検討 
 ・具体的な物件におけるコーディネーターによる事業者のマッチング 
 ・SCM システムの普及啓発 
 ・構想・計画の見直し 
 
【【実実施施ススケケジジュューールル及及びび構構成成等等】】  

情報交換会・セミナー（全体会） 
第 1 回 8 月 10 日  
・新規需要への

SCM 検討 
  FICoN 情報

（流通のｼｽﾃﾑ
化） 

・年度計画 

第 2 回 11 月 4 日 
・現場研修会（建設
中の新製材工場） 

・部会報告 

セミナー 2 月 8 日 
・新規需要への

SCM 検討 
 吉田製材(株) 
 顧客ﾆｰｽﾞ対応と社
内活性化 

第３回 2 月 28 日 
・新規需要への

SCM 検討 
大径材対応、木造
建築事例 

・総括と今後の計画 

 
部 会 

JAS 品質・供給力向
上部会 

県内製材加工力フル
活用部会 

適正発注支援部会 ICT 推進部会 

 
マッチング 

安芸市 香美市 南国市 いの町 須崎市 
佐川町 仁淀川町 宿毛市 土佐清水市  

 
（２）情報交換会・セミナーの概要 
年間 4 回の情報交換会・セミナーを行い、議事内容、参加者等は次のとおりであった。 

 
①第 1 回情報交換会 
効率的なサプライチェーンの構築支援事業 令和３年度第１回情報交換会議事録 

 
１ 日時：令和３年８月 10 日（火） 13:30～17:10 
    場所：高知会館（高知市本町 5-6-42） 
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令令和和３３年年度度 SSCCMM 事事業業実実績績概概要要  

（１） 事業全体の概要 
【事業項⽬】 

・「品質性能」「安定供給」に向けた参加事業体の知識・技術の向上 
 ・新規需要への SCM 検討 
 ・具体的な物件におけるコーディネーターによる事業者のマッチング 
 ・SCM システムの普及啓発 
 ・構想・計画の⾒直し 
 
【【実実施施ススケケジジュューールル及及びび構構成成等等】】  

情報交換会・セミナー（全体会） 
第 1 回 8 ⽉ 10 ⽇  
・新規需要への

SCM 検討 
  FICoN 情報

（流通のｼｽﾃﾑ
化） 

・年度計画 

第 2 回 11 ⽉ 4 ⽇ 
・現場研修会（建設

中の新製材⼯場） 
・部会報告 

セミナー 2 ⽉ 8 ⽇ 
・新規需要への

SCM 検討 
 吉⽥製材(株) 
 顧客ﾆｰｽﾞ対応と社

内活性化 

第３回 2 ⽉ 28 ⽇ 
・新規需要への

SCM 検討 
⼤径材対応、⽊造
建築事例 

・総括と今後の計画 

 
部 会 

JAS 品質・供給⼒向
上部会 

県内製材加⼯⼒フル
活⽤部会 

適正発注⽀援部会 ICT 推進部会 

 
マッチング 

安芸市 ⾹美市 南国市 いの町 須崎市 
佐川町 仁淀川町 宿⽑市 ⼟佐清⽔市  

 
（２）情報交換会・セミナーの概要 

年間 4 回の情報交換会・セミナーを⾏い、議事内容、参加者等は次のとおりであった。 
 
①第 1 回情報交換会 

効率的なサプライチェーンの構築⽀援事業 令和３年度第１回情報交換会議事録 
 
１ ⽇時：令和３年８⽉ 10 ⽇（⽕） 13:30〜17:10 
    場所：⾼知会館（⾼知市本町 5-6-42） 
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２  参加者：31 名（内ＷＥＢ参加 8 名 細部別紙参加者名簿のとおり） 
 
３ 挨拶：主催者（（一社）高知県木材協会会長） 
・当フォーラムは、森林所有者から工務店、土佐材の設計に当たる方々含め、いろんな情
報をスムースにそれぞれの会員の方々が共有し、そして自分の事業に役立てていただく
ことを目的としている。 

・今回は議論の対象になっていないが、再造林率が現在 1/3。50 年後、100 年後、200 年
後を考えると、最低でも 5 割以上 7，8 割は必要。木材価格の関係でこうなっている。 

・現在、外材が入りにくい。米国の住宅需要は、コロナの補助金の関係もあり、新設住宅
着工数が 4，5，6 月は、150 万棟近くになっている。ヨーロッパは、日本に木材を輸出
する際は、JAS 規格に合わせる必要があるが、アメリカへはそのまま輸出可能。中国の
木材需要は、相変わらず高い。日本の商社は、中国に買い負けている。 

・今回一番困ったのは、桁材。国産材で代替するためには、材のサイズが、大きくなる。
ツインソーでは、だめで、丸鋸と台車になる。国産材で対応するためには、新たな設備
投資が必要である。林野庁に配慮願うことになる。 

・また、製品価格が上昇しているときであるので、木材産業に携わる皆さんに山元が再造
林できるよう山元に少しでもお金を返すということに配慮願いたい。 

・いずれにしろ、日本の木製品の流通は、大きく様変わりしていく。木材を扱う皆さんが
全員参加していただいて、土佐材の流通をスムースにし、大消費地に適正な価格で提供
し、山元にも十分な経費を還元し、サプライチェーンの会員一同心を一つにして、実施
していく必要がある。 

・木材産業に携わる方、森林所有者、工務店、設計事務所の方などより多くの方に参加頂
いて、検討を進めていくので、みなさんどうぞよろしくお願いする。 

 
４ 参加者紹介 
 
５ 議事： 
（１） 情報提供 

①「地域の木材流通の川上と川下をつなぐシステムイノベーションの必要性」 
講師 1：森林産業コミュニティ・ネットワーク（FICoN）ファシリテーター 

鮫島 正浩 氏 （東京大学名誉教授・信州大学特任教授） 
②「これまでの知の集積と活用の場での事業取組とその成果」 
  講師２：FICoN 事務局 片岡 厚 氏 （森林総合研究所研究ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 
③質疑・回答 
（松本）シュミレーションで、原木使用量が 2 万㎥から 14 万㎥と 7 倍となっている
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6 
 

が、生産量を増加させるには、人や林地の確保と林道整備等が必要となるが、
その点の補助等はどう考えているか。 

（片岡）川下から川上までつないだシュミレーションは、これまでないので意義の
あるものと考えている。極端な例ということは、認識するが川上から川下まで
つなげて議論することが重要である。 

（鮫島）非常に的を得た質問である。なるほどご意見の通り増産するには、様々な
条件を整える必要がある。その中でも人の問題が大きいと考える。 

（熊谷）複雑な木材流通の構造を見える化して、シュミレーションしたことは今ま
でになかった成果と考える。人の問題に関して、庁内外の様々な会議において
も、木材の安定供給のためには人不足の問題が話題になる。林野庁としても課
題として取り組んでいる。 

（松本）機械で代替がしやすい川中、川下の分野だけでなく、川上は、基盤として
個人や一企業で対応できる範囲ではないので、改善の施策を林野庁内部で調整
して頂きたい。 

（川井）資料によると、１棟当たりの木材消費量 23 ㎥。コスト削減のための設備投
資を努力しているが、費用回収に長時間かかる。昨今のウッドショックで価格
の上昇がある。㎥あたり 1 万円～2 万円上昇すると、建築費が、20 万円～50 万
円ほど上昇する。こうなると、川中、川上にかけて、状況の改善となる。建築
価格の見直しの取組みはできないものか。 

（鮫島）ウッドショックでの価格の上昇は、皆さんが望んでいることではないか。
木材の住宅の建築費に占める割合は、設備費に比べ非常に少ないこともある。
住宅メーカーも理解して頂いて、川中、川上を助けてもらいたい。今、木材を
使って行くということは CO2 の削減等いろんな効果があるので、価格維持も考
えてもらうと有難い。 

（熊谷）価格については、林野庁がどうのこうのできないが、川上から川下の相互
理解の元、山元で森林を持続的に経営できるような価格で、いい方向に行けば
良いと考える。今は、ウッドショックで川下に価格転嫁ができているので、そ
れが継続するのが望ましい。 

   実際に、今後外材が以前の様に自由に手に入るとなるかは不透明であるの
で、国産材を適正な価格で扱えるように関係者の中で、やっていくべきと思
う。 

 
（２） 全体会議 「サプライチェーンマネージメント（SCM）年次計画」 

① 現状の木材需給状況を踏まえた林野庁の対応状況 
   林野庁木材産業課 木材専門官 熊谷 有理 氏 

    ②「高知県 SCM 推進フォーラムが目指すもの」 
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資を努力しているが、費用回収に長時間かかる。昨今のウッドショックで価格
の上昇がある。㎥あたり 1 万円～2 万円上昇すると、建築費が、20 万円～50 万
円ほど上昇する。こうなると、川中、川上にかけて、状況の改善となる。建築
価格の見直しの取組みはできないものか。 

（鮫島）ウッドショックでの価格の上昇は、皆さんが望んでいることではないか。
木材の住宅の建築費に占める割合は、設備費に比べ非常に少ないこともある。
住宅メーカーも理解して頂いて、川中、川上を助けてもらいたい。今、木材を
使って行くということは CO2 の削減等いろんな効果があるので、価格維持も考
えてもらうと有難い。 

（熊谷）価格については、林野庁がどうのこうのできないが、川上から川下の相互
理解の元、山元で森林を持続的に経営できるような価格で、いい方向に行けば
良いと考える。今は、ウッドショックで川下に価格転嫁ができているので、そ
れが継続するのが望ましい。 

   実際に、今後外材が以前の様に自由に手に入るとなるかは不透明であるの
で、国産材を適正な価格で扱えるように関係者の中で、やっていくべきと思
う。 

 
（２） 全体会議 「サプライチェーンマネージメント（SCM）年次計画」 

① 現状の木材需給状況を踏まえた林野庁の対応状況 
   林野庁木材産業課 木材専門官 熊谷 有理 氏 

    ②「高知県 SCM 推進フォーラムが目指すもの」 
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       高知大学                 松本美香 氏 
    ③「JAS 製材の品質・供給力向上部会」 

（一社）高知県木材協会          野地清美 氏 
    ④「適正発注支援部会」 

コーデイネーター            北添幸誠 氏 
⑤「県内製材加工力・フル活用部会」 

（一社）こうち健康・省エネ住宅推進協議会 上田道秋 氏 
    ⑥ 質疑等  
     （鮫島）日本一の森林県である高知県の取組みを聞けて良かった。期待感をもっ

て、聴講していました。 
    ⑦ 規約改正について 
      ・異議なく、案の通り了承された。本日付で改正。 
    ⑧ 目標を定量化する指標について 
        （一社）高知県木材協会          松岡 良昭 氏 
    ⑨ 「もりんく」登録状況等について 
        （一財）日本木材総合情報センター     大屋敷 恭範 氏 
       
６ 閉 会 
        （一社）高知県木材協会          松岡 良昭 氏 
   次回は、10 月中下旬に、協同組合高幡木材センター（仮称）しまんと製材工場にて実

施予定。 
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②第 2 回情報交換会 
効率的なサプライチェーンの構築支援事業 令和３年度第 2 回情報交換会議事録 
 
１ 日時：令和３年 11 月 4 日（木） 10:30～15:30 
    場所：協同組合高幡木材センター（四万十町東大奈路５０５番地）及び 
          四万十町農村改善センター（四万十町榊山町３－７） 
 
２  参加者：39 名（別記参加者名簿のとおり） 
 
３ 内容 
 （現場研修会） 
   建設中（令和４年度操業予定）の新製材工場の見学を行った。製材工場概要説明後、 
  各加工棟を巡回しながら、説明、質疑応答を行った。 
  製材工場概要：原木消費量年間 4 万 m3 、主製品 一般建築用材（スギ・ヒノキ、柱、 

梁）、JAS 機械等級区分構造用製材をメインに  

              副製品 役物（ヒノキ柱、板）その他 長尺物や板 
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②第 2 回情報交換会 
効率的なサプライチェーンの構築支援事業 令和３年度第 2 回情報交換会議事録 
 
１ 日時：令和３年 11 月 4 日（木） 10:30～15:30 
    場所：協同組合高幡木材センター（四万十町東大奈路５０５番地）及び 
          四万十町農村改善センター（四万十町榊山町３－７） 
 
２  参加者：39 名（別記参加者名簿のとおり） 
 
３ 内容 
 （現場研修会） 
   建設中（令和４年度操業予定）の新製材工場の見学を行った。製材工場概要説明後、 
  各加工棟を巡回しながら、説明、質疑応答を行った。 
  製材工場概要：原木消費量年間 4 万 m3 、主製品 一般建築用材（スギ・ヒノキ、柱、 

梁）、JAS 機械等級区分構造用製材をメインに  

              副製品 役物（ヒノキ柱、板）その他 長尺物や板 
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         販売先 市場へのロット販売と工務店等への邸別販売 
         加工棟は、木造で県産材による工法、幅広集成材も使用   
  質疑応答：メイン帯鋸の加工許容原木径級、乾燥材割合、従業員数等について 
 
 （全体会議） 
   ・高知県 SCM 構想・計画に関する情報共有  
      事務局よりの説明 

現状及び目標 → 実行計画（アクションプラン） 
   ・部会の進捗状況及び計画    
      事務局より、各部会の進捗状況と今後の計画を説明後、 

コーデイネーター及び部会リーダーによる説明 
（適正発注支援部会と県内製材力フル活用部会について） 

      適正発注支援部会では、事業進捗の上での課題の整理の報告 
      県内製材加工力フル活用部会では、木造化の最新情報と新工場での管理部門の 
      システム化の検討についての説明 
   ・その他 
      当補助事業の来年度動向についての情報（日本木材総合情報センターより） 
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2021.11.4

番号 分　類 所　属 氏　名

1 中央 日本木材総合情報センター 永井　寛

2 森林組合 須崎地区森林組合 細木　啓延

3 森林組合  〃 笹岡　當司

4 森林組合  〃 嶋﨑 伸之

5 素材生産 高知県素材生産業協同組合連合会 西村　秀雄

6 素材生産 国友商事株式会社 國友　昭香

7 素材生産 株式会社　遠山産業 遠山　春雄

8 素材流通 仁淀川林産協同組合 中山　達夫

9 製材 梼原町森林組合 田尾 欣三

10 製材 池川木材工業有限会社 大原　悠延

11 製材 高知おおとよ製材株式会社 安東　真吾

12 製材  〃 宗国　和夫

13 製材 丸和林業株式会社 福元　義信

14 プレカット 株式会社　吾川森林 藤原 富子

15 木工 株式会社　土佐龍 池　龍昇

16 施工 有限会社　勇工務店 山本　効

17 施工 (株)eステップ 和田　守通

18 オブザーバー 高知大学 松本　美香

19 オブザーバー 有限会社　ピー・プラン 上田　道秋

20 オブザーバー 建築舎KIT 喜多 泰之

21 行政 四国森林管理局 横山　敬治

22 行政  〃 栄田　和昭

23 行政  〃 原田　康弘

24 行政  〃 掘　正幸

25 行政  〃 﨑川　龍也

26 行政  〃 有働　貴文

27 行政  〃 中岡　正樹

28 行政 高知県　木材増産推進課 谷脇　勝久

29 行政 高知県　木材産業振興課 谷本　貴則

30 行政  〃 中川　力

31 行政  〃 関田　衣里子

32 行政 仁淀川町 奥田　誠

33 行政  〃 大原　佑弘

34 その他 （一社）高知県木材協会 小川　康夫

35 その他  〃 小原　忠

36 その他  〃 松岡 良昭

37 その他  〃 野地　清美

38 その他  〃 松嶌　誠

39 その他  〃 北添 幸誠

高高知知県県SSCCMM第第２２回回情情報報交交換換会会　　参参加加者者
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2021.11.4

番号 分　類 所　属 氏　名

1 中央 日本木材総合情報センター 永井　寛

2 森林組合 須崎地区森林組合 細木　啓延

3 森林組合  〃 笹岡　當司

4 森林組合  〃 嶋﨑 伸之

5 素材生産 高知県素材生産業協同組合連合会 西村　秀雄

6 素材生産 国友商事株式会社 國友　昭香

7 素材生産 株式会社　遠山産業 遠山　春雄

8 素材流通 仁淀川林産協同組合 中山　達夫

9 製材 梼原町森林組合 田尾 欣三

10 製材 池川木材工業有限会社 大原　悠延

11 製材 高知おおとよ製材株式会社 安東　真吾

12 製材  〃 宗国　和夫

13 製材 丸和林業株式会社 福元　義信

14 プレカット 株式会社　吾川森林 藤原 富子

15 木工 株式会社　土佐龍 池　龍昇

16 施工 有限会社　勇工務店 山本　効

17 施工 (株)eステップ 和田　守通

18 オブザーバー 高知大学 松本　美香

19 オブザーバー 有限会社　ピー・プラン 上田　道秋

20 オブザーバー 建築舎KIT 喜多 泰之

21 行政 四国森林管理局 横山　敬治

22 行政  〃 栄田　和昭

23 行政  〃 原田　康弘

24 行政  〃 掘　正幸

25 行政  〃 﨑川　龍也

26 行政  〃 有働　貴文

27 行政  〃 中岡　正樹

28 行政 高知県　木材増産推進課 谷脇　勝久

29 行政 高知県　木材産業振興課 谷本　貴則

30 行政  〃 中川　力

31 行政  〃 関田　衣里子

32 行政 仁淀川町 奥田　誠

33 行政  〃 大原　佑弘

34 その他 （一社）高知県木材協会 小川　康夫

35 その他  〃 小原　忠

36 その他  〃 松岡 良昭

37 その他  〃 野地　清美

38 その他  〃 松嶌　誠

39 その他  〃 北添 幸誠

高高知知県県SSCCMM第第２２回回情情報報交交換換会会　　参参加加者者
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③効率的なサプライチェーン構築支援事業 令和３年度 セミナー議事録 
（高知県林業・木材産業事業体のための経営セミナーの一部として実施） 

 
１ 日時：令和４年２月８日（火） 全体 13:15～17:00（講演 13:20～14:20） 
    場所：ちよテラホール（高知市知寄町 2 丁目 1-37） 
 
２ 主催：高知県、一般社団法人高知県木材協会、後援：高知県 SCM 推進フォーラム 
 
３  参加者：53 名（内 Web 参加 13 名、細部別紙参加者名簿のとおり） 
 
４ 挨拶：主催者（（一社）高知県木材協会 会長 小川康夫 氏）挨拶 
 
５ セミナー： 
 ○テーマ『ものづくりは「お客様が何を望んでいるか」を理解するところから始まる』 
 ○講 師  𠮷𠮷𠮷𠮷田製材株式会社 代表取締役 吉田敦彦 氏 
 ○概 要 
  ・入社当初（H15 頃）木材を取り巻く環境が激変。木材バブルの終了、外材の流入、住宅

の洋風化等 ⇒ 主力製品（無節の柱材）が全く売れない。売上げ数億/月→60 万円/月 
  ・新規顧客の開拓（ネットショップのチャレンジ）→売りたいもの≠顧客の求めるもの 
  ・付加価値の創造：オーダーメイド、現場直送、短納期、不燃木材、パワフルフローリン 
           グ、抗菌フローリングの研究開発 
  ・情報発信：HP の設置・運営、総合カタログの発行、各種パンフレット（自社制作）、各

種イベント（工場見学等） 
  ・社内活性化の取組み：５S 活動、工場見学、経営指針書（社員と共同制作）、懇親イベン

ト、メンタルヘルス 
○質疑等 

   （中央東林業事務所西岡） 
    ・細やかな顧客対応は、非常な手間。社員は自主的に行っているのか。 

・５S 活動の「しつけ」の意義・具体策は。 
（吉田） 
・しつけは、自ら決めたことを正しく守ること。長年培ってきた会社の風習・風土
を守る。挨拶しようとかみんなで決めたことを守る。 

・他社と違い自分たちの出来ることは何か。社員自ら提案してきている。 
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④効率的なサプライチェーン構築支援事業 令和３年度第 3 回情報交換会議事録 
 
１ 日時：令和４年２月 2８日（月） 13:30～16:40 
    場所：ちよテラホール（高知市知寄町 2 丁目 1-37） 
 
2   参加者：26 名（内 Web 参加４名、細部別紙参加者名簿のとおり） 
 
３ 挨拶：主催者（（一社）高知県木材協会 会長 小川康夫 氏）挨拶 
 
４ 議事： 
 (1) 情報提供・・・他県での先進的な取り組みと意見交換  

①「スギ大径材、製材加工の現場より」 
     株式会社門脇木材 西村仁雄 氏 （オンライン） 
  ②「スギ一般流通材の重ね梁工法による建築事例－原木から製材そして施工まで－」 
     有限会社内野設計 内野輝明 氏  
     徳島県木材センター協同組合理事長、株式会社ゲンボク 代表取締役 岡田育大 氏 
  ③意見交換（会のモデレーターとして高知大学松本がファシリテート） 
   ○意見・質疑等 
   （松本） 
    ・大径材の９丁取りで、心去り材の歪みの問題と、逆に柾目が多くでての評判等い

かがか。 
   （西村） 
    ・歪みは、当社の場合一気にツインバンドソーで引くと切削応力も少なくなり、歪

みは少なくなると考えられる。 
・工夫次第でそり曲がりは、JAS の３級程度のそりの範囲となり、概ね支障はな
い。 

・製品を投入して 2 年半位になるが、ユーザーからは、相応の評価を頂いている。 
   （松本） 
    ・徳島の事例に関して、行政との連携した備蓄の話があったが、行政との連携につ

いては、徳島県はどういう状況か。広がりをみせているのか。 
   （内野） 
    ・まだまだです。時間をかけて、説明している。 
   （松本） 
    ・管理が行政側になるとコストがかかり、接合部が難しいが、その点どうクリアし

ているか。 
   （内野） 

75



14 
 

    ・備蓄倉庫にしても集合住宅にしても、使う人の所有で、行政側の管理している段
階ではないので、問題はない。 

   （小原） 
    ・維持管理の責任と品質管理については、どうクリアしているのか。 
   （内野） 
    ・大工さんとは少しもめたが現場の話し合いで解決した。利益率は以前とあまり変

わらないが、木材調達管理費を外出しにして管理費を見える化した。 
   （松本） 
    ・西村さん、徳島の柱材の備蓄を中核としたサプライチェーンの取組みについての

東北側の視点としての意見は。 
   （西村） 
    ・公共とか、非住宅とかは、分離発注がポイントになる。 

・重ね張りとか同一部材で、建てるのは利便性がある。一つの SCM の取組み方法と
なる。秋田にはないが。 

    ・畜舎の紹介をしたが、共通部材を使う試みは行った。備蓄までの考えはなかった
が、前年度から、こういう部材があるというのは、情報を得て対応している。 

   （松本） 
    ・通常の流通を邪魔しないという考えがあって、流通の調整をどこが行うのがベス

トなのか。製材所からか、製材市場か。今までの社会変化は、在庫を極力持たない
という方向だが、提案が在庫をもとうということだが、そのあたりはどうか。 

   （西村） 
    ・畜舎の時の流通は、弊社から直ですが、コーディネイトは県行政が行った。 
   （内野） 
    ・備蓄の議論は周期的に起こるが、何をどれだけつくれば良いかが不明で、進まな

い原因。重ね張り設計だと、柱材を備蓄しておけば、必ずはけていくということ
で、安心して作りだめができると判断した。 

    ・９丁取りの場合、横使いだから、大丈夫だという話だったが、縦づかいは、どう
か。 

   （西村） 
    ・問題ないと思うが、荷重かけるといくらかたわみがでるが、その部分が少し心

配。 
   （内野） 
    ・ヤング係数はばらつくと思うが。 
   （西村） 
    ・確かに差はある。柾が 90 で追い柾が 87 ぐらいだったと記憶しているが、建築に

使うには問題ない。 
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    ・備蓄倉庫にしても集合住宅にしても、使う人の所有で、行政側の管理している段
階ではないので、問題はない。 

   （小原） 
    ・維持管理の責任と品質管理については、どうクリアしているのか。 
   （内野） 
    ・大工さんとは少しもめたが現場の話し合いで解決した。利益率は以前とあまり変

わらないが、木材調達管理費を外出しにして管理費を見える化した。 
   （松本） 
    ・西村さん、徳島の柱材の備蓄を中核としたサプライチェーンの取組みについての

東北側の視点としての意見は。 
   （西村） 
    ・公共とか、非住宅とかは、分離発注がポイントになる。 

・重ね張りとか同一部材で、建てるのは利便性がある。一つの SCM の取組み方法と
なる。秋田にはないが。 

    ・畜舎の紹介をしたが、共通部材を使う試みは行った。備蓄までの考えはなかった
が、前年度から、こういう部材があるというのは、情報を得て対応している。 

   （松本） 
    ・通常の流通を邪魔しないという考えがあって、流通の調整をどこが行うのがベス

トなのか。製材所からか、製材市場か。今までの社会変化は、在庫を極力持たない
という方向だが、提案が在庫をもとうということだが、そのあたりはどうか。 

   （西村） 
    ・畜舎の時の流通は、弊社から直ですが、コーディネイトは県行政が行った。 
   （内野） 
    ・備蓄の議論は周期的に起こるが、何をどれだけつくれば良いかが不明で、進まな

い原因。重ね張り設計だと、柱材を備蓄しておけば、必ずはけていくということ
で、安心して作りだめができると判断した。 

    ・９丁取りの場合、横使いだから、大丈夫だという話だったが、縦づかいは、どう
か。 

   （西村） 
    ・問題ないと思うが、荷重かけるといくらかたわみがでるが、その部分が少し心

配。 
   （内野） 
    ・ヤング係数はばらつくと思うが。 
   （西村） 
    ・確かに差はある。柾が 90 で追い柾が 87 ぐらいだったと記憶しているが、建築に

使うには問題ない。 
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   （松本） 
    ・供給側からのご意見はないですか。濱﨑さん、どうでしょう。 
   （濱﨑） 
    ・川上側からも、大径材がすごく問題になっていて、買い控えが起きている。そう

でない山を求めて山を買いに行っている状況。 
   （松本） 
    ・秋田での大径材の発生状況は。 
   （西村） 
    ・皆伐の林で、平均胸高が 40cm を超える山が増えてきた。１番玉は、ほとんど末

口径が 40cm を超える。樹高は 28ｍとか 30ｍになる。4ｍで平均 4 丁とか 5 丁と
れる。最後の１本が 13，4cm の小径木。2 番玉でも 36cm 超えるし、3 番玉も
30cm 上ある。 

   （松本） 
    ・高知も将来そのような状況になり、備える必要がある。資源面から、徳島の状況

は？ 
   （岡田） 
    ・大径材は買われない。合板に行くか、輸出になるのが現状。徳島は、大径木を製

材できる工場は少ない。 
   （松本） 
    ・有難うございました。意見交換会を終わります。 
(2) 全体会議・・・サプライチェーンマネージメント（SCM）総括と今後の計画について 
 ①高知県 SCM 推進フォーラム成果のまとめ（一社）高知県木材協会 松岡良昭 氏 
②ICT 推進に向けて                高知大学  松本美香 氏 

 
(3) 全体質疑等 
  （大屋敷） 
   ・3 年間を振り返って、SCM の活動の中身を毎年ブラッシュアップして、勉強会、視

察など他業種の内容など含めて、私自身も大変勉強になりました。４つの部会も発
足させ、より具体的に動き、頼もしく思うと共に、来年度の計画も森林認証とかロ
ーカルサプライチェーンという形も具体的で楽しみです。有難うございました。 

  （松岡） 
   ・来年度の動きについて、話せる範囲で教えていただきたい。 
  （大屋敷） 
   ・林野庁の方が業務で参加できないので、私の方から来年度の林野庁の事業内容を少

し説明します。 
・林野庁からは、サプライチェーンの構築支援は３年間で終わったけれど、この流れ
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は継続して動いていると説明を受けている。来年度は、マーケットインという言葉
をキーワードに、より具体的な課題の解決を行う各地の協議会を支援するというこ
とを発表して頂いている。 

・現在、事業主体を募集中という段階です。決まれば、各地のワーキンググループや
協議会を公募することになる。 
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（３）部会の概要 
効率的なサプライチェーンマネジメントの構築のため、「品質性能」「安定供給」に向けた参加
事業体の知識・技術の向上を目指し、４つの部会による活動を行った。 

 

 

● JAS 品質・供給力向上部会 

 
 

• 当部会の取り組み事項
品質向上に向けた管理体制の強化
邸別物件や公共物件への供給力向上
JAS認証工場情報のマップ化と情報提供
設計事務所・工務店等を対象とした技術研修会の開催 等

• 今年度の取り組み
出前講座による製材JASの普及・啓発活動
製材JAS認証工場情報のマップ化と情報公開
昨年度実施した各協議の継続的な開催による連携と供給力向上 等

• 昨年度の取り組み
JAS製品供給力向上に向けた連携等の協議
JAS認証工場情報のマップ化に向けた情報収集と検討
設計事務所・工務店・木材流通業者を対象とした技術研修会の開催
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● 県内製材加工力フル活用部会 

 

■事業主体：協同組合高幡木材センター（昭和46年設立）

１．新製材工場のポジション

２．事業体の概要
■既存組合 ４社による、新たな製材事業

■原木消費量 2～４万m3

３．稼働予定 ■2022年 4月（予定）

■ 工場名「しまんと製材工場」

新規に製材工場が稼働することになり、ここを拠点にしたサプライチェーンを推進して
いく。 
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                 メメイインン製製材材棟棟  

 
 

事務所棟

リングバーカー

製品乾燥エリア

高品質加工棟

サブ製材棟 製品加工棟 出荷ヤード

メイン製材棟

原木ヤード

（協）高幡木材センター しまんと製材工場 完成予想図

4
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● 適正発注支援部会

 

 
 

       
           宿毛市統合保育園の地域材による構造体 
 

市町村建築物の木造化・木質化でコーデネーターのマッチング実績                                                
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ICT 推進部会 
令和３年 4 月に仁淀川町 SCM 推進検討会が立ち上がった。高知県 SCM 推進フォーラムとし
ては、地域でのこうした動きを支援し、成功事例を作り、他の地域へ展開するという方向で
取り組んでいる。当検討会では、ICT 推進の一環として仁淀川流域での原木流通情報共有シ
ステムの活用の動きが始まったところで、現場への適用に向けて連携していく。 
 

 
 

 

ィ
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【高知県SCM推進フォーラム】
高知県内の木材生産・加工・流通・消費の各事業体の

相互理解の支援と活動しやすい環境づくりで個々のSCMを支援

JAS品質・供給力向上
部会

・乾燥技術者研修
・JAS普及啓発
・共同出荷の検討

県内製材加工力
フル活用部会

・製材加工力の向上
・品質管理技術の向上
・原木安定供給
・新規需要

ICT推進部会
・事業体連携のあり方
・情報通信技術の検討

適正発注支援部会
・県内産木材利用相談
窓口の充実
・施主・設計・施工・
材料のマッチング
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令和３年度低層建築物（住宅等）における 

効率的なサプライチェーンの構築支援事業 

実施報告書 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年 3 月５日 

 

 

長崎県サプライチェーンマネージメント推進フォーラム 

事務局：長崎県森林組合連合会  
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１．事業実施の目的 

長崎県内の森林は人工林の約 5 割が 50 年生を超え、森林資源の成熟化が進んでお

り、森林資源を有効活用するため、県では、令和 7 年度の目標として素材生産量 28 万

立方メートルを掲げており、林業所得の向上と林業従事者の確保に向け、地域材の需

要拡大や規格品質に応じた効率的な木材流通体制の構築が重要となっている。 

このような中、地域材の効率的なサプライチェーンを構築するため、令和元年度に

森林組合等の素材生産業者、製材工場、プレカット工場、工務店などからなる長崎県

地域材供給倍増協議会を中心として、サプライチェーンマネージメント推進フォーラ

ムを立ち上げ、川上から川下までの木材関連団体の需給情報を取りまとめ、データベ

ース情報「もりんく」への参画準備を行うとともに、各流通段階における課題解決の

ための意見交換や研修等行い、今後の具体的計画である「長崎県サプライチェーン構

想」を作成してきたところである。 

引き続き当該事業を継続して行うことで、「もりんく」情報を活用したコーディネー

ターによる需給マッチング等により構想・計画に基づく地域材の効率的なサプライチ

ェーンを構築し、地域材の安定的な木材流通体制を確立し需要の拡大を図ることを目

的とする。 

 

 

２．県内の木材流通の現状 

（１）流通別の生産量 

これまでの木材流通については、木材生産量も少ない中、県内の製材工場小規模

なものが多く、原木市場も規模が小さく１ヶ所しかなかったことから、県外の佐賀

県伊万里市にある原木市場に持ち込むしかなく、しかも建築材料となる、Ａ材Ｂ材

が主体であり、合板用や輸出、バイオマス用といったＣ材Ｄ材の丸太は、一部を除

き山に捨て置かれているのが実情であった。 

しかし近年、長崎県においては、県外の木材市場や県外製材工場と連携した協定

販売が取り組まれ、併せて韓国、中国への海外輸出についても地理的条件の有利さ

もあり積極的な推進が図られており、さらに、国の施策誘導もあり伐捨間伐から搬

（表 1）流通別木材生産量 

長崎県産材流通先別生産量　（Ｈ23～R2）

m3

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

県内製材所・市場 16,155 15,751 21,867 18,750 25,161 29,158 29,710 28,983 28,246 29,675

県外製材所・市場 39,978 46,817 39,735 38,358 33,424 49,965 51,783 57,683 67,583 44,130

輸出 4,445 7,588 10,603 20,338 17,653 13,556 15,052 20,090 15,343 22,604

チップ・バイオマス 5,112 5,930 16,642 13,826 32,210 35,837 39,599 37,330 56,819 58,516

生産量(合計） 65,690 76,086 88,847 91,272 108,448 128,516 136,144 144,086 167,991 154,925
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出間伐による森林整備の拡大や主伐の増加へと変化してきたことから年々木材生産

量が拡大している。（表 1） 

令和元年度は平成 23 年度と比べ、2.6 倍の約 16 万 8 千ｍ３であったが、令和 2

年度は、新型コロナ感染症の影響により、一時、木材市場等の受け入れ制限や木材

輸出の停止などがあったため、約 15 万 5 千ｍ３とやや減少している。 

県内への直接の流通は約 57％（88,191m3）であるが、これは木質バイオマス用材

としてチップ工場向けが県内流通の 66％（58,516m3）を占めており、バイオマスを

除けば、県内流通量は約 31％にとどまっており、依然として素材丸太の多くが県内

ではなく、県外の木材市場や製材工場、海外輸出などに流通している。（図 1） 

 

 

（２）県内木材流通の現状 

長崎県の地域的特性により、離島地域と本土地域の２地域に大きく分類ができ、

輸送形態も離島は船、本土地域はトラック輸送が中心となっている。 

また、販売先についても、離島と本土で少し違っており、離島からは島根県への

合板材、本土からは、県外製材工場や県外のバイオマス発電用としてチップ工場へ

出材されており、最近は、集荷場所や輸送距離を考慮しながら、離島同士、あるい

は離島・本土が連携した集荷を検討し、ロットをまとめる工夫をすることで、少し

でも有利なシステム販売に取り組んでいる。（図 2） 
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（図 2）県内木材流通の現状 

県内製材工場へ 
10.5 ％ 

県内製材工場へ 
28.1 ％ 

令和２年度 長崎県産材の流通状況 

本土地区の製材の流れ 

離島地区の製材の流れ 

（図 3）県産材の流通状況 
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県内における、建築用材の製材工場等への流通については、小規模の工場が多いこ

とから、本土地域内で 8,318m3（比率 10.5％）、離島地区内で 21,357m3（同 28.1％）

であり、全体でみても 27,444m3（17.7％）程度であり、依然として木材生産量の多く

が一度県外に流通している状況に変わりがない。（図 3） 

 

 

３．令和２年度低層建築物（住宅等）における効率的なサプライチェーンの構築支援

事業の実施概要 

 

（１）フォーラム参加事業者の募集・登

録  

長崎県地域材倍増協議会の会員 53 団

体に対し、情報交換会にて「もりん

く」操作及び登録推進の呼びかけを行

った。 

また、長崎県 SCM 推進フォーラムホ

ームページに、「サプライチェーン構

想」等の事業概要や情報交換会の様子

の紹介、参加団体の紹介等を行い、本

事業の見える化を図り、関心を持って

もらうことを目指している。（図 4） 

ホームページの参加団体の紹介ページでは、フォ

ーラムについての考えや、需給マッチングの課題な

どの意見をインタビューしており、①「長崎県産材

の生産量は年々増加しているが、どこで利用されて

いるか追跡できていない。流通から製造、卸と繋げ

る方法を考えていきたい。」②「告知の方法として若

者になじみのある LINEなどの SNS での発信も含め

て、幅広い年代の方たちにも知っていただくことも

一つの手段ではないか。」③「県産材を使うと言って

もピンとこないのが現状。使う人にとって身近な

材、安価な材になっていない。県産材の使用を推し

進めている案件もあるが、経費を抑えるという点で

は外材も使わなければならないし、それだけで住宅

ができている場合もある。」④「県産材の安定供給、

需要拡大のためには、川上から川下までを繋ぐため

（図 4）SCM ホームページ 

（図 4）ホームページ 
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県内における、建築用材の製材工場等への流通については、小規模の工場が多いこ

とから、本土地域内で 8,318m3（比率 10.5％）、離島地区内で 21,357m3（同 28.1％）

であり、全体でみても 27,444m3（17.7％）程度であり、依然として木材生産量の多く

が一度県外に流通している状況に変わりがない。（図 3） 
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る方法を考えていきたい。」②「告知の方法として若

者になじみのある LINEなどの SNS での発信も含め

て、幅広い年代の方たちにも知っていただくことも

一つの手段ではないか。」③「県産材を使うと言って

もピンとこないのが現状。使う人にとって身近な

材、安価な材になっていない。県産材の使用を推し

進めている案件もあるが、経費を抑えるという点で

は外材も使わなければならないし、それだけで住宅

ができている場合もある。」④「県産材の安定供給、

需要拡大のためには、川上から川下までを繋ぐため

（図 4）SCM ホームページ 
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に私たち次世代が活発に動かなければならない。」⑤「対馬においては、A 材、B 材

等、全ての製品の販売先は安定しているが、いずれの製品も船による県外へ出荷を

余儀なくされている。県内で回したいという意識もあるので、まずは県内への船に

よる出荷方法を確立させたい。」などの意見を伺った。 

 

（２）マッチング等に向けた情報交換会の開催 

当該フォーラムについては、長崎県地域材供給倍増協議会会員 53 団体に加え、

サプライチェーンの構築に意欲がある新たな事業者を募り、フォーラム参加者によ

るマッチングを進めるため、情報交換会を３回実施した。 

 

①第 1 回情報交換会（写真 1） 

 日時：令和 3 年 11月 15 日（月） 

 場所：対馬市（対馬市交流センター）   参加者 24 名（一部 Web 参加） 

 【主な意見】 

・造材・仕分けが重要と思っている。対馬の素材生産量を見ると、チップ材の比

率が大きい。適切な造材・仕分けを行うことで、チップとしてではなく、価格

の有利な他の用材として販売できる。そのための造材研修も行う予定である。 

・島内での需要には限界があり、島外出荷のための土場の整備や港湾施設の整備

が必要である。 

・合板については、選挙ポスター用看板への活用もあるのではないか。住宅用は

今後伸びていくのか疑問がある。 

・今まで山に捨てられていたものが、チップ材として販売でき、収入増につなが

るのは悪いことではない。 

・住宅部門から非住宅部門への需要拡大が必要。３階、４階建ての木造建築も可

能。横架材、梁等が県産材で供給できるのかが課題であり、ＪＡＳ工場が県内

にない中で、ＪＡＳ並みの強度の確保・証明をしていく必要がある。 

・昔は、地元産のヒノキを使い在来工法で住宅を建築していたが、現在はプレカ

ットが主流である。 

・今の大工さんは、プレカットでないと建てられない。 

・島内で月 2，3 軒分のオファーはある。ただし梁は外材を使用している。また、

グリーン材ではなくＫＤ材が主流だが、県内では、乾燥施設導入は難しい。量

がそろわないと採算ベースに乗らない。 

・製材側からいえば、丸太の量の問題もあるが、品質も課題。採材等の研修で品

質向上させれば、丸太の買取価格に反映でき収入増につながる。 

・チップ工場の稼働も高水準になっている。（需要が拡大している） 

・Ｄ材の搬出が進んでおり、チップ材が多くなる傾向にある。 
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・山の価値を高めるため、未利用材の活用を進めチップ材を出材していると思う

が、比率が６：４なのは、少し驚いている。 

・山土場での分別、仕分け作業が重要だと思うが、画像検知システムなどでの検

収は、商売上でも認められているのか。 

・検知システムは対馬では活用していないが、本土地区で使っており、特に中間

土場で使用することで省力化を図ることとしている。 

・施主が、木造建築へ理解が不足している。国産材と外材の違い、国産材を使う

意義について、ＰＲ・啓発が必要。これには国の力が必要だ。 

・対馬島内でのサプライチェーンをどのように構築するか。島内の製材工場への

安定供給が課題である。 

・山側の生産には、季節変動があり、製材所も理解してほしい。島外への出荷よ

り島内での取引の方が、コストがかからないのは事実。 

・安定供給の必要性は山側も受け止めているが、課題が多い。 

・バイオマスについては、市としても重点的に取り組む意向であり、現在熱供給

用のバイオマスボイラーの導入を行っている。バイオマス発電についても以前

計画があり、コストの問題で取りやめになった経過があるが、再度取り組めな

いかとも思っている。 

・県産材による選挙

ポスター用看板に

ついては実現でき

れば良いと思って

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②第 2 回情報交換会（写真 2） 

 日時：令和 3 年 12月 20 日（月） 

 場所：長崎市（セントヒル長崎）   参加者 65 名（Web 参加） 

  

（写真１）第 1 回情報交換会（対馬市） 
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第 2 回の情報交換会では、いきいき森ネットワークの遠藤先生から「木材流通の現

状とサプライチェーンマネジメントへの期待」と題した講演と、県内の川上から川下

の 5 名の代表者によるパネルディスカッションも実施した。 

講演の主な内容は、サプライチェーンマネジメント（ＳＣＭ）は｢生き物｣であるこ

とを南九州の国産材丸太輸出の事例を参考として紹介するとともに、サプライチェー

ンマネジメントを拡充していくためには｢接点｣が必要なことを南九州のいくつかのＳ

ＣＭを事例に考察し、最後に、長崎県におけるサプライチェーンマネジメント形成に

ついての期待について、消費地から産地への転換を目指すことを念頭に話があった。 

 

【パネルディスカッションでの主な意見】 

・乾燥施設を持った製材所が少ないことや、JAS の認定工場が少ないため、どう

しても県外の工場に頼らざるを得ない状況が続いており、一般流通材に比べる

と県産材が割高で、調達に時間がかかるなど、需要があったとしても県産材を

使いづらい状況になっている。 

・木材建築物では、どういった形でロングスパンの梁を実現するか、構造計算も

絡んでくるが、県内には特殊な加工で構造計算をできる会社等があまりないた

め、どうしても敬遠してしまう。 

・去年から取り組んでいる県産材合板は、今後重要な取組になってくるのではな

いかと思っており、今後、SDGs や脱炭素など、木材の置かれている状況も変わ

ってくると思うので、見える化というのを進めていければと思う。 

・情報の共有というのが重要。森林組合からの出材の年間スケジュールとか、プ

レカット側の年間の大体の柱とか土台とかの使用量とかを提供したうえで、マ

ッチングしていくという体制を構築したい。 
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②第 3 回情報交換会（写真 3） 

 日時：令和 4 年 2 月 25 日（金） 

 場所：佐世保市（ホテルフラッグス九十九島） 参加者 39 名（Web 参加） 

 

第 3 回の情報交換会では伊万里木材市場の伊東専務が「原木安定供給への取組」と

題して、話題提供を行い、その後意見交換を行った。 

【講演の主な内容】 

・システム販売の市場としてのメリットは、安定的かつ計画的な入荷が可能となり

土場における素材配置計画が立てやすいこと。（取引先ごとに椪を作っている） 

・大径材工場を計画しており、今年 7 月着工、翌 3 月には完成を見込む。素材で月

産 3000m3 利用する計画。径 34cm 以上、元径最大 70cm である。 

・広葉樹もバイオマスとしての活用も視野に。中国木材の発電所は針葉樹チップの

みであるが、足りなくなるのは明らか。 

・広葉樹は住宅だけでなく、工芸品向けなど家具メーカー等との連携が重要。 

 

【主な意見】 

・伊万里への県産材のうち、バイオマス以外はほぼ建築用材であるが、県産材証

明を求められる案件は少ない。伊万里では長崎に限らず、県別に分別管理して

いる。ヒノキよりスギの証明依頼が多い印象。 

・県産材を広めるには、設計段階からの木材利用の仕組みづくりが重要。 

（写真 2）第 2 回情報交換会（長崎市） 

遠藤先生の講演 
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 日時：令和 4 年 2 月 25 日（金） 

 場所：佐世保市（ホテルフラッグス九十九島） 参加者 39 名（Web 参加） 

 

第 3 回の情報交換会では伊万里木材市場の伊東専務が「原木安定供給への取組」と
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土場における素材配置計画が立てやすいこと。（取引先ごとに椪を作っている） 

・大径材工場を計画しており、今年 7 月着工、翌 3 月には完成を見込む。素材で月

産 3000m3 利用する計画。径 34cm 以上、元径最大 70cm である。 

・広葉樹もバイオマスとしての活用も視野に。中国木材の発電所は針葉樹チップの

みであるが、足りなくなるのは明らか。 

・広葉樹は住宅だけでなく、工芸品向けなど家具メーカー等との連携が重要。 

 

【主な意見】 

・伊万里への県産材のうち、バイオマス以外はほぼ建築用材であるが、県産材証

明を求められる案件は少ない。伊万里では長崎に限らず、県別に分別管理して

いる。ヒノキよりスギの証明依頼が多い印象。 

・県産材を広めるには、設計段階からの木材利用の仕組みづくりが重要。 
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・木造・木質化のお願いは、ことあるごとに実施しているので、建築に関する事

前の情報収集にも協力願いたい。また、設計者や施主へのアプローチをどう進

めて行くかも重要だ。 

・コスト面のみ比較すると、木造ではなく、鉄骨（S）造や鉄筋コンクリート

（RC）造等になる場合も多いが、建築物の木造化に関し、法律や指針に基づ

き、少々のコスト差を気にせず、木材を使うという機運を高めたい。 

・木造建築物では、大断面をどうするかとか、長スパンでの設計するのではな

く、一般流通材（105 角や 120 角など）で、設計していくことが重要。 

・木材を特注にすると取付金具等も特注となり、コストがさらに嵩む。 

・県関係者や設計士等が共同して取り組んで行くことが重要。 

・県北地域では、年間 1 万 8 千 m3の木材を生産（搬出間伐面積 280ha、うち林業

公社が 160ha）しているが、大部分は伊万里市場へ運ばれている。 

・今後、システム販売における木材価格の安定を図る必要があるとは考えるが、

価格のベースを上げていくことも必要ではないか。 

・ウッドショック後は南九州と北九州で価格差がある。南九州の方が高い。これ

は以前、宮崎県に中国木材が進出したことで、地元製材工場が淘汰されると思

っていたのが、逆に大型化し、共に強くなった結果ではないか。 

・南九州の製材工場が競争力をつけ、木材需要が拡大したため、価格にも反映し

ている。 

・反面北九州は、製材工場の数は多いが、規模が違っており、共販所等への木材

の集荷状況を見て、値決めをしていくため、多く集まれば安く、少なければ高

くという状況。 
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（３）サプライチェーン構想・計画の作成・実行 

長崎県においては離島、半島地域が多く、これまでの木材流通においても、本土

地域でのトラック輸送と離島地域の海上輸送と形態に違いがあり、木材の規格品質

に応じた販路を求めてきた経緯から、木材の流れが複雑になっている。 

また、県内においては、大型の製材工場がなく、県内での直接の丸太需要が少な

い中で、一度県外へ流れている県産材を県内へ還流させる取り組みを中心に構築し

ていくことで、既存の県内流通と合わせて、県産材利用拡大を目指していく必要が

ある。 

そのため、森林組合等の素材生産業者が連携して森林整備・出材計画を共有化

し、生産した木材を中間土場等へ集約することで、作業効率の向上や運搬コストの

軽減図るとともに、需要情報に基づいた規格・品質の木材を一括して仕分けし、要

求される納期・量等を確保し、さらに検知システムを活用するなど中間流通コスト

の削減を図りつつ、有利販売につなげてことが可能となる「中間土場を活用した効

率的なサプライチェーンの構築」について、令和元年度の離島地区、昨年度の本土

地域に引き続き、本土地区で実証を行った。 

次に、波及効果の高い公共建築物や非住宅における県産材需要の拡大につなげる

ため、ヒノキの特性である強度を活かした「県産材合板サプライチェーンの構築」

についても、土木・建築関係を含め幅広く活用できる製品の供給体制の構築を図る

ため、先進地である徳島県において視察研修を行い、連携強化を図った。 

 

（写真 3）第 3 回情報交換会（佐世保市） 
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（ア）中間土場を活用した効率的なサプライチェーンの構築 

  ①目的 
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  ②実施状況 

今回の中間土場は、長崎・佐賀の県境に位置し、伊万里港にも近い場所で、土

場面積は約 0.4ha である。（図 5 写真 4） 

 

 

 

 

（図 5）中間土場の位置 
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1 月から 2 月までの 2 か月間にわたって、中間土場へヒノキの集荷を行い、搬

入されたＣ材の選別を行い、主に合板用として大型トラックにて運搬を計画的に

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真 5）運搬状況 

（写真 4）中間土場全景 
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③検証結果と今後の課題 

今回の取組で、輸出材などの低質材（Ｃ材）を中間土間に集荷し、一括仕分け
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また、ロットがまとまることで、販売先への大型トレーラでの運搬計画をスム

ーズに行うことができ、運搬コストの低減が図られることが見込まれ、県産材合

板用ヒノキの安定供給体制構築に向けた取組が進むことが明らかになった。 

今後とも、中間土場を活用することで、狭隘な山土場での出材をスムーズに行

い、山土場での省力化を進め、集荷管理を適切に行うとともに、集荷ロットを拡

大し、販売先への運搬計画を適切に管理することで運搬コストの低減を図る。 

さらに、Ａ～Ｄ材までの全てを一括検収、選別・仕分けを実施することで、木

材の規格・品質に応じた有利販売を推進し、山元への還元を今以上に図るととも

に、新たなサプライチェーンの取組に繋げていく。 

 

（イ）県産材合板サプライチェーンの構築 

  ①目的 

長崎県の中心的樹種であるヒノキの需要を拡大させるため、これまで供給でき

ていなかったヒノキによる県産材合板（コンクリート用型枠合板）を製作し、工

務店や建築工事関係者と連携し、県産材部材への転換を図るとともに、公共工事

における当該合板の活用を推進することで、県内における木材の使用率を高めて

いくことを目的としている。 

 

  ②実施状況 

昨年度、コンクリート型枠用合板（サイズ：12mm×900mm×1800mm）を 1000 枚

県産材ヒノキ 100％で試作し、県内の土木建設業者等に活用してもらい、品質の

評価を聞き取るとと

もに、販売価格帯の

意見も聞いている状

況である。（写真 6） 

今年度は、県産材合

板の取組をいち早く

行っている徳島県に

おいて、令和 3 年 12

月 13 日から 15 日に

かけて県庁や合板工

場の視察を行った。 
（写真 6）治山ダムでの県産材合板利用状況 
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  ③実施結果 

●徳島県スマート林業課  

・徳島県内の木材流通に関しては、素材生産量が 37 万 m3 で令和 10年度には

70 万 m3 の目標としている。 

・平成 17 年から林業再生プロジェクトに取組み、特にＢ材の需要拡大に取り組

み、県庁の中に、副知事を議長に連絡会議を立ち上げ、公共施設、公共工事

に県産材を活用するスキームを構築し、その中で、県産材合板の取組を行う

こととなった。 

・小松島市の合板工場と連携した取組として、「徳島すぎ合板原木出荷協議会」

を設立し、合板用スギ

の安定供給、需給調整

を行った。なお、現在

は、ある程度安定供給

が可能として、協議会

は解散している。 

・当時「スギ・カラマツ

の 5 層によるコンクリ

ート型枠合板」であっ

たが、現在は、県産ヒ

ノキ 5 層のコンクリー

ト型枠合板となってい

る。（写真 7） 

 

●株式会社日新 四国工場 

・構造用合板を主に製作しており現在、国産材 100％となっている。数年前か

ら北米産ダグラスファーにかえて、ヒノキを利用している。 

・国産材の確保が課題で、特にヒノキは徳島県産だけでなく、四国全体から集

荷しており、九州南部から運ぶこともある。ヒノキの不足分はカラマツ（北

海道）で代替している。 

・徳島県産材の比率は、スギで 50％、ヒノキは 50%以下。 

・ヒノキのコンクリート型枠は月に 12mm×900mm×1800ｍｍの規格で約 2000 枚

～2500 枚生産している。 

・ウッドショックでの減産はない。引き合いも強い。そのため、原材料である

丸太の集荷に努力している。（写真 8，9） 

 

（写真 7）徳島県スマート林業課 
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●徳島木のおもちゃ美術館  

・令和 3 年 10 月 24 日オープンしたばかり。元々あった、展示施設等を改築し

たもので、総事業費は 7 億円、うち建築関係が 4 億 8 千万円。 

・徳島県産材を使用し、内装にはＪパネル、集成材を使用。木材製品使用量は

155m3。施設内の遊具、

おもちゃにも県産材を多

く使用している。 

・からだ全体で感じる「木

育」美術館として、多く

の方が利用し、オープン

から１ケ月で１万８千人

の来場者があった。 

・親子連れが多く利用し、

木との触れ合いにより森

林・林業への理解を深め

てほしい。（写真 10） 

 

（写真 8） 
株式会社日新 四国工場 

（写真 9）敷地内土場の状況。 
徳島県産材は区分してある。 

（写真 10）徳島木のおもちゃ美術館施設内部 
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●徳島県木材協同組合連合会  

・徳島県木材団地内に本会はあるが、同団地は 1966 年設立されたもので、木材

需要が年々増加し国産材の不足を補うためには外材に依存せざるを得ない状

況のもと輸入外材の受け入れに対応するため津田海岸先に埋め立てられた日

本屈指の木材団地である。 

・1969 年には製材団地が 11 グル

ープで創設された。しかし、

現在製材を行っているのは 1

社のみで、他はプレカットや

2×４住宅建築会社へ転業して

いる。現在、外材は少なく、

主にスギの大径材を板材に加

工している。 

・県内では、木質バイオマス発

電が 2 カ所新設予定で、主に

ＰＫＳを活用予定であるが、

木質チップの活用について協

議中である。（写真 11） 

 

③今後の課題 

県産ヒノキのコンクリート型枠用合板の活用を拡げていくためには、一般的に

流通している型枠合板との差別化を図る必要があり、徳島県で行われているよう

に、公共工事等における県産品優先使用を仕様書に明記すること等検討するとと

もに、価格面での競争性も重要であることから、製品のロットをまとめることに

よる運搬コスト等の削減を検討していく必要がある。 

また、行政や関係者との連携を強めるため、「徳島すぎ合板原木出荷協議会」の

ような組織を立ち上げ、県産材、特にヒノキの安定供給を図るとともに、需要の

確保を行うため、県内での体制構築が課題となっている。 

さらに、型枠合板から構造用合板へ拡大していくため、需要者側となるプレカ

ット工場や工務店、建築設計者等との協力のもと、県産材合板を確実に使用する

仕組みづくりを検討する。  

（写真 11）徳島県木材協同組合連合会 
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（４）システムの普及啓発及び活用 

日本木材総合情報センターにおける「もりんく」操作研修資料等を活用し、情報

交換会の場における説明や県が発行している機関紙「長崎の林業」のなかで、「も

りんく」のＰＲ及び登録依頼を行った。 

 

①令和 2 年 11 月 15 日 

第 1 回情報交換会（対馬市）の中で、もりんく資料及び、ホームページ画面等

活用し周知を図った。 

 

②令和 2 年 11 月 

県の機関紙「長崎の林業」（毎月発行：約 2000部）11 月号の中で、もりんく

資料を掲載し周知を図った。（図 6，7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図 6）長崎の林業 表紙 

（図 7）掲載状況 
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③令和 3 年 12 月 20 日 

 第 2 回情報交換会（長崎市）の中で、もりんく資料を活用し周知を図った。 

 

③令和 4 年 2 月 25 日 

  第 3 回情報交換会（佐世保市）の中で周知した。 

 

（５）コーディネーターによる事業者のマッチング等 

長崎県の特徴を生かした効率的なサプライチェーンの構築を図るため、関係者の

連携が不可欠なことから、様々なサプライチェーンを想定し、コーディネーターを

中心として、行政機関の協力を得ながら、マッチングの検討を行った。 

 

①令和 3 年 11 月 16 日（対馬市） 

●対馬木材事業協同組合 

【内容】 

長崎の受け入れ先が、県内の流通も含めて明確ではなく、少ないのが現状であり

県内で回していくにはまだまだ課題が山積のように感じている。 

先ずはもう何十年も前からの課題だと思うが船舶での流通経路、届先の拡大を進

めてほしい。福岡、佐賀へ流通経路ほど、地元長崎向けのものはないと思う。 

生産から製材には、もちろん木の植林が最初となる。そこではツシマジカ問題と

いうのがある。増えすぎている対馬のシカの被害は年々、深刻化しており、植林を

すると、片端から食べていき、成木にならない。この辺りも対馬の林業の問題とし

て対策を講じてほしい。 

対馬のヒノキが良質の木材であることは間違いない。ただ、そのヒノキをひとつ

のところが悪い製材をしてしまえば、対馬全体の評判が悪くなる。機材、指導も含

めて、もう少し善処してほしい課題であると思う。 

当、協同組合として、木材チップも大きなシェアを占めているので、それを製紙

工場、バイオマス発電所に供給している。長崎県内で回したいという意識もあるの

で、これからのマッチングに大いに期待したい。 

まずは最初にいったように流通、もちろん他県との取引は今後も続けていくが、

長崎県内での取組を発展させたいというものはあるので、SCM に期待を込めてブラ

ンディングにも熱心に取り組みたいと思う。 

 

②令和 3 年 11 月 16 日（対馬市） 

●もりのめぐみ協同組合 

【内容】 

サプライチェーンというのは、昔は地域に自然にできていた。苦労も一緒に乗り

104



- 19 - 
 

③令和 3 年 12 月 20 日 

 第 2 回情報交換会（長崎市）の中で、もりんく資料を活用し周知を図った。 

 

③令和 4 年 2 月 25 日 

  第 3 回情報交換会（佐世保市）の中で周知した。 

 

（５）コーディネーターによる事業者のマッチング等 

長崎県の特徴を生かした効率的なサプライチェーンの構築を図るため、関係者の

連携が不可欠なことから、様々なサプライチェーンを想定し、コーディネーターを

中心として、行政機関の協力を得ながら、マッチングの検討を行った。 

 

①令和 3 年 11 月 16 日（対馬市） 

●対馬木材事業協同組合 

【内容】 

長崎の受け入れ先が、県内の流通も含めて明確ではなく、少ないのが現状であり

県内で回していくにはまだまだ課題が山積のように感じている。 

先ずはもう何十年も前からの課題だと思うが船舶での流通経路、届先の拡大を進

めてほしい。福岡、佐賀へ流通経路ほど、地元長崎向けのものはないと思う。 

生産から製材には、もちろん木の植林が最初となる。そこではツシマジカ問題と
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②令和 3 年 11 月 16 日（対馬市） 

●もりのめぐみ協同組合 

【内容】 

サプライチェーンというのは、昔は地域に自然にできていた。苦労も一緒に乗り
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越えながら、川上とか川下とかではなく、できていたのでよかった。（今、全くな

いというわけではないが） 

県産材を県内で回すというのは、なかなかできていない。全てを県産材で回すと

は言わないが、今が少なすぎる。 
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ポジウム、情報交換会はこれからも開催してほしい。 
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簡単になり、現場に若者が戻ってきた。 

製材においては、コンピュータでの製材が主流になってきてはいるが、職人技を

必要とする製材もなくしてはならないし、受け継いでいかなければならないと考え

ている。 

 

③令和 3 年 11 月 16 日（対馬市） 

●対馬森林組合 

【内容】 
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だと思う。川上である森林所有者が植林をしなければ、材木は生まれない。 

また、森林資源の把握は非常に重要で、ドローン等での調査がこれから進めば、

より効率的で正確性のある調査ができると思う。 

フォーラムの中での当組合の位置づけは川上と川下を繋ぐための中間川中の仕事

だと思っている。植林する場所、林道工事、丸太の置き場等々、数え上げればきり

がないが人手不足(若い人の就労)を解消できれば、さらにフォーラムにも積極的に

参加できると思う。 

生産から製材には、もちろん植林が最初となる。そこではツシマジカという問題

というのがある。増えすぎている対馬のシカの被害は年々、深刻化している。 

森林所有者の為にも木材としての質をあげることが重要、そして材積の確保も重

要だと思う。 

木材を運び出す林道整備、そして置く場所、運び出す港、その流れをつくる為に

日々、活動しているのが当組合であり、対馬の林業の興隆を目指している。 

 

①令和 3 年 12 月 22 日（新上五島町） 

●五島森林組合 
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【内容】 

上五島材については、木材市場向けや輸出向けが主になっているが、今後合板材

も含めた販売が必要であり、Ｂ材Ｃ材の有利販売をどのようにしていくか。山元へ

の還元を考えれば大きい問題である。特に、ヒノキについては価格差が大きい。 

上五島でも組織造林を含めて、森林整備面積の拡大（素材生産量の拡大）を計画

しており、仕分け作業を的確に行い、売り上げ向上につなげたい。 

上五島の場合、海上輸送となるため、1 回あたり 500m3程度集荷する必要があ

り、計画的な生産や船の運航確保が重要となっている。 

組合には製材工場があり、上五島から五島（離島から離島）への輸送も考えてい

く必要があるが、その海上輸送経費をどうするか。行政の支援も要請したい。 

 

 

４．行政との連携体制  

当フォーラムのメンバーとして、県（林務、建築関係者）や一部市町が参加してお

り、公有林の森林整備計画の情報提供、県・市町の公共建築物の整備計画の提供、新

たな木材加工施設整備の情報等の提供など、幹事会開催時に情報共有することができ

ており、本年度は県が参加した幹事会を 2 回開催し、事業実施方針の確認や研修視察

の検討などを行い、当該フォーラムとの連携を密に図ることでスムーズな事業執行が

できた。 

 

５．事業実施により得られる効果 

川上から川下までの需給情報 ICT を活用してリアルタイムで共有し、コーディネ

ーターが需給情報を基に事業者をマッチングすることにより、川下が要求する、納

期・品質・量に対して、計画的かつ迅速に川上から木材を供給できるようになり、各

流通段階の協定販売の拡大、納期短縮、在庫削減や連携した物流による経費削減など

効率の良い木材流通体制を構築出来る。 

これまでの取組により、県内におけるモデル的なサプライチェーンを構築し、他地

域への波及を図っていくとともに、特に、県産材合板サプライチェーンにより川下側

や行政との連携強化により地域材需要拡大につなげていく。 

 

 

５．今後の課題と次年度以降の計画 

（１）中間土場を活用した効率的なサプライチェーンの構築 

  生産した木材を中間土場等へ集約し、規格・品質・納期・量等を一元管理する

ことで有利販売につなげ、さらには、ＩＣＴ等を活用して効率的な木材流通を行

い、販売拡大及び流通コストの縮減を図る必要があるため、中間土場集荷の規模
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を大きくし、集荷した木材の流通管理をシステム化することも検討することで、

コスト縮減の効果を高めていく。 

 

（２）県産材合板サプライチェーンの構築 

  県産材の需要拡大を図るため、現在の型枠用合板の取組について、行政や建設

業協会等と連携し、公共工事等へ定着させるとともに、他県で実施された手法を

参考に、制度や枠組づくりを行っていく。 

 さらには、今後の構造用合板へつなげていくため、プレカット工場や工務店等

の需要者側と連携を強化するとともに、県産材（特にヒノキ）の供給体制の構築

を図っていく必要がある。 

 

（３）フォーラムのＰＲと会員登録の取組 

 当フォーラムのホームページを活用し、フォーラムの概要説明や既会員の紹介

等行いフォーラムが進めるサプライチェーンの取組の周知を図るとともに、コー

ディネーターを中心に「もりんく」への登録・誘導を進め、会員の拡大に努めて

いく。 
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ⅠⅠ  大大分分県県のの林林業業・・木木材材産産業業、、住住宅宅着着工工のの現現状状  

  

・ 大分県の森林面積は４５．３万 ha で県土の約７１％を占めており、このうちスギ、ヒノキなどの人工林

は２１万 ha で、森林面積の約半分を占めている。 

・ 大分県の素材生産量は、ウッドショックによる素材価格の高騰等の影響もあり、令和３年には１５５万

ｍ3が見込まれる。 

・ 令和３年のスギ、ヒノキの原木価格は、ウッドショックにより、スギ13,072円、ヒノキ20,522円と前年に

比べ大きく高騰した。（表－1） 

・ 県内には１６の原木市場があり、その取扱量は約１２０万m3/年である。（表－2） 

・ 平成３１年４月に施行された森林経営管理法に基づく林業経営体の登録数は５５事業体である。

（表－2） 

・ 製材工場数は１1５工場で、製材品出荷量は４０万m3/年前後で推移している。(表-1) 

・ 令和３年の製材品価格は、スギKD3m105×105材８９,８00円/m3、ヒノキKD4m105×105材１１２，１0

０円/m3である。(表-1) 

・ 令和３年の大分県の住宅着工戸数は約６.３千戸である。(表-１) 
 

      表１ 大分県の素材生産・製材加工・住宅着工の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      表２ 大分県の製材所・原木市場・林業事業体の現状 

 

 

 

 

 

 

 

ⅡⅡ  構構想想・・計計画画課課題題のの検検討討・・取取組組ににつついいてて  
  

令和元年度に作成、令和２年度に変更した「大分県サプライチェーン構想・計画」課題のうち、下

記３つの課題について、情報交換会及び検討部会で検討を行った。 

各課題の現状、目標、取組実績、今後の取組は次のとおり。 

 

【【課課題題１１】】  県県内内ププレレカカッットト工工場場のの活活用用にによよるる県県内内加加工工のの拡拡大大とと流流通通ココスストトのの削削減減  
  
⑴ 現状 

・ 大分県内の新築建築物のプレカット加工総坪数は、令和元年度、２年度の平均で約94,000

坪と推測される。一方、県内プレカット工場の加工坪数は49,500坪/年と推測され、県内加工

は全体の約５３％と推計される。 

  ・ 令和３年の県内プレカット加工坪数は約９６，０００坪と推測される。一方、県内工場の加工坪

数は５７，０００坪と推測され、県内加工は全体の約５９％に増加したと推計される。 

      ・ 県内の建築棟数が上位の工務店のプレカット加工先は、その大半が県外のプレカット工場で

加工されている。 
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記３つの課題について、情報交換会及び検討部会で検討を行った。 

各課題の現状、目標、取組実績、今後の取組は次のとおり。 

 

【【課課題題１１】】  県県内内ププレレカカッットト工工場場のの活活用用にによよるる県県内内加加工工のの拡拡大大とと流流通通ココスストトのの削削減減  
  
⑴ 現状 

・ 大分県内の新築建築物のプレカット加工総坪数は、令和元年度、２年度の平均で約94,000

坪と推測される。一方、県内プレカット工場の加工坪数は49,500坪/年と推測され、県内加工

は全体の約５３％と推計される。 

  ・ 令和３年の県内プレカット加工坪数は約９６，０００坪と推測される。一方、県内工場の加工坪

数は５７，０００坪と推測され、県内加工は全体の約５９％に増加したと推計される。 

      ・ 県内の建築棟数が上位の工務店のプレカット加工先は、その大半が県外のプレカット工場で

加工されている。 
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    ・ 大分県でも日田市、中津市などの県西部・北部地域は福岡県内のプレカット工場に依存し

ている。 

・ 令和３年見込の県内プレカット工場の加工能力は、加工実績を約１2,000 坪/年上回っており、

県内加工を拡大すれば、運賃等の配送経費の削減を図ることは十分可能と考えられる。 
 

⑵ 目標 

・ 県内加工量を現在の 50,000 坪/年から令和５年度 60,000 坪/年を目指す。 

・ 県内加工の拡大により、運賃コストを令和５年度 2,000～3,000 円/m3 の削減を目指す。 
 

⑶ 取組実績 

 ① 県外プレカット工場の視察 

    大分県内から県外へ依存しているプレカット加工の実態を把握し、県内プレカット加工拡大

の参考にするため、県外プレカット工場の視察を行った。 

② 新設プレカット工場の加工の拡大 

    新設プレカット工場では、コーディネーター、営業担当者による設計事務所・工務店・材木

店への営業活動により、加工実績は大きく伸びている。 
 

〇 新設プレカット工場の加工実績と将来目標 
 

              加工実績                   将来目標  

      

    令和３年４月～７月       ８月～１２月                                         

     年換算 9,000 坪      年換算 13,000 坪      18,000 坪/年 
   
  〇 プレカット加工実績 ５０，０００坪 → ５７，０００坪 
 
⑷ 今後の取組 

・ 材木店、設計士、工務店等とのサプライチェーンの拡大 

・ 各工場の特色を活かした受注と加工拡大 

・ CAD、営業職員の技術力・提案力の向上 

・ 加工精度・品質・サービスの向上 

 

【【課課題題２２】】  大大型型パパネネルル工工法法住住宅宅のの推推進進  

   大分県では大工不足の実感はないものの、確実に高齢化が進んでおり、近い将来大工不足

が顕在化することが予想される。このため、大型パネル工法住宅による住宅等の建築を進める

必要がある。 
    
⑴ 現状 

  ・  認知度が低い。 

  ・  建築棟数が極めて少ない。(平成２９年度から令和２年度まで、年平均３．５棟) 

  ・  加工・組立を県外に依存している。(運賃＝建築費が高くなる。) 
 
⑵ 目標 

・ 住宅建築棟数を現状の年平均３．５棟から令和５年度１０棟を目指す。 

・ 県外加工、県内加工の運賃事例(１例)…佐伯材を使用 

１棟当たり、県外加工３５万円、県内加工１８万円、差引１７万円の削減となる。 
 

⑶ 取組実績 

① 上棟見学会の開催  

    上棟見学会を２回開催し、上棟(外壁も完了)に１日を要しない、建築期間が短縮されるなど、 

   パネル住宅の認知度向上に努めた。 

 ② 建築棟数の拡大 

    佐伯広域森林組合では、以前営業していたプレカット工場の顧客であった県内の工務店を

中心に、コーディネーターや営業担当者による営業活動を行ってきた結果、全棟パネル工

法で建築する工務店が現れるなど明るい兆しが出てきた。 
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③ 県内加工・組立工場の確保 

   県外加工は運賃経費が嵩むことから、県内に加工・組立を行う施設を整備する必要があるが、 

   整備には新たに約７千万円が想定されることもあり、現在、実現に向けて検討中。 

 

    〇 建築棟数 

        ～令和２年度      令和３年度      将来目標 

           ３．５棟           １５棟          ５０棟   

                               

    〇 経費の削減 

     １棟当たり運賃の平均単価は、県外加工３８万円、県内加工１９万円である。 
 
 ⑷ 今後の取組 

① コーディネーター等の営業活動による建築棟数の拡大 

② 上棟の速さ、強度等パネル住宅のメリットをＰＲ 

   ③ 県内加工・組立工場の確保       

 

【【課課題題３３】】  非非住住宅宅建建築築物物のの木木造造化化のの推推進進  
  
  ⑴ 現状 

・ 非住宅建築物の木造率は低いので、ＰＲ・営業活動の強化によって木造化を推進する。この

ことは、県内プレカット加工の拡大にも繋がる。 
 

⑵ 取組実績 

・ 情報交換会、検討部会で協議を行った。 

・ 新設プレカット工場の加工実績では非住宅建築物が意外に多いことが判明したため、プレカ

ット加工拡大の取組を行った。 
 

⑶ 今後の取組 

・ 建築士、材木店、工務店等関係者との連携の強化 

 

次に、以下のとおり、事業の実施状況について概要をまとめた。 

 

ⅢⅢ  事事業業のの実実施施状状況況ににつついいてて  
  
１１  事事業業実実施施一一覧覧  

情報交換会及び検討部会の開催等の事業の実施状況(表 3、表 4)  
 
表３ 事業実施一覧表 

番号 開催・実施月日 行事名 

①  令和 3 年 7 月 12 日 フォーラム事務局長会議・コーディネーター研修会(Web 開催)  

②  令和 3 年 7 月 15 日 フォーラム参加事業者の決定・登録 

③  令和 3 年 8 月 27 日 第 1 回情報交換会の開催(対面・Web 開催) 

④  令和 3 年 10 月 19 日 第 1 回検討部会の開催 

⑤  令和 3 年 11 月 12 日 大型パネル工法住宅上棟(大分市) 

⑥  令和 3 年 11 月 17 日～18 日 第 1 回県外プレカット工場視察(４社) 

⑦  令和 3 年 12 月 8 日 第 2 回情報交換会の開催(対面・Web 開催) 

⑧  令和 3 年 12 月 17 日 フォーラム事務局長会議(Web 開催) 

⑨  令和 4 年 1 月 18 日～19 日 第 2 回県外プレカット工場視察(３社) 

⑩  令和 4 年 2 月 8 日 第 2 回検討部会の開催 

⑪  令和 4 年 2 月 10 日 大型パネル工法住宅上棟(佐伯市) 

⑫  令和 4 年 2 月 24 日 第 3 回情報交換会の開催(対面・Web 開催) 

⑬  令和 4 年 3 月 2 日 成果報告会(Web 開催) 

⑭  令和 4 年 3 月 事業実施報告書の作成 
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③ 県内加工・組立工場の確保 

   県外加工は運賃経費が嵩むことから、県内に加工・組立を行う施設を整備する必要があるが、 

   整備には新たに約７千万円が想定されることもあり、現在、実現に向けて検討中。 

 

    〇 建築棟数 

        ～令和２年度      令和３年度      将来目標 

           ３．５棟           １５棟          ５０棟   

                               

    〇 経費の削減 

     １棟当たり運賃の平均単価は、県外加工３８万円、県内加工１９万円である。 
 
 ⑷ 今後の取組 

① コーディネーター等の営業活動による建築棟数の拡大 

② 上棟の速さ、強度等パネル住宅のメリットをＰＲ 

   ③ 県内加工・組立工場の確保       

 

【【課課題題３３】】  非非住住宅宅建建築築物物のの木木造造化化のの推推進進  
  
  ⑴ 現状 

・ 非住宅建築物の木造率は低いので、ＰＲ・営業活動の強化によって木造化を推進する。この

ことは、県内プレカット加工の拡大にも繋がる。 
 

⑵ 取組実績 

・ 情報交換会、検討部会で協議を行った。 

・ 新設プレカット工場の加工実績では非住宅建築物が意外に多いことが判明したため、プレカ

ット加工拡大の取組を行った。 
 

⑶ 今後の取組 

・ 建築士、材木店、工務店等関係者との連携の強化 

 

次に、以下のとおり、事業の実施状況について概要をまとめた。 

 

ⅢⅢ  事事業業のの実実施施状状況況ににつついいてて  
  
１１  事事業業実実施施一一覧覧  

情報交換会及び検討部会の開催等の事業の実施状況(表 3、表 4)  
 
表３ 事業実施一覧表 

番号 開催・実施月日 行事名 

①  令和 3 年 7 月 12 日 フォーラム事務局長会議・コーディネーター研修会(Web 開催)  

②  令和 3 年 7 月 15 日 フォーラム参加事業者の決定・登録 

③  令和 3 年 8 月 27 日 第 1 回情報交換会の開催(対面・Web 開催) 

④  令和 3 年 10 月 19 日 第 1 回検討部会の開催 

⑤  令和 3 年 11 月 12 日 大型パネル工法住宅上棟(大分市) 

⑥  令和 3 年 11 月 17 日～18 日 第 1 回県外プレカット工場視察(４社) 

⑦  令和 3 年 12 月 8 日 第 2 回情報交換会の開催(対面・Web 開催) 

⑧  令和 3 年 12 月 17 日 フォーラム事務局長会議(Web 開催) 

⑨  令和 4 年 1 月 18 日～19 日 第 2 回県外プレカット工場視察(３社) 

⑩  令和 4 年 2 月 8 日 第 2 回検討部会の開催 

⑪  令和 4 年 2 月 10 日 大型パネル工法住宅上棟(佐伯市) 

⑫  令和 4 年 2 月 24 日 第 3 回情報交換会の開催(対面・Web 開催) 

⑬  令和 4 年 3 月 2 日 成果報告会(Web 開催) 

⑭  令和 4 年 3 月 事業実施報告書の作成 
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表４ 事業実施状況一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
  

  

２２  事事業業のの取取組組概概要要  
  

⑴⑴  令令和和３３年年度度フフォォーーララムム会会員員のの登登録録  

     表５ 令和３年度フォーラム会員 

区 分 名 称 住 所 備 考 

参
加
事
業
者 

川上 素材生産業者 大成木材(株)山林事業部 大分市  

(8 社)  中津造林(有) 宇佐市院内町  
  久大林産(株) 玖珠郡九重町  
  菊地木材(株) 大分市  
  (株)架線アヤガキ 日田市前津江町  
  九州林産(株)林業部 由布市湯布院町  

 
 

(同)翠木材 
日田地区原木市場協同組合 

佐伯市 
日田市 

 

川中 製材所 佐伯広域森林組合 佐伯市  

(8 社)  (株) ネ ク ス ト 日田市  
  (株)武内製材所 日田市  
  (株)野上製材 日田市  
 製品市場 東九州木材市場(株) 大分市  

 
プレカット工場 

大成木材(株)プレカット事業部 
(株)岩田材木店プレカット 

大分市 
宇佐市院内町 

 

 運送業者 (株)フォレスト・キーパー 玖珠郡九重町  

川下 工務店 (有)わさだ工務店 大分市  

(6 社)  日本ハウジング(株) 大分市  
  (株)井上建設 大分市  

  大 成 住 建 (株) 大分市  

 設計事務所 富高建築設計事務所 大分市  

  慧設計一級建築士事務所 大分市  

有識者 NPO 法人活木活木森ネットワーク   

行政機関 大分県林産振興室   

林業関係団体 大分県森林組合連合会    
大分県木材協同組合連合会   

コーディネーター 

佐伯広域森林組合 参事 今山 哲也 
東九州木材市場(株) 専務取締役 川村 晃 
大分県木材協同組合連合会 参与 吉野 大二 
大分県造林素材生産事業(協) 参事 清家 英典  

 

 

 
   

事業主体（事務局） 大分県造林素材生産事業協同組合   

計 (29)    
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⑵⑵  情情報報交交換換会会のの開開催催  
  
①①  第第１１回回情情報報交交換換会会  

・開催日時 令和３年８月２７日(金) 

・場所    大分センチュリーホテル（大分市） 

・出席者   ２１名 

・議題 

⑴ 林野庁からの情報提供  

⑵ 令和３年度大分県フォーラムについて 

① フォーラム参加者について  

② 規約について            

⑶ 大分県ﾌｫｰﾗﾑ事業について                                

① 令和３年度事業の概要等について 

〇 事業概要  〇 事業実施スケジュール(案)                         

② 令和３年度の検討・取組について 

〇 県内プレカット加工の拡大と流通コストの削減       

〇 大型パネル工法住宅等の推進                  

〇 非住宅建築物の木造化の推進                  

〇 「もりんく」の普及啓発及び活用                 

〇 今後のサプライチェーンの取組等について             

③ 検討部会の開催について                        

⑷ 参考資料 

① 第３次ウッドショックはなぜ起きたのか？ … 遠藤日雄氏  

② 「もりんく」の活用について … (一財)日本木材総合情報センター  

⑸ 情報交換 

⑹ 意見等 

   ・柱材・横架材・合板が手に入りにくい。 ・意外に非住宅の注文が多い。 

    ・パネルの組立を県内で行えばコストが下げられる。 

   ・作業道等を開設するときは大型トラックが入れる規格で開設してほしい。 

・製材所でも人手不足となっている。 ・３号建築は平屋であっても集成材でないと厳しい。 

・集成材が不足している。 ・「もりんく」に期待している。 

  

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(第１回情報交換会） 
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⑵⑵  情情報報交交換換会会のの開開催催  
  
①①  第第１１回回情情報報交交換換会会  

・開催日時 令和３年８月２７日(金) 

・場所    大分センチュリーホテル（大分市） 

・出席者   ２１名 

・議題 

⑴ 林野庁からの情報提供  

⑵ 令和３年度大分県フォーラムについて 

① フォーラム参加者について  

② 規約について            

⑶ 大分県ﾌｫｰﾗﾑ事業について                                

① 令和３年度事業の概要等について 

〇 事業概要  〇 事業実施スケジュール(案)                         

② 令和３年度の検討・取組について 

〇 県内プレカット加工の拡大と流通コストの削減       

〇 大型パネル工法住宅等の推進                  

〇 非住宅建築物の木造化の推進                  

〇 「もりんく」の普及啓発及び活用                 

〇 今後のサプライチェーンの取組等について             

③ 検討部会の開催について                        

⑷ 参考資料 

① 第３次ウッドショックはなぜ起きたのか？ … 遠藤日雄氏  

② 「もりんく」の活用について … (一財)日本木材総合情報センター  

⑸ 情報交換 

⑹ 意見等 

   ・柱材・横架材・合板が手に入りにくい。 ・意外に非住宅の注文が多い。 

    ・パネルの組立を県内で行えばコストが下げられる。 

   ・作業道等を開設するときは大型トラックが入れる規格で開設してほしい。 

・製材所でも人手不足となっている。 ・３号建築は平屋であっても集成材でないと厳しい。 

・集成材が不足している。 ・「もりんく」に期待している。 

  

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(第１回情報交換会） 
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②②  第第 22 回回情情報報交交換換会会  

・開催日時 令和３年１２月８日(水) 

・場所    大分センチュリーホテル（大分市） 

・出席者   ２３名 

・議題 

⑴ 令和 3 年度事業の取組について                  

①今後の取組計画 、②実施スケジュール  

⑵ 第１回検討部会報告について                  

①議題等、②主な意見、③対応                            

⑶ 県外プレカット工場の調査等について           

①目的 

②調査(日程・調査先、第 1 回調査結果) 

③県内材木店、県内プレカット工場の意見交換会  

⑷ 「もりんく」事業者登録、大型パネル工法住宅の推進について   

①「もりんく」事業者登録の推進 

②大型パネル工法住宅上棟見学会 

⑸ 参考資料 

    ① 林政ニュース「遠藤日雄のルポ＆対論               

(大型パネルは林業の救世主になり得るか？上・下)」 

        ② 特集・ウッドショック(朝日新聞 ５回連載)                

③ 新設住宅着工戸数(住宅着工統計)                 

        ④ 県内原木市場の現状                        

        ⑤ 県内製品価格の推移                      

⑹ 情報交換 

⑺ 意見等 

   ・「もりんく」について県建築士会会員に周知することはいいことだ。 

   ・パネルの出荷時の検査はどうしているか。施主まで知らせてほしい。 

・検査結果は施工工務店には提供しているが、施主まではわからない。 

   ・皆伐が増え植林が増えるため、人手不足・苗木不足となっている。 

   ・素材は、市売に頼ると思った価格で売れない。協定取引をするとよいのではないか。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(第２回情報交換会） 

  

  

③③  第第 33 回回情情報報交交換換会会  

・開催日時 令和４年２月２４日(木) 

・場所    大分センチュリーホテル（大分市） 

・出席者   ２６名 

・議題 

  ⑴ 検討部会報告について 

  ⑵ 県外プレカット工場視察報告について 
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    ① 視察概要 

    ② 視察報告 

    ③ まとめ(NPO 法人活木活木森ネットワーク 遠藤理事長) 

⑶ 令和３年度事業報告について 

    ① 取組実績一覧表 

    ② 項目別取組実績 

⑷ 令和３年度事業実施報告書について 

⑸ その他 

    ① 参考資料 

情報交換 

（意見等） 

 ・住宅資材価格の高騰はすさまじい。プランの変更で対応している。 

 ・合板が不足している。 

 ・今後、ウッドショックはどうなるのか。 

 ・皆伐後の植林が課題である。 

 ・将来的には大工不足が顕在化すると思うので、パネル住宅を推進する。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

（第３回情報交換会）   

 

 

⑶⑶  検検討討部部会会のの開開催催  

   表６ 検討部会員 

区   分 所    属 職・氏名 備 考 

素材生産業者 久大林産(株) 代表取締役 工藤 洋一   

原木市場 日田地区原木市場(協) 理事長    田中昇吾  

製材所 (株)武内製材所 代表取締役 武内 隆夫  

プレカット工場 大成木材(株) 代表取締役 横山 武史   

工務店 日本ハウジング(株) 代表取締役 馬場 鉄心  

設計事務所 慧設計 一級建築士事務所 代表      後藤 洋一   

有識者 NPO 法人活木活木森ネットワーク 理事長    遠藤 日雄  

行政機関 大分県林産振興室     主幹(総括)  石田 陽一   

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 東九州木材市場(株) 専務取締役  川村 晃  

    〃 大分県木材協同組合連合会 参与      吉野 大二   

    〃 佐伯広域森林組合 参事      今山 哲也   

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・事務局 大分県造林素材生産事業(協) 参事      清家 英典   

事務局         〃 会計      伊東 朋子  

    計(13 名)   
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    ① 視察概要 

    ② 視察報告 
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    ① 参考資料 

情報交換 

（意見等） 

 ・住宅資材価格の高騰はすさまじい。プランの変更で対応している。 
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 ・将来的には大工不足が顕在化すると思うので、パネル住宅を推進する。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

（第３回情報交換会）   

 

 

⑶⑶  検検討討部部会会のの開開催催  
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区   分 所    属 職・氏名 備 考 
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工務店 日本ハウジング(株) 代表取締役 馬場 鉄心  

設計事務所 慧設計 一級建築士事務所 代表      後藤 洋一   

有識者 NPO 法人活木活木森ネットワーク 理事長    遠藤 日雄  

行政機関 大分県林産振興室     主幹(総括)  石田 陽一   

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 東九州木材市場(株) 専務取締役  川村 晃  

    〃 大分県木材協同組合連合会 参与      吉野 大二   

    〃 佐伯広域森林組合 参事      今山 哲也   

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・事務局 大分県造林素材生産事業(協) 参事      清家 英典   

事務局         〃 会計      伊東 朋子  

    計(13 名)   
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①①  第第１１回回検検討討部部会会  

・開催日時 令和３年１０月１９日(火) 

・場所    大分センチュリーホテル（大分市） 

・出席者   １３名 

・議題 

⑴ 令和３年度取組計画について 

① 県内プレカット加工の拡大等           

② 県内外のプレカット工場等の調査          

③ 大型パネル工法住宅等の推進          

④ 非住宅建築物の木造化の推進        

⑤ 「もりんく」の普及啓発・活用           

⑵ 今後のサプライチェーンの取組等について  

⑶ 参考資料 

   ⑷ その他 

① 第２回情報交換会の開催について 

⑸ 意見等 

・県外を調査するメリットは？調査の目的は？ 

・県外プレカット工場の調査は大手だけでなく小規模工場も調査すべき。 

・県外プレカット工場の調査にあたっては、質問事項・参加希望をとって行う。 

・県内プレカット工場、工務店、材木店が集まって話す場があるいい。 

・優秀な CAD が必要である。 

・なぜ県内プレカットの半分が県外に流れるのか？ 

・畜舎などの非住宅建築物の見積が多い。 

・伐採後の植林者がいない。 

・九州は無垢材の製材所が多い、県産材の集成材が欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第１回検討部会） 

②②  第第２２回回検検討討部部会会  

・開催日時 令和４年２月８日(火) 

・場所    大分センチュリーホテル（大分市） 

・出席者   ９名 

・議題 

⑴ 県外プレカット工場視察結果について 

① 視察概要                                 

② 県外プレカット工場別聞取概要一覧表、視察聞取概要   

⑵ 令和３年度取組実績について 

① 取組実績一覧表                              

② 県内プレカット加工の拡大等                        

③ 大型パネル工法住宅の推進                   

④ 非住宅建築物の木造化の推進               

⑤ 「もりんく」事業者の登録推進                 
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     ⑶ 参考資料 

① 新設住宅着工戸数                        

② 県内原木市場の現状                         

③ 製品価格の推移                          

④ プレカット加工実績(新設プレカット工場)          

⑤ 構造別・用途別建築数、市町村別・構造別新設住宅    

    ⑷ その他           

   ・ 大型パネル工法住宅上棟案内 (別紙) 

  ⑸ 意見等 

・プレカット加工量の半分は県外のプレカット工場で加工されているが、なぜか。 

・日田・中津・宇佐地域などのプレカットは福岡県のプレカット工場へ依頼。 

・大分市内の材木店等は材料の調達能力・加工能力がある佐賀県のプレカット工場へ 

依頼。 

・県内のプレカット工場は県内のプレカット加工量を引き受けるキャパがなかった。 

・県外プレカット工場とは信頼できる商流が出来上がっている。 

        ・県内でも再造林面積が 1,000ha を超え、植栽が問題となっている。 

        ・素材の販売は協定取引とならないか。 ・合板が入らなくなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第 2 回検討部会） 

 

⑷⑷  県県外外ププレレカカッットト工工場場視視察察  
  
  ①①  第第１１回回県県外外ププレレカカッットト工工場場視視察察  

・日時 令和３年１１月１７日(水)～１８日(木) 

・視察先 (株)ワイテック福岡プレカット(福岡県福岡市) 

ポラテック(株)西日本佐賀工場(佐賀県唐津市) 

中国木材(株)伊万里プレカット(佐賀県伊万里市) 

黒田木材商事(株)プレカット(佐賀県佐賀市) 

・視察者 NPO 法人活木活木森ネットワーク 遠藤理事長、事務局清家他 計７名 

  

  

〇〇  ((株株))ワワイイテテッックク福福岡岡ププレレカカッットト    

    ・商圏は 100km以内を考えている。 ・ワイテック福岡プレカットの加工実績は 9,000坪/月。 

     ・柱の集成材比率は 3 割程度 

・加工施設は 2 ライン ・CAD は、福岡 14 名  

・自社の強みは納期の厳守とケア 
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     ⑶ 参考資料 

① 新設住宅着工戸数                        

② 県内原木市場の現状                         
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④ プレカット加工実績(新設プレカット工場)          

⑤ 構造別・用途別建築数、市町村別・構造別新設住宅    

    ⑷ その他           

   ・ 大型パネル工法住宅上棟案内 (別紙) 

  ⑸ 意見等 

・プレカット加工量の半分は県外のプレカット工場で加工されているが、なぜか。 

・日田・中津・宇佐地域などのプレカットは福岡県のプレカット工場へ依頼。 

・大分市内の材木店等は材料の調達能力・加工能力がある佐賀県のプレカット工場へ 

依頼。 

・県内のプレカット工場は県内のプレカット加工量を引き受けるキャパがなかった。 

・県外プレカット工場とは信頼できる商流が出来上がっている。 

        ・県内でも再造林面積が 1,000ha を超え、植栽が問題となっている。 

        ・素材の販売は協定取引とならないか。 ・合板が入らなくなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第 2 回検討部会） 

 

⑷⑷  県県外外ププレレカカッットト工工場場視視察察  
  
  ①①  第第１１回回県県外外ププレレカカッットト工工場場視視察察  

・日時 令和３年１１月１７日(水)～１８日(木) 

・視察先 (株)ワイテック福岡プレカット(福岡県福岡市) 

ポラテック(株)西日本佐賀工場(佐賀県唐津市) 

中国木材(株)伊万里プレカット(佐賀県伊万里市) 

黒田木材商事(株)プレカット(佐賀県佐賀市) 

・視察者 NPO 法人活木活木森ネットワーク 遠藤理事長、事務局清家他 計７名 

  

  

〇〇  ((株株))ワワイイテテッックク福福岡岡ププレレカカッットト    

    ・商圏は 100km以内を考えている。 ・ワイテック福岡プレカットの加工実績は 9,000坪/月。 

     ・柱の集成材比率は 3 割程度 

・加工施設は 2 ライン ・CAD は、福岡 14 名  

・自社の強みは納期の厳守とケア 

    

 

 

 

 

 

10 
 

〇〇  ポポララテテッックク((株株))西西日日本本佐佐賀賀工工場場    

    ・商圏は九州 5 県 ・プレカットの加工実績は 11,000 坪/月。 

     ・CAD は 15 名 ・従業員は全て地元採用 

・合板が不足している。 

     ・ロボットが使えるので集成材が好ましい。 

・国産材７、外材３ ・無垢材７、集成材３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇〇  中中国国木木材材((株株))伊伊万万里里ププレレカカッットト    

    ・商圏は 100km、福岡・佐賀・長崎・大分 

・プレカットの加工能力は 6,400 坪/月。 ・CAD は 20 名  

     ・自社の強みは打合せの評価が高いことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇〇  黒黒田田木木材材商商事事((株株))ププレレカカッットト  

    ・商圏は佐賀、長崎、福岡 

・プレカットの加工は 2,000 坪/月を目標。 ・CAD は、福岡３名  

     ・小規模工務店の注文住宅なので仕様は複雑 

・柱の集成材使用はゼロ 

・小規模工場が生き残るには加工バリエーション等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②②  第第２２回回県県外外ププレレカカッットト工工場場視視察察  

・日時 令和４年１月１８日(火)～１９日(水) 

・視察先 肥後木材(株)本社プレカット(熊本県熊本市) 

(株)九州ハウジング(福岡県みやま市) 

(株)市岡プレカット事業部砥石ヶ浦工場(福岡県古賀市) 

・視察者 NPO 法人活木活木森ネットワーク 遠藤理事長、事務局清家他 計４名 
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〇〇  肥肥後後木木材材((株株))本本社社ププレレカカッットト  

 ・プレカットの加工実績は 3,500 坪/月 ・CAD は 5 名 

・集成材と無垢材の比率は 1:9 

・営業活動は材木店支援のため工務店とは直接取引しない。 

    

 

 

 

 

 

 

 

〇〇  ((株株))九九州州ハハウウジジンンググ    

    ・プレカットの加工実績は 4,500 坪/月  ・CAD は、福岡４名 

・集成材と無垢材の比率は半々 

・集成材が増加、国産材比率は 50% 

・クレーム対応・原因確認・加工精度向上のため加工サンプルを作成、20 日間保存 

・大断面加工機を所有、商圏は長野、静岡まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇〇  ((株株))市市岡岡ププレレカカッットト事事業業部部砥砥石石ヶヶ浦浦工工場場    

    ・商圏は、福岡・佐賀・長崎・大分 

・プレカットの加工実績は 7,000 坪/月。 ・CAD は 12 名 

・国産材比率は 4 割、集成材は 6 割 

・無垢材は強度にバラツキがあり、使いにくい。 

・運賃は職場間の平等を期すため、会社全体で割勘 

 

 

 

 

 

 

 

 

③③  県県外外ププレレカカッットト工工場場のの視視察察等等かからら見見ええててききたたこことと  
  
 ・ プレカット施設の稼働確保のため、大手工務店のプレカットを受注することも必要である。 

 ・ 小規模プレカット工場が生き残る道の一つは、CAD の技術向上・加工精度・サービスの向上に努

め、地域に密着した信頼される工場となることである。 

 ・ 県内のプレカット工場には、年１２，０００坪の加工余力があるため、フル稼働に努めることである。  
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〇〇  肥肥後後木木材材((株株))本本社社ププレレカカッットト  
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〇〇  ((株株))九九州州ハハウウジジンンググ    

    ・プレカットの加工実績は 4,500 坪/月  ・CAD は、福岡４名 
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    ・商圏は、福岡・佐賀・長崎・大分 

・プレカットの加工実績は 7,000 坪/月。 ・CAD は 12 名 

・国産材比率は 4 割、集成材は 6 割 

・無垢材は強度にバラツキがあり、使いにくい。 

・運賃は職場間の平等を期すため、会社全体で割勘 

 

 

 

 

 

 

 

 

③③  県県外外ププレレカカッットト工工場場のの視視察察等等かからら見見ええててききたたこことと  
  
 ・ プレカット施設の稼働確保のため、大手工務店のプレカットを受注することも必要である。 

 ・ 小規模プレカット工場が生き残る道の一つは、CAD の技術向上・加工精度・サービスの向上に努

め、地域に密着した信頼される工場となることである。 

 ・ 県内のプレカット工場には、年１２，０００坪の加工余力があるため、フル稼働に努めることである。  
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⑸⑸  大大型型パパネネルル工工法法住住宅宅のの上上棟棟  
  
  〇〇  第第１１回回  

・月日  令和３年１１月１２日 

・場所  大分市高城西町 

・建坪  ５０坪 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  〇〇  第第２２回回  

・月日  令和４年２月１０日 

・場所  佐伯市中の島 

・建坪  ３４坪 
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⑹⑹  木木材材ＳＳＣＣＭＭ支支援援シシスステテムム「「ももりりんんくく」」のの事事業業者者登登録録のの拡拡大大ににつついいてて  

① 「もりんく」チラシ2,000枚を印刷した。 

② フォーラム会員や会員以外の事業者を対象にチラシを配布、また、登録方法を知らせるなどによ

り登録を勧めた。 

③ 大分県建築士会、関係団体を通じて関係者にチラシを配布、登録を勧めた。 

④ コーディネーターを通じて、マッチング活動と併せて登録を勧めた。 
 

   ※ ①～④の取組等の結果、登録事業者は、令和２年度１３事業者から３０事業者に増加した。 

 

 

⑺⑺  今今後後ののササププラライイチチェェーーンンのの取取組組ににつついいてて  

   補助事業が完了した後もサプライチェーンの取組を進める。 
 
  〇 取組計画 

① プレカット工場を核としたサプライチェーンの拡大 

② 大型パネル工法住宅のサプライチェーンの拡大 

③ 非住宅建築物の木造化の推進 

④ 「もりんく」事業者登録の拡大、登録者による情報共有の推進 
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北北海海道道日日高高地地域域ににおおけけるる大大径径広広葉葉樹樹をを中中心心ととししたたササププラライイチチェェーーンン  
構構築築にによよるる付付加加価価値値向向上上のの取取りり組組みみ（（令令和和３３年年度度事事業業報報告告書書））  

 
Ⅰ 日高の森林資源と収穫の現状 

北海道日高地域は、道内の森林面積の７．３％、約４０万ヘクタールを占めており、ま
た蓄積は７．６％、６１，０００千㎥となっているが、広葉樹が比較的多く、道内の振興
局別ではオホーツク、十勝、上川についで４番目に広葉樹の蓄積が多い地域となっている。 

 

 

 

樹種別には、ナラ類、カンバ類、シナノキ、カエデ類等の多様な広葉樹が生育していると
ともに、単位面積当たりでみると日高地域の広葉樹の蓄積が道内で最大になるなど、広葉樹
の利用ポテンシャルの高い地域となっている。 
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葉樹の産地とし
て認知されてお
り、多様な広葉
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シャルが高い。 

◎ナラ類、カ
バ類を中心と
するが、ヒガ
ツラ、ツリバ
ナ等特殊な樹 
種も生育する。 
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一方、現在の収穫量は、生産・輸送体制等が十全でないこと等を背景として道内６番目、

広葉樹についても６番目の生産量となっており、広葉樹のポテンシャルを生かし切れていな
いのが現状である。 

 

 

Ⅱ フォーラムのコンセプト（基本的考え方） 

１ 北海道の広葉樹利用の現状と課題（図１） 

 北海道においては、年間約７０万㎥の広葉樹が産出されているが、その９割はチップ用と

して製紙や発電等に用いられており、旭川の銘木市等を通じて製材・家具用になるものは

３％程度、流通材としてフローリングや合板に用いられるものは１０％程度となっている。 
 数年前より、ひだか南森林組合に集荷される多様な樹種からなるチップ用広葉樹の中から、
節や入皮、腐れ等の多少の欠点があっても板として使える部分や、木工品材料となる部分を
チップ以外の製品向けに活用し、一般的に８０００円/㎥程度とされるチップ用広葉樹原木
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の価値を高めることによって、森林の価値の向上と利益の還元を目指した取組が行われてき
た。 

     
 
２ 本プロジェクトの仕掛け（図２） 
 本プロジェクトは、そのような取組を加速化させ、さらに付加価値を高めることを目的と
して、川上、川中、川下、研究機関、行政機関、デザイナー、木工作家等の多様な関係者ス
テイクホルダーからなる北海道サプライチェーンマネージメント推進フォーラム（以下「Ｓ
ＣＭ推進フォーラム」とする。）を構成し、林野庁の予算補助を得て、どのようなニーズ・
シーズがあるのか等を検討するマーケティング、マルチな販売ルートによる露出の拡大、特
に北海道を意識した産地情報等を IC 技術で付与することによるチャンスの拡大、多様なオ
ファーの受け止め等を行い、今後の更なる展開を検討するものである。 
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図１：道内広葉樹の流通概念図
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３ 本年度の具体的な企画 
（１）昨年に引き続いてのリサーチショップの開催とアンケートによるマーケティング分析 
 本年度も、昨年と同様、①道商連の企画する北海道フェアの一部としての池袋サンシャイ
ンでの展示販売会、②札幌チカホ歩道のイベントスペースでの展示即売会を行い、挽き板、
木工品等を販売するとともに、１箇所１５０枚程度のアンケートを収集し、道林産試験場、
北海道科学大学等の協力を得てその解析を行った。 
 なお、①の池袋サンシャインの企画は１０月９日（土）～１０日（日）の２日間で３００
人ほどの来訪を得たがその多くは道産食品を目当てに来られた方々だったと思われる。また、
②札幌チカホは１２月１８日（土）～１９日（日）クリスマス前の買い物客を中心に、冬休
みに入った学生等も含めて多様な方々が来訪されたと思われ、アンケート回収数より推定で
同じく５００名程度の方が来られたと思われる。 

   

  サンシャインの風景           札幌チカホの風景 

 ここでアンケート結果を図によってまとめてみたい。 
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 上の図は、質問項目ごとの肯定的回答の率を、サンシャインとチカホ別に円グラフにまと
めたものである。例えば、日本で建築や家具に使われている木材の半分以上が外国産である
ことを知っているか、といった質問に対し、サンシャインでは５０％以下、チカホでは７０％
を超えている。これらを包括的にみると、広葉樹への具体的な関心度は円グラフの面積が大
きいチカホの客層がはるかに高く、札幌若者層＞札幌シニア層＞東京シニア層＞東京若者像
という順になった。なお、想像するに札幌シニア層のほうが木材への具体的な関心度は高い
と思われるが、これは若者層の数の回収数の数の少なさ等が影響していることが考えられ、
現地でのお話しでは、チカホに立ち寄られたシニア層は、昔の薪割りや炭焼きのお話し、洞
爺丸台風の時の記憶等を熱心に思い出しておられた。生活の中に木材が住み着いていたこと
が感じられた。「木育」というものは生活の中にいかに木材を取り入れていくかといった観
点から考えるべきではないかと想起された。 
 次に、チカホにおいて今回は前回と一部質問を変え、欠点についての肯定・否定、産地を
意識するか否かといった今回の企画にかかる核心的な質問を加えてみた。 
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 その結果は、欠点は魅力、木材の履歴を知りたい、産地を意識といった回答がシニア層で
特に高くなった。これはそのような潜在的な意識があることの証左であるとともに、この企
画が初日のＮＨＫやＨＢＣで報道（特にＮＨＫはお昼のニュース）されたことにより、その
ような材であれば買ってみたいという層が足を運んだことも影響しているのではないかと
思われる。ただ、広葉樹製品の関心はやはり従来からの家具、食器、装飾品に集中し、それ
に加えて今回の挽き板にも向けられている。従来の志向に様々かつ世界でこれしかない一点
ものの挽き板等が食い込んだといったところと思われる。 
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HOKKAIDO WOOD

図３：分析の結果：北海道民と東京都民の比較
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 最後に、図３に、今回のアンケートの結果を東京と札幌で統計的な有意差を示した。北海
道民は広葉樹・木材を具体的によく知っており、東京都民は「あたたかみ」といったワード
によってばくぜんとその良さを感じているといった感じであろうか。東京都心へは民芸品や
木工品等の通販、札幌はやはり実物をみていただいての販売が有効との判断となった。 
 
（２）販売ルートの確保 
 ご案内の通り、木材は重量物であり、また宅配業者を利用しても長尺ものの運搬は困難で
ある。そこで、札幌市内等で日高の広葉樹挽き板等を委託販売すること等、購入ルートの拡
大を検討した。 
①旭山記念公園での委託展示販売 
 そのひとつが、札幌市の施設である、駅から車で１５分ほどで行くことが可能な、市民の
緑の憩いの施設「旭山記念公園」のショップでの委託販売である。障害者雇用を行っている
ＮＰO 法人が受託している販売施設に、売り上げの一定割合を支払う条件で９月から販売
委託した。ところが、昨年夏期より当公園にヒグマが出没し、公園自体が休園を繰り返した
ため、実質的な販売は行えない結果となった。来年度改めて実施してみたいと考えている。 
 
②ホームページでの露出 
 令和２年度事業で解説した道木連ホームページ内のひだかの広葉樹のサイトについては、
継続的に運用し、ご覧いただいた方々からの問い合わせ、広葉樹の部材調達の相談等に活用
した。 
 ただし、随時・定期的更新には相当の労力を要することから、ひだか南森林組合が検討し
ているホームページ開設の折には、そちらに移管して、随時の出材情報等について更新頻度
を高めることが適切であると考えている。 

道木連の拘り | 北海道木材産業協同組合連合会 (doumokuren.jp) 
 
③ひだか南森林組合の施設内展示 
 樹木はひとつひとつの特徴を有し。世界にこれしかない一点ものであることから、やはり
実物を見比べて購入したいという方が多い。チカホの展示会でも、並べていた板をそれぞれ
吟味して買って行かれるかたが大半である。このことから、地元ひだか南森林組合の施設（旧
小学校の教室）を活用して、挽き板の展示（販売）に取り組んだ。 
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（３）最大価値向上への取り組み～ひだかの器展～ 
 原木の挽き板や短尺材の販売等においても、従来のチップ原木の価値をかなり上回った、
１㎥１０万円以上の販売実績になるが、更にこの価値を最大限高めるトップランナーを作る
ことによって、全体としてひだかの広葉樹の付加価値向上に繋がるのではないかと考え、「ひ
だかの木、北海道のうつわ展」の開催を企画した。 
 道内の木工デザイナーにコーディネートを依頼し、同じく道内の家具作家１４組に趣旨を
伝え、協力をいただいた。２月２５日（金）から３月５日（日）まで、札幌市内のアトリエ
を借り上げ、トドマツ角材を台座とするなど、木質感あふれる展示の仕掛けとともに、作品
である器を展示した。 
 コロナの蔓延防止期間ではあったものの、また主催者側も最大の注意を払ったこともあっ
て、来場者は４７０人、多くの作品は関心を集め、購入希望１００点と抽選での販売になっ
たものも多かった。この種の企画としては非常に盛況だったとの声も高かった。 
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 （作品の一部） 

        

 

（４）工務店等への情報提供と商談 
 単品での販売とともに、道内工務店や広葉樹原板を必要としている事業者にアプローチを
して、継続的かつひだか広葉樹ならではの活用を模索した。 
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① 住宅のアクセントとしての利用 

     

 住宅や建築物のデザイン性を高め、アクセントとしての広葉樹の価値は非常に高いと思わ
れる。写真のように、飾りパーティションや居住空間のデザインとしての活用のため、某社
と継続的な供給を行うことし、シラカバの枝まで使った取組をいただいている。 
 
② その他 
 札幌市内の工務店グループ「アース２１の会」との意見交換会を実施し、一部購入いただ
くとともに、年に１～２度の定期的な情報交換を実施することとした。 
 その他、これまで南洋材を使用していたトラックの荷台が原木事情で調達が厳しくなった
代替材として、堅木をチップ材の中から抽出して活用するなど、材質に応じた継続的定期的
な利用も始まったところである。 
 
（５）関心のある事業者等からの製品作成のオファー 
 「北海道」というネームバリューは非常に大きく、木材・広葉樹についてもぜひ道産材で
何か作れないかといった問い合わせも多い。特にいろいろなところで紹介されたこともあっ
て、企業等からの製品や作品製作の問い合わせがかなり寄せられ、現在対応をしているとこ
ろである。 
 ただし、乾燥の問題や部材供給の安定性等がハードルになる場合もあり、今後製品製作過
程を通して課題の解決に努めることが重要である。 
 （提案のあった道産広葉樹製品） 
  ア 大会記念品（全国木材産業振興大会） 
  イ 道内プロスポーツチームの応援グッズの製作（道内の社会福祉法人で木工を行って
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いるＮＰO に依頼） 
  ウ 大手鉛筆メーカーのボールペン軸としての活用 
  エ 和弓の製作（ヤチダモで試作を検討） 
  オ 三線（オホーツクの事業者）の部材の相談（ヤチダモを手配済み） 
  カ 銀細工の作業台 
  キ 木地師のお椀の材料 
  ク 化粧品会社からのシラカバ樹液を使った製品の開発 
 
 
 

        

       

 
 
４ 企画から生み出されてきたもの 
（１）他地域との連携（供給量の安定） 
 今年度は、南富良野町森林組合や下川町森林組合、当麻町森林組合等、ひだかの取組に関
心の高い組合にも参画をいただいて、供給可能性等を検討した。コロナ禍が継続する中で、
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実際の原木の供給等の具体の動きはなかったが、今後の連携を期待したい。そもそも、道内
の広葉樹のたたずまいをあちこちで散見する中で、道産広葉樹の９割がストレートにチップ
となってしまっているということが不思議である。立っている一定の径級以上の広葉樹には
それなりに利用できる部分があると思われ、各地でそれらの価値を認識し、道産広葉樹の活
用の幅が広がるよう取り組みたい。 
 
（２）売り手市場から買い手市場への転換 
 木材はこれまで常に買い手市場で、製品価格が外材との競争で下落を続ける中、最終的に
山元の木代金が下落することでその階差を吸収してきた歴史をもっていると考えている。最
近の道内広葉樹の価格をみても、ミズナラのこの径級ではこの価格帯、といった共通認識が
あると思われる。 
 ひだかの広葉樹の取組の中では、価格は売り手が決め、その価格でその製品の価値を認め
る方に販売するといった方針を基本とした。チカホの挽き板については、それでもまだ安い
といった考えもあり、道産広葉樹の価値を多くの方々に認識戴く活動を続けるとともに、そ
れに応じた価格の設定は今後の課題である。 
 うつわ展では各作家によって通常の価格設定をお願いし、一点５千円から３万円超の価格
帯となったが、その価値を認めていただけた方にご購入いただいている。 
 
（３）ヒストリーを内在化する 
 ３で述べたリサーチショップのアンケート結果において、「木材の履歴を知りたい」、「購
入に当たって産地を意識する」といった回答が８割から９割となった。食品はもとより、身
の回りのもののトレーサビリティは、ＳＤＧｓの「作る責任」といった観点からも極めて重
要な課題となっていることがわかる。特に木材については、今なお違法伐採問題が課題とな
り、業界挙げての合法ガイドラインの徹底やクリーンウッド法という法制化が進められてき
たが、それ以上に、「どこで採れた、どんな木だった、どんな環境の中に生きてきたか？？」
といういわゆるエシカルなことまで多くの方々が関心を寄せている。 
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 そこで、昨年来より検討してきた、IC チップを活用した広葉樹製品等へのヒストリーの
付与という仕掛けを更に前進させ、採取的にはＱＲコードにクラウドのデータにアクセスで
きることとなり、これらを使ったボールペンの軸などを検討している。 
 

       

       
                  （ＱＲコードは小笠原諸島の外来種アカギを使った

楽器の事例である） 
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（４）付加価値を山元に還元する 
 ひだか南森林組合では、このような企画を通じて得られた付加価値の一部を生産者に還元
することとし、昨年に引き続いて、出材量に応じた還元を行った。このような事例は全国的
にも非常に希少な事例と考えられる。 
 
（５）資源を持続させる 
 昨年度、フォーラムの会員となっているある木工作家から、「販売する木製品が環境を壊
していない、いえ、あるいは伐採することによってかえって環境を良くしている、といった
情報発信をすることが重要ではないか」との意見が出された。当該作家は、ハンノキという
これまでほとんど使われていなかった樹種に付加価値を付けることにより、いたずらに多く
の木を伐らずに、またミズナラなどの人気の高い樹種に伐採を集中させることなく、資源を
大事にしていくことうをコンセプトにしている。 
 北海道においては、大量の広葉樹資源を産出してきたが、洞爺丸台風以降の風倒木処理か
ら始まる森林開発、国有林の改革のための継続的な伐採によってもともとあったような自然
林はほとんど見られなくなった。 
 現在北海道では７０万㎥の広葉樹が継続的に伐採収穫されているが、その資源はいつまで
もつのか、資源は増えているのか減っているのか、この伐った木はその環境を壊していない
か等、資源管理といった観点から再度検討する必要がないか、そのようなことを考えてきた。 
 現在ＩＣ技術等によって森林データがロジスティックに把握できるような時代となって
きたが、さて、上記の問いに答えることができるだろうか。因みに、アメリカ広葉樹輸出協
会のＨＰに、米国の広葉樹の資源の推移がデータとして示されている。生長量、収穫量、枯
損等を含め、ネットの資源量が分析され、驚くべき事にその資源は直近１９９７年までの４
０年間でほぼ倍増しているといった結果になっている。日本や中国、世界各地に販路を有す
る米国の落葉広葉樹の資源はこのように管理されている。日本においても、たとえば日高地
域のみにおいてでも、このような資源管理とそれを根拠とした収穫といったものができない
か、課題提起をしておきたいと思う。 
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アメリカ広葉樹蓄積量の推移(1953-1997):単位/100万ｍ3 

      
 
 
５ もりんく登録の推進 
 木材のサプライチェーンにおける重要情報を事業者等の登録を推進することによって高
めていこうという仕組みである「もりんく」の登録については、フォーラムの規約の中にそ
の推進の役割を入れ込むことによって鋭意努めてきた。その概要は以下のとおりである。ま
だまだ道内での登録数は少なく、今後も継続して意義の周知と登録の推進に努めて参りたい。 
 

（１）道内の住宅関係新聞（広告と記事） 

 ○北海道住宅新聞広告 

 ○  〃  インタビュー記事（道木連副会長 内田） 

  

（２）道木連情報での重層的紹介 

 ○令和３年３月１日 情報 

 ○令和３年９月２９日情報 

 ○令和４年１月１９日情報 

（３）道内製材工場へのダイレクトレター 

 ○約９０事業者へ直接手紙にて登録要請 

（４）道内林業・木材産業新聞（広告と記事） 

年 1953 1963 1977 1987 1997

蓄積量 5,213 6,111 7,525 8,894 9,962

生長量 176 201 266 272 289

倒木･枯木 34 45 45 54 76

年間生長量 142 156 221 218 212

伐採量 116 122 119 142 170

生長量－伐採量 25 34 102 76 42

出展：2000年　RPA評価

137



○北海道民有林新聞（令和４年２月、３回連載）

○同新聞記事（内田）

６ 北海道の低質広葉樹サプライチェーン構想 
 下図に示すように、これまで述べてきたことをまとめてみた。北海道の広葉樹の価値をさ
らに周知し、そして適切な資源管理の下にその付加価値を生み出していきたいと考えている。 

北海道ＳＣＭ構想

・道内広葉樹の9
割がチップ用
・多様で蓄積の多
い日高地域の広葉
樹

付加価値の向上
（林業の再生）

ニーズの変化
（節・傷は広葉樹

の面白さ）

◎国有林、道有
林からの少量継
続的な出材を期
待

◎樹種の価値を
再認識（チップ
という樹種はな
い）

◎販売での付加
価値を山に戻す

・一点物の価値を提案
・定額販売
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○北海道民有林新聞（令和４年２月、３回連載）

○同新聞記事（内田）
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令和３年度 

低層建築物（住宅等）における効率的な 

サプライチェーンの構築支援事業実施報告書 
 

 

 

（事務局：やまがた県産木材利用センター） 
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１ 今年度の実施状況 

（1）サプライチェーンマネージメント推進フォーラム参加募集 

    山形県SCM推進フォーラムHPに掲載すると共に、素材生産事業者、建築設計事務所等

の川上の素材生産から川下の設計・施工を行っている事業者を対象に令和２年度に引き

続き、郵送等により会員募集を行った。 
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(2) 会員の状況 

  令和３年３月 10日時点の会員数は、80名であったが、一年後の令和４年３月５日の

会員数は、川上事業者 14、川中事業者 34、川下事業者 49となっている。 

 

(3）情報交換会の開催 

① 第１回情報交換会 

日 時：令和３年９月 13日（月）14：00～16：30 

場 所：山形市 パレスグランデール 

出席者：46名（うち会員 23名） 

内 容： 

ｱ 林野庁からの情報提供 

 ・輸入木材の供給不安による国内への影響（”ウッドショック”）と対応、・重要

な政策の動き、・今年度の効率的なサプライチェーンの構築支援事業、・令和 4年

度当初予算概算要求の説明 

ｲ （一財）日本木材総合情報センターからもりんくの説明 

 ・もりんくの登録状況、もりんくの機能等の説明 

ｳ 山形県 SCM推進フォーラム規約の改正 

ｴ 記念講演 演題「なぜ樹木は大きくなるのか？森林の持続的管理と利用を考え

る」 講師 山形大学農学部教授 森茂太氏 

・樹木は何故大きく成長できるのか、巨木になると成長は何故頭打ちになるの

か、成長メカニズムの解明は重要な科学上の未解決課題である。 
森林の持続的管理の基本になる「根に始まり、根に終わる樹木の成長メカニズ
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ム」について、又、地域に根差したコストをかけない「森づくり、木材利用」に

ついて、の講演 
ｵ 川上・川中・川下の事業者による情報交換 

【川下の意見】 

・ウッドショックで、構造材部分が入らない状況が続いている。受注しても、客

に待ってもらう状況が続いている 
・価格が高止まりをしている。２割から３割ぐらい工事部分で上がっている。一

番心配なことは、住宅を購入される客が、受け入れてくれるか 
・入らない外材を、国産材、県産材でしのいでいこうという感覚になっている。

安くて良質な県産材がどんどん入るとなってくれればいいが、そうでもない 
・我々の客は、住宅を購入する方、その人たちが、県産材にしてよかった、安く

て構造的にも強くて、耐久性もある材料を入れてもらって良かったとならないと

継続しないだろうと感じている。その辺を検討して、安くて良質な強い県産材を

供給してもらうと、業界としてありがたい 
・住宅はいろいろな工法があって、多様化しているなかで、ほとんど建物は木だ

と思う、県産材を中心的に使っているが、係数的な問題で、弱いことはある 
・不定尺の寸法、流通の面から高くなると、米マツに頼らざるをえない。米マツ

材が入ってこない、県産材が全て使えるわけではなく、土台はヒノキであった

り。ヒノキの単価は春から約３倍。ＫＤは約 2.5 倍という状況のなかで、見積も

りの段階で非情に難しくなってくる。 
・山形県これだけ資源豊富で、何かそこで一つ脱皮するような考えがあればすご

くいい。創意工夫のなかで、皆さんといろいろ知恵を絞ってやっていかなければ

ならない。 
・昨年の６月ごろ木材需要は、過剰木材で、補助金も出た。一転して、ウッドシ

ョックとなり、我々住宅業界も、この先が読めない。 
・「やまがた健康住宅」の方々で、県産木材を使うことになり、その県産木材も、

２割ほどは上がってきている。量も我々の希望までには届かない 
・２間スパンぐらいは県産木材でも持っていける。２間半、３間となると、横架

材としては難しい。その辺は、集成の梁にして強度を上げ、スパンを短くしなが

ら使っていく 
【川中の意見】 

・私の会社も、ウッドショックが盛んになってから、毎月一度、アメリカ、カナ

ダ、ヨーロッパと Zoom で結んで、情報交換会をしている。ヨーロッパ材の先週

の金曜日の概要説明。ウッドショックで、全世界が好調で、主要ヨーロッパの輸

入量は、約 25％延びている。イギリス 51％、イタリア 30％、フランス 29％、ベ

ルギー25％、エストニア 29％、ラトビア 54％。輸出量も同じく 25％延び。ドイ

ツ 25％、オーストリア、セルビアが 34％、フィンランド 76％、ロシア 44％、リ

トアニア 30％、ルーマニア 73％。 
・日本向けの輸入材は１月から７月までの累計。平均で 20％輸入量が減ってい

る。具体的には、ホワイトウッドのラフ 28％減、レッドウッドのラフ 20％減、

構造用の中断面用 21％減。ヨーロッパと日本の商社が４つのクウォーターに分け

て決めている。年内は、たぶんこの一番高い第３クウォーターで流通されると予

想します。 
・第４クウォーターは来年１月からの相場。ヨーロッパの木材需要は堅調で、こ

のまま需要も問題ない。問題は、中国が製品がものすごく減っている、原木が増
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えている。米国向けは、アメリカ相場が落ちているので、商売はしたくない消極

的に行きますということでした。 
・日本向けについては、需給のバランスが要約取れ、いまがちょうどいいと言っ

ていた。日本は、規格、乾燥、うるさいわりには、安い値段で取る、だから少し

量を減らしたい、ただ、世界で一番信用できる、一度決めたものは絶対に守る。

ゼロにはしたくないと言っていた 。 
【川上の意見】 

・県内で生産できないヒノキ材や、外材以外は県内のスギ材を中心とした県産材

でまかなってきた 
・昨年は、コロナの影響もあって、夏場を中心に売れ行きが落ちたが、山の生産

が落ちたわけではなく、県森連は、中間土場に一時保管し、需要の回復に合せて

出荷してきた 
・ウッドショックで、山形の生産量が落ちているわけではなく、県外から入って

こなくなったことなどの影響で、価格については、２、３割上がっている 
・県内産材の需要は伸びているので、それに対応してしっかり供給していかなけ

ればならない 
・森林ノ整備事業㈿の素材生産量は、去年よりも多くなっている 
・地元製材所のＡ材の出荷要請は、若干去年よりも増えたが、素材の供給にほど

遠い供給体制であった 
・素材の生産量は、去年よりは多くなっているが、労務者の問題とかあり、一気に

は増えない 
   【コーディネーターの意見】 

・木材製品は、国内の大型製材工場を、フル稼働している。120％から 130％の生

産量を上げているが到底間に合わない現状。流通量全体に占めている、大型製材

工場の出荷量は、思ったほど多くなかった。 
・Ａ材関係、日本が言える値段では買えない状況になってしまって、集成材か

ら、ベニヤ関係も、２割から３割入る量が減って、価格が高騰している。ここを

何とか国産材で埋めていきたい。 
・県産材で何とか、復帰を果たしていきたいと半年頑張ってきたが、県内の木材

産業、製材所が昔の半分、３分の１も挽かない。ほとんど挽けない状態。若い者

を中心に製材を始めたところもあるけれども、穴を埋めるまでには行っていない

現状。 
・県内の流通、国産材、県産材の流通量をさらに増やして、供給に応えられるよ

うにしていきたい。併せて、国外へ県産材を出すということも積極的に考えて、

木材産業が持続可能な業界になるようにやっていかなければいけない。 
・コロナウイルスが非常に繁殖しやすい。その一番の対抗馬は木を使うこと。 
・地元の木が高いのは、いいところだけを使っているから。余ることなく、全部

使えば、その原木にどれだけの価値があるものになるかということが重要。 
・根曲がり、雪で押された木、節があろうが全部使う。だいたい原木の丸太材の

６割から７割は使おうと思って、設計段階から、木の使い方をどう利用するか重

要。 
・教鞭を執らせていただいている学生に、ＳＤＧs で、建築の主要材で、木材だけ

が、地球環境に大きなダメージを与えないですむ材料、もっと木材を理解して、有

効に利用するよう。 
・町産材をたくさん使えと言われ、森林を再生しろと言われると、伐採も計画的
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4 

にやらなければならない、伐採するとその利用、植林や育林も、含むわけでいろ

いろ勉強している。 
・先ほど言った、節々の材料を有効に使いながら、自分たちがもう少し住める環

境にしていかなければならない。 
   【行政の回答・意見】 

・新しい「森林・林業基本計画」で、林産物の供給、利用の面で、目標は高く設

定している。それを達成するには、大規模工場、工場大規模化でなるべく生産を

効率化というところも、絶対に今後は必要になってくる。ただ、みんながそれに

進めるわけではないし、全ての製品をここでつくるわけではないので、その地域

の、もう少し小さい規模で、中小地場産業を強化していくということも、両立し

てやっていかなければならない課題である。 
   ・基本計画では、例えば平角とか、板材とか、多様な多品種のものを、そういった
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供給していくというような絵を描いている。その両立は、過程で当然淘汰されてい

く部分はあるとは思うけれども、林野庁としてその一方に偏っていくつもりではな

い。 
・県内の木材の素材生産量が伸びている。県の目標として、60 万立方という年間

の数量目的を進めて、それに近づいている状況にある。一方で、どういった目的

で伐られているのか、建築用材といわれているＡ材、その割合は、あまり延びて

いない。 
・集成材、合板に持っていくＢ材も、あまり延びていない。バイオマス発電用、

チップ用の生産量が増えている状況になっている。そこを、バランスよく生産す

る考えでいかなければならない。 
・主伐をして、いい木から、中間の種類の木から、一番悪いバイオマス向けとい

うように、３種類きちんと採れるようになる。そういった取り組みをやっていか

なければならない、連合会とか、事業体のほうに、そういった取り組みを積極的

にやっていく事業を勧めている。 
・山形の木が、建築に使ういい材料、無垢材でいい材が、なかなか採れないとい

う話もある。あと、乾燥機が少ないので、ＫＤ材として出ない。 
・ほかで構造材になる平角材などは、山形では厳しいこともある。当然、山でし

っかりと材を仕分けして、いい材をしっかり出していく。分けて出す取り組み

を、これから県のほうではやっていかなくては駄目だと思っている。素材生産を

やっている皆さんと一緒に、その辺の知恵を出しながら進めていく必要がある。 
・山の木というのは伐ってみないと分からないので、使う側は理解していただ

き、上手に使っていければと思っている。 
・他のＳＣＭ推進フォーラム、例えば静岡県などが地域で川上から川下の人たち

で、標準的な部材を使って家を建てましょうと話し合いを進めようとしている。

川上、川中としては、需要が読めないと供給もしていけないので、地域レベルで

の合意、必ず需要があるから安心して出せますという約束、そのような連携がで

きていけば地域の中で回っていくと感じます。 
・輸入する場合は好きなところだけ輸入すればいいけれども、国産材を使う場合

は、全てを使わないと、すごく高くなってしまったり、無駄が出てしまったりあ

る。伐採したあとの全ての木を、きちんといろいろな需要に向けて供給していく

というところを考えながらやっていかなればならない。 
【フォーラム会長】 
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・まだまだ山形の木もあり、山形の建築もこれからどんどん出てくると思う。本

日お集まりの皆さん方が、力を併せて何とかしましょうというのが、このサプラ

イチェーンです。それに対して、山形県、山形市、東北森林管理局、団体の皆さ

ん方から、山形の木の利用について、ますますご指導賜わりますようにお願いを

したい。 
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情報交換状況 

② 第２回情報交換会 

日 時：令和３年 11月９日（火）10：30～15：00 

場 所：鶴岡市少連寺 森林視察 

鶴岡市 田川コミュニティセンター 情報交換 

出席者：16名（うち会員 7名） 

内 容： 

   ｱ 森林視察 

少連寺団地について、施業を実施している出羽庄内森林組合職員から説明を受け

た。 

間伐面積は約 17ha、林道から森林作業道を開設しながら間伐を進めている。 
作業道開設延長は約 2000ｍ、間伐作業は 6 月中旬頃から本格的に始め、終盤に差

し掛かっている。伐採についてはほぼ終了した、ラミナ用材やチップ用材はまだ搬

出が終わっていないものもある。少連寺団地は平成 28 年に森林経営計画を作成

し、組合員の森林を集約化した。17ha、8 名の森林を一体的に施業している。林齢

も様々、31 年生から 88 年生の高齢級まである。平均 56 年生で県内の一般的な林

齢の森林である。平成 24 年に一部間伐を実施し、二回目の間伐となっている箇所

もある。12 年から 16 年の若い森林もあり、枝打ちと保育間伐を行った。経営計画

により補助を最大に活用し施業を進めている。樹高は若いところで 16ｍ、高齢級は

20ｍを超えている。18ｍくらいの材が多い。胸高直径は 28 ㎝から 30 ㎝くらい。森

林所有者が若い時から手入れを行ったため、鶴岡地内でも育ちがよい森林である。 
作業道は 8 月上旬に開設を終わった。本格的に間伐を開始した。フェラバンチャ
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造材は県森連の指導を受け、共販所にもっていくＡ材が 1 割、3ｍラミナ材が 1 割

を羽越木材、2ｍラミナ材を温海町森林組合、注文を受け 6ｍ材も少し出した、売れる

材を出す、需要と供給のポイント、Ａ材でとれるものはＡ材で出した。10ｔトラック

が走行できる林道の要望が所有者から多い、1.5ｍくらい積雪あるが根曲がりが少な

い。ＣＤ材を出す事で補助金 68％、売り上げ代金充当で所有者に返せる。 
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ｲ 川上・川中・川下の事業者による情報交換 

   【川上の意見】 
・もと市役所職員で、森林文化都市を目指して、分離発注を主体に、鶴岡市役所やっ

ている。分離発注で、地域の循環、伐って、製材所にやって、地元の設計士が設計を

して、地元の大工で循環する仕組みを確実に置きたいとやってきた 
・実感として、森林組合に入ってみて、丁寧に育てて、丁寧にやらないといいものは

できない 
・資源を地元で循環させて、地元の人たちが、関心を持って使うということも大事。

素材生産なので、出口対策なければ、素材生産の価値がないから、その戦術も含めて、

いろいろな形で、それぞれが、しっかりと対応していく、会員もしっかり使う。これ

が大事 
・昔からの林業をしているタイプは、小径木いわゆる加工しやすい材がいま回ってい

る。おそらく、昔ならそういう材でなくて、きちんといるものを残していくだろうと

思う。それでは、大径木が、板材もいま挽いてない。正目も板目も。使えるものがな

い 
・従って、柱材だの取りやすいところだけでなく、板材も取って、ちゃんと使って、

昔の方法をやったら、菅原さんが言ったように、全ての材が使える。そういう仕組み

に今はなっていない 
・現場では大径木をあのまま捨てるのではなくて、どうして使うかというのは、重要

なこと。集成材ばかりでやっているけど、素材をどれを使うかは、これからの課題で

もある 
・今日の現場は、スギの成長に適した山だったと見た。根元の曲がりもあまりなかっ

たし、受光もそれなりに当たっている 
・地図を見ると、今日の現場のところだけ傾斜が緩い。周りが傾斜高いところに囲ま

れた場所。林道なども、尾根のところまで上がっているので、少し改良して、幅を広

くして、もっと大きいトラックも入れるようにすることによって、作業テラスも上が

るし、奥のほうにもアプローチしやすくなると思う 
・生産されている丸太を見ると、太いの細いの、さまざまあった、Ａ材は、約１割し

か取れないという話。芯持ちの柱材を取るだけでなくて、芯去りの材をうまく使うや

り方、そのために、乾燥の技術、製材の技術が必要。割れとか反りとか曲がりを防ぎ

ながら乾燥させていく技術が必要と思った 
・太い丸太をうまく使って、価値の高い材にしていく、山にしっかり還元して、次の

世代の木を育てていく原資として必要 
・連合会の酒田と天童に協販の市。酒田は月１回、天童は月２回、定期的開催。広葉

樹は、材が集まった頃合いを見計らって不定期開催。今年は、スムーズに売れていく、

値段も昨年よりは２割ぐらい上がっている 
・丸太を買う製材工場等がどんな材を欲しがっているのか、注文なり問い合わせがあ

った場合は、どこに行けば出来るのかを判断して、森林組合と交渉して、出してもら

う 
・製材所の要望をいかに吸い上げるか。それを伐採している現場にどう反映させてい

くかが大事 
・山に置かれていた材が少なかった、伐出すると同時にうまくさばいていると見た。

あの山でＡ材が１割しか出ないのは２カ所で吟味し荷分けしていることで、需要に応

えられる選別を感心して見て来た 
・山で木を育てるのは、50 年ぐらいかかる、どんな木が欲しい、どのくらいの太さ
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の木が欲しいと聞いても、苗木を植えるところからすれば 50 年かかる。 
いま山にある木を伐ってきて、丸太にして運び出すのも１週間、２週間でできる話

ではなくて、３カ月、４カ月かかる。伐るタイミングも、１年中いつでも伐れるわけ

でもない。それなりの時間はかかる。伐ってきた木を製材にして、乾燥するのもそれ

なりの時間がかかる。木材を材料として考えた場合、設計して建てようと思って、１

週間、２週間で欲しいと言われたときに、それに対応するためには、時間軸のそれぞ

れのずれを解消していく、ストックするようなポイントがあって、そこに行けば、欲

しいものが見られる、手に入るというような状況にしていかなければいけない。それ

ぞれのところに、それぞれのストックというのが出てきて、それが情報として広がっ

ていくような必要がある 
   【川中の意見】 

・地域材を、より多く利用するためには、乾燥が、避けて通れない、市場からの要求

を受けている。組合の、特異性として梁とか桁の大径木を製材した大断面の木材を乾

燥する地域の特徴として、高周波乾燥の機能を設備した。大径材を、立木の段階から

ある程度の品質、弾性率、ＡＩの技術を入れて、相当確認が取れる。大径材をいかに

使うかを組合で、研修、セミナーをしたい 
   【コーディネーターの意見】 

・今日、山の木を見た。庄内の地域のなかでは、大変しっかりした木、木の素材自  

体も、非常に密に、年輪幅が非常に狭い 
・通常、４寸角とか３寸 5 分という材料で、木造の建物はよく建てるけれども、あの

ぐらいだったら、４寸５分以上、５寸とか、６寸ぐらいで建物を建てたら、100 年以

上持つような建物が出来ると思う 
・風とか日当たりとかで、少なからず、木はそれに対応するために曲がる。製材にか

けると、目減りはしてくる。私は、曲がった木を多用して、建物を設計する。木の歩

留まり、そういうものも非常にあがってくる 
・サプライチェーンでは、非住宅の建築材に使うということだが、山へ行ってみて、

あんないい木をいつ使うかわからないのに、８メートルとか、６メートルで採材する

か。そうではない。やはり、いま売れるもの、必要としているところ、合板、集成材

に行かざるを得ない。山は効率を求めて、採算を取らなければいけない 
・サプライチェーンマネージメントで、８メートルくださいといって、その８メート

ルを誰が確保するのか、誰がリスクを負うのかと考えたときに、私の意見としては川

上のほうは、いま伐らざるを得ない 
・山の時間と、建築現場の時間軸があまりに違いすぎる、山は数カ月、１年単位。建

築現場は、１カ月、２カ月で出してくれ。これは、なかなか合わないと改めて感じた 
・山の現状を知った上で、山を知っている方が建設をするのは、一番効率がいい。そ

れができる設計士、建設会社はそれほど多くないなかで、川下に合わせて素材を作っ

ていく、建築材を作っていく、木材業、先を作っていくのは難しい 
・山では、木を出さざるを得ないので、売れるところ、買ってくれるところに出さざ

るを得ない。それを探してくるのは、流通業の役割 
・何を売れば、いま一番よいかという情報を持ってきてつないであげる。これがサ 

プライチェーンだと思っている 
・山で出た丸太を、川中がもっとしっかりして、原木を建築材に変えなければいけ 

ない。建築材とかを加工する力がない。集成材には向けられるようになったけれども、

例えば大径木、うまく生かしたいときに、それを製材して、木材製品に変えてくれる

製材所がない、川中の木材産業の育成も必要、流通業ももっと情報を集めて、山に還
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元してあげることも大事 
・大工から県産材をきちんと回ってくるようにしてくれと言われていた。山の時間軸

と建築の時間軸、いわゆる供給と需要の時間軸がどうしてもずれるのを山を見させて

もらって、認識した。 
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く住宅などに固定する取り組みを進めることを、個人個人だけではなく、企業が進め

る、そのように今後は仕向けていく必要があると思う 
・今回、法律が改正したことは、ある意味そういったところを企業も、昔はＣＳＲと
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・コーディネーター的な役割というのが、大事になってくる。サプライチェーンを作

るうえでのポイントになってくる。コーディネーターを置いてやっているけれども、

実績としては、生まれていないという実状ある。マッチング機能として、どのような

ものが求められているのか、整理し、実際に実になるような取り組み、製材事業所で

あったり、建築からも、このようなマッチング機能が欲しいということを、話しを聞

いたなかで、枠組みをつくっていく必要がある 
・その地域で、どのようなやり方が一番いいのだろうかという議論、やっていただく

ことによって、ストックする仕組みが出てきたり、それをマネジメントするような立

場の人を、もう少し育てていく必要があるのではないか。 
・具体的なものを議論してみる。一つの建物、施設などの事案があれば、皆さんイメ

ージが湧くのではないか。それを目指して、行政のほうも、いろいろとそういう情報

は取りながら進めたいと思う 
   【フォーラム会長】 

・山形県庁から、県産材にいろいろ指導いただいているが、現実的に、東北材、地域

材のほうに変わってきていて、県産材と地域材との違いとか、流通とか、それによっ

て決まるけれども、世の中変わっている。そういう意味で、これからが一番大事な時

期に入ってくるので、サプライチェーン、をなんとかまとめないと、木が生かされな

いのではないか。今日、山を見てどうだったのかを、皆さんの立場で話をいただきた

い 
 

③ 第３回情報交換会 

日 時：令和３年 11月 2６日（金）10：30～14：30 

場 所：西川町水沢 森林視察 

西川町間沢 西川交流センター 

  出席者：22名（うち会員 4名） 

  内 容： 

ｱ 森林視察 

       西村山地方森林組合の常務理事古澤良彦氏が所有する 19 ヘクタールの森林を視

察した。 
現地視察の後、西川交流センターで施業内容等の説明を受けた。 
昔は、50 町歩もあれば、ある程度の経営方針はあったと思うが、私は長期計画

を立てて、毎年の収支を管理していく必要性もなかった。その時々の林業を取り巻

く経済的状況や、所有する山林に対する丸太の需要に合わせて、あるいは、経済的

な指標に応じて、臨機応変に対応してきた。 
間伐の経緯及び収益の有無について説明があった。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 森林視察状況 
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情報交換状況 
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ｲ 川上・川中・川下の事業者による情報交換 

   【川上の意見】 
・村山総合支庁から、冬場の伐採を推進していきたいとの発言があった、その場合、

問題になってくるのが、補助事業における工期。11 月以降に伐る材が本当の良質材

が採れる。３月工期にして、検査については柔軟に対応すると、良質な西山材を提供、

供給できると思う 
   【川中の意見】 

・西山杉の良いところは、何十年たっても現地視察箇所ぐらいしか大きくならない、

年数がくっているから、強度的には強いと思う。節があって、一般には売れなかった

ら、集成材や、バイオマス燃料になる。良い材は、うちでも挽いたりして、特別良い

材は天童木工などに行く。 
・山形県内の製材工場で、自社で挽いて乾燥して、プレーナーかけて出せる出荷型の

製材工場というのは１社、２社。あとの何百社は、うちのような消費型。200 万円の

材木の内、自分で挽くのは 10 万円、20 万円位。 
   【川下の意見】 

・今日は古澤常務にいろいろと聞いて、あれだけのスギ林で、建築に使えるのは、２

割とか、わかった。無垢材で使えるのは本当にないと実感した。木材の利用を進める

にあたり、一般の人が全然理解してなく、「木造は大変なんだよね、高いんだよね、

ものがなくて」という言葉が出てくるくらい。建築士会も木材利用の取組みをしてい

る 
・サプライチェーンに参加してから、木の良さを、いかに伝えるかを最近感じて、皆

で、川上、川下を見て話をすると、問題点が見つかると、今日、感じた 
・木造の建築物に対しての基準法の見直しとか、林野庁、農林関係だけではなくて、

国交省あたりも、相当本気になってやっている 
・農村だと、生産者と消費者を結ぶ、産直が制度としてある。林業の場合、現場をみ

て、そのような構造ではない。重要になるのが、そのあいだに立つ人、どのような情

報を、最終の消費者に届けていくか。直感的に、産地銘柄を指定して住宅を建てる人

は、あまり聞いたことがない。西山杉を使った住宅を、多くの人に知ってもらう、建

ててもらうにはどうしたらいいかとなると、そのあいだに立つ人、住宅メーカーの人

なり、設計士の方々に、ブランドの商品の特性を知っていただくのが必要になってく

る。 
・設計する立場で、どこでどのような材料があって、どこに聞けばいいというのは必

要。市町村の方には、集成材や大断面やＣＬＴなど、いろいろな建築材があり、地元

の大工さんもやれる部分も、組み合わせて考えてもらうと、われわれも動きやすい 
   【コーディネーターの意見】 

・供給する側と使う側とのマッチングを促進するため、サプライチェーンマネージメ

ントの構築、具体的にはストックヤードとコーディネートが必要になってくる。 
・80 年や 60 年たった木を、伐って、採算が取れていないのが、大きな問題。国の補

助金で丸太が出てきていた。山は国の政策によって動いているものが非常に多いと思

う。 
・私ら流通業がしっかりコーディネーターの役目をして、丸太を選木をして、Ａ材を

建築に使っていただく役目を、果たさなければいけなかった 
・伐採現場と建築現場の異なる時間軸をつなぐ、流通がストックの役目であったり、

木材の流通の管理をしていくのが、大きな役割 
・サプライチェーンというと、全体のことを話ししなければいけない感覚でいると思
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うけれども、私は、出口を増やす。今回、山形県で取り組みたいのは、広葉樹とＡ材

の需要 
・木造でやりたい、木質化したいと言ったときに、川中の木材市場、材木店、製材所

が、まず断らないということが一番大事。どうやってできるのかを考えていく、それ

を山にフィードバックしていくということが、一番大事なこと 
   【行政・中央団体の回答・意見】 

・最近森林環境譲与税とか、10 年以上前に緑環境税、そういった財源など国の支援

なども頂きながら、森林行政に対しては、追い風。サプライチェーンも含めて、林業

をよくするためには、今しかないのではないかと県としても考えている 
・来年度に向けて、間伐に対する推進。林業従事者、人口もそうです、増える見込み

はない、いかにコストを下げて、生産性を上げていくかに対する取り組み。木材の利

用の部分、川下の部分、それに対する支援。さまざまなデータ整備。地籍調査なども

進めながら、市町村などの協力も得ながら、進めたい 
・西山杉について、コロナ禍で人を集めてＰＲすることもできないから、Ｚoom によ

る一般県民、県外からもアクセスがあったりして、Ｚoom という WEB、インターネ

ットなどを使ったＰＲなどもしている 
・高性能の林業機械がいろいろなところで入っている。この稼働率を上げていかない

と低コスト林業がなかなか達成できない。冬期間も含めて、これから稼働率を上げて

いく必要があるので、研修なり、技術普及などもこれから進める 
・出先機関なので、情報収集をやっていかなければいけない。今回のウッドショック

なり、原油高とかがあるが、現場でどうなっているのか情報収集に努める 
・東北芸術工科大学が、２年に１回、山形ビエンナーレという芸術祭に、西山杉を使

っていただきＰＲしている 
・西山杉を、地域の製材所でＡ材を利用していただき、それがわかるように地域、地

域以外でも、ユーザーに使っていただくのが、なかなか難しい 
・村山総合支庁は、木のあるオフィス事業で、事務所にコロナ対策用仕切り板の台座

を西山杉で製作している 
・天童木工と西村山地方森林組合が西山杉の安定提供する提携をだいぶ前に結んで、

そのなかで、西山杉の高圧密加工を県の文化会館や西川町の会館などに使用すると共

に、町立中学校の机の天板に圧密加工天板を入学時に自分で設置し、卒業時に持ち帰

る取組を実施している 
・大江町に全ての森林資源を有効活用する協議会を設立し、実戦部隊の住宅を建てる

部隊に町内のほとんど住宅に関係する業者が入っている。今後、針葉樹だけでなく、

広葉樹も、少し需要が増える取り組みをしなくてはいけない。サプライチェーン的な

ところは、その団体でできるか思うが、誰がやるのかを、考えていかなくてはいけな

い。製材屋ができればいいので、そこをコーディネートしていく方を委託するなり、

行政でバックアップできないかと思う。町役場、庁支社の玄関、公民館新築、古寺鉱

泉の新築宿泊施設に西山杉を使用している。道の駅の増設予定があり、西山杉をふん

だんに使っていただくよう、協議会から要望予定であり、ＰＲになればなと思う 
・西山杉のＰＲをどのようにしていくのか、７年前からウッドデザイン賞がある。西

山杉を使った材が、賞を得ると、全国的にもＰＲできます。うまくストーリーをつく

って、ウッドデザイン賞にトライしていくのも一つの方法。 
・平成 26 年に西山杉の利活用推進コンソーシアムを立ち上げて、西山杉を皆さんで

話しできるようになった。町内の製材業者、建築士、工務店とかと一緒にやっている、

住宅マネジメントの事業は、目に見えるかたちでは進んでいない 
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・サプライチェーンの推進フォーラムの事業は、今年で 3 年目になって、全国、十何

カ所、それぞれ地域ごとに課題を抱えて、成功事例というのは、すぐ出せるような状

況にはない。ただ、いくつかのところでは、一つのエリアで出てきた需要に対して、

しっかりとみんなでまとまって、木材を集めて、しっかりとオンタイムに供給してい

こうという気運は出てきている 
・最近では公共建築物だけではなく、コンビニや事務所、いままではコンクリート中

心の非木造を木造化しようといったところで、地域内の材木を使って、実現しようと

いうサプライチェーンの地域、考え方のところもある 
・ウッドショック、「木材利用促進法」をきっかけに、地域の皆さんで、この地域で

言えば西山杉を使ったチェーンを作っていくことが、やれる時期なのではないか、町、

県、行政の新しい需要創出の動きと併せて、川中、川上の方で、コーディネーターを

やっている方たちが中心に、そこのチェーンを、細くてもいいので繋いていくことが、

いま、できる時期、やらなければいけない時期なのではないか 
・最終の消費者は、施主を頭に描いてしまっているけれども、施主は一回家を建てた

らそれで終わり。セールス、提案能力を持つ、設計士や工務店、そういったところが、

木材を、ずっと安定的に使っていく重要なキーマンになる。そういったところにも、

ターゲットを置きながら、検討するといい 
【フォーラム会長】 
・森というのが、その時代、時代にとって変わってくるのかと思うが、これからの事

を考えた場合、どうあるべきなのか、どうやって木を使うべきなのか、私もわからな

くなってしまった。人の山に余計なことを言っていいのかという感じもしないわけで

はない。 
県内、全てがこうあるべきだということはできまないので、それぞれの地域のなか

で、それぞれの方が意識を持って、変えていただければ、このサプライチェーンの活

動の価値がなったものだと自己満足をするしかないのかと思っている。 
これからは、製材工場が利益が出るようにしないと、山のほうがうまくいかないと

思う。 
ウッドショックが出た、国際的な、地球全体のもの、おそらく家の建て方も変わっ

てくると思う。この時期にいろいろなことを考えて、サプライチェーンとして新たな

システムを作っていって、住宅、木材を使う方々に提供する考え方は統一して持たな

いと、業界そのものが吹っ飛んでしまうと思う 
 

④ 第４回情報交換会 

日 時：令和４年２月 17日（木）13：30～16：30 

場 所：パレスグランデール（山形市）  

    出席者：40名（うち会員 19名） 

内 容： 

ｱ 情報提供 演題「山形市の木材利用施策について」  

報告 山形市農林部次長 渡邉俊和氏 

     ・山形市の森林の現状及び山形市の市有林を活用した木材利用の取組み状況に

ついて報告 
 

ｲ 川上・川中・川下の事業者による情報交換 

【川上の意見】 

    ・令和元年と令和２年を比較すると、森林組合が扱っている丸太については、ほ
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はない。 
県内、全てがこうあるべきだということはできまないので、それぞれの地域のなか
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てくると思う。この時期にいろいろなことを考えて、サプライチェーンとして新たな

システムを作っていって、住宅、木材を使う方々に提供する考え方は統一して持たな

いと、業界そのものが吹っ飛んでしまうと思う 
 

④ 第４回情報交換会 

日 時：令和４年２月 17日（木）13：30～16：30 
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    出席者：40名（うち会員 19名） 

内 容： 

ｱ 情報提供 演題「山形市の木材利用施策について」  

報告 山形市農林部次長 渡邉俊和氏 

     ・山形市の森林の現状及び山形市の市有林を活用した木材利用の取組み状況に

ついて報告 
 

ｲ 川上・川中・川下の事業者による情報交換 

【川上の意見】 

    ・令和元年と令和２年を比較すると、森林組合が扱っている丸太については、ほ
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ぼ横ばいの状況。今後は、主伐をして、再造林して、木材の生産だけではなく、

50 年後、60 年後に使える木材を、造成していくことが重要な時代になってく

る。植えたあと何十年間も手入れをしていかなければいけない、民有林の場合

は、森林所有者が、二の足を踏んでいる。 
・ウッドショックで丸太が１割、２割ぐらい上がっている。間伐から、うちは

主伐に切り替えて、量を増やそうとやっているが、人がいないとか条件がそろ

わない、あるいは今年は大雪で、いろいろな条件がからみ合って、一気に増や

せない。山形市の話しにもあり、次の世代を担う方に、我々はＰＲしていかな

ければならない。小さいお子さんに関心を持っていただくことは、林業をやっ

てみたいというものにつながると思う 
・主伐、再造林を進めるには経営計画を組んでいかなければならない。ところが、

森林経営計画の間伐要件が厳しすぎ、間伐要件の間伐面積が皆伐、再造林に対し

て、非常にネックになる部分。サプライチェーンというものが、一朝一夕ででき

るものではない。会議をしただけでは、あるいはこれまで１年半の期間で仕上が

るものではない。これからつくり上げていく段階だと思う。 
・整備協として、組合と素材生産をする体制を年に２回、打ち合わせし、供給、

買っていただけるところに相談。着実に、大きく供給量が変動しないように、今

後もやっていきたい 

【川中の意見】 
    ・ウッドショック、外材価格また上向ききになって、あとは工期が合板の納期次

第になってきている。国産化時代に入ってきた。施主を説得してくれる工務店、

この方々に一生懸命になってもらうしかない。素材に関して、東北森林管理局長

号令で、各県の理事長会と話した。素材ごとの詳しいことはわからないけれども、

資金があれば、ずっと伐れる、資金のなかで商売する。局長から、製材業者同士、

小さい民間の素材の会社は共闘できないか。要は、資金を製材工場で、出してあ

げられないか。国産化時代になってきているので、設計事務所の先生方の意見も

参考になる。エンドユーザーの契約をどうやって決めるかという、工務店の意見

も参考になる。我々川中の役割は、大きいものがある。 
・山形市の報告は、サプライチェーンというのは、このようなことだなとつくづ 

く感じた。人と人とのつながり、そのようなものが、歴史的な流れから培ってき

て、この仕事ができたと思っており、山形県もやっていただければ大変ありがた

い。広葉樹は、少しずつ置いているが。山形市も、今後は広葉樹の方にも目を向

けてもらって、何らかのかたちでサプライチェーンが生まれてくれば、大きい広

がりになる。 
・協同組合の関連から、地域のバリューチェーン的なものを、探りながら、今年  

度、組合の事業の強化のために支援事業を実施している。課題として、川上の山

の所有者に、本当の意味での流れとしての資金が還元なっていない。それが可能

になり、川中の加工産業、出口である工務店への安定した需給関係ができる。い

かにするかが今年の課題。山形県の素材生産、２、３年後には、90 万というのが

一つの基本的な方向性として出している、90 万は努力目標なのか、うかがいした

い。組合として、業務の拡大、強化をしたい。そのためには設備投資を相談した

い。ウッドショック後の、国産材の利用に、出口も含めて安定した需要と供給の

関係を、県に何かしていただきたい。 

【川下の意見】 
・我々は、ユーザーとの流れが強い、なかなか川上、川中のところが見えてこな 
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い。ここで、見させてもらってなるほどという思い。個人的には、県の補助制度

をお客さんに使って、地域に合った住まいづくりで、県産木材を使うこと、お客

さんに説明してきた。今、非常に困っているのは、例えば、合板がない。ＪＢＮ

山形でも若い人たちの育成をやっている。こういうサプライチェーンのなかで、

いろいろ報告もできる。 
・建築士会では国交省と協定を結び、設計者に対して木造の勉強をしてください 

となっているので、木造に対しての設計者、技術者、そういうことでは力を入れ

てくると思う。コーディネーターには行政の職員的な立場に入ってもらって、市

町村、役場の職員の方と調整やってくれれば、図面出来上がって、発注段階でス

ムーズに進められると思う 
・サプライチェーンがうまくいっていないという話はあるが、世の中の流れ、だ 

いぶ木造に意識が変わってきている。林野庁と国交省が連携を取って、法改正を

やって、少しでも国産材、木材が、活用していく流れはできている。あとは、地

元の木材の利活用というか、地元の産業をどうやっていくかが一番の鍵になって

くる。川上から川下まで、それぞれの立場で、自分たちが何ができるのかをそれ

ぞれ考えていけば、おのずと連携、つながりが出てくる。 
・中規模、大規模建築が、いろんな面で対応してくると思う。工場も建てている  

という業者もいる。いままでは鉄だったのが木になるという可能性はすごく多い

と思うのが、去年は大変でした。価格いくらなるのだろうという不安が重なって

きて、木材の安定供給に対しては一番の使命と思う。このサプライチェーン、我々

が求めているのは、安定供給と、価格がきちんと明確になっているということが

一番必要と思う。値段は少しずつ上がるのは、しょうがないが、去年のヒノキの

ように３倍も上がるような状況では、我々の使う立場としては非常に困る。木材

を使う我々は、人もつくっていかなければいけないし、伝統技術を絶やすことは

できない。 

【コーディネーターの意見】 
・ウッドショックは、チャンスと期待したが、約１年たつが、そのメリットを私た

ちは生かせていない感じがする。いろいろな理由があると思うが、むしろ高めのメ

リット、先に期待が持てるメリットよりも、価格が不安点な混乱のほうが大きかっ

た。規模の小さな行政は、研修の技術、（製品）保管の能力がないので、一括発注

となり、施工業者への納品までの時間が非常に短い、素材から調達となると、非常

に苦労する。 
・川上とか、川下とか言うが、基本的には山の木を育てるのは、以外と使う側が知

っていない。使われる方々が生かしていただければ、ありがたいので、その点にお

いても、もっと情報の交換が必要。人間の健康について、東京大学の調査報告で、

木は非常に安らぎとか、温かみがあるので、非常に良い。気候変動に対して、私た

ちが本気になって、循環型の木を使うような社会にしていかなければならない。 
・平成 17 年から小さい工務店には乾燥した製材が入ってこないという問題があっ

た。今回のサプライチェーンマネージメントで、データベースを作る、マッチング

的な機能を持たせる、なかなか難しい。カーボンニュートラル宣言が出る一方、木

材の振興で、公共建築物等木材利用促進法も改正され、民間建築物まで木材を使う

ということになり、建築士会連合会が農林水産省と協定を交わして、木材の振興、

木造建築の振興に努める。東大の稲山先生が、中大規模プレカット協会で開発した

木造トラス、受講した建築士がイージーオーダー的に、このスパンのトラスが欲し

いと言ったら、その値段で、すぐその部材が提供できるような仕組みが出来上がれ
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木造建築の振興に努める。東大の稲山先生が、中大規模プレカット協会で開発した

木造トラス、受講した建築士がイージーオーダー的に、このスパンのトラスが欲し

いと言ったら、その値段で、すぐその部材が提供できるような仕組みが出来上がれ
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ば一番いいので、勉強会や研究会のようなものが開催されればありがたいと話して

いた。川中などはそういったものが検討できれば、少しでも木材利用が進んでいく

のではないか 
・山形市の報告を聞き、サプライチェーンというのは、小手先とか、システムでは 

なく、一生懸命木材を考えて使いたい、何とかしたいという思いの人たちが集まっ

て、ああしよう、こうしよう、ここの木を使おう、これだったらある、俺は、こう

いうのができる、そういうことだったら、うちでこういうことをやろう、ここまで

やろう。こうやって、皆さんが一歩ずつ踏み出してもらえると、このようなサプラ

イチェーンが出来上がるのではないかと、あらためて感じた。コロナで、顔を合せ

て話しをすることが少なくなってしまっているが、こういった会場で皆さん顔を合

せて、同じ考え方、同じ木材を使いたいと思う仲間が集まって、どのように協力し

合ったら木材は使っていけるのかという意識を高めていくことが、サプライチェー

ンを解決するには一番大切なことなのではないかと感じた。川上、川中、川下の流

通がうまく流れていない、川中も、川下も、川上も大きな問題を抱えている、大き

なリスクがある。量的なリスク、量が安定して確保できるのか。価格のリスク。２

つの大きなリスクが、壁になっていて、全体のサプライチェーンが流れていないと

ころに安心感がほしい。何を信じて素材生産をしたらいいのか。何を信じて製材を

したらいいのか、集成材を作ったらいいのか。こんなに作って売れるのか、赤字に

ならないのか、そのような不安を抱えながら、このサプライチェーンの構築はそこ

が大きな壁ではないか、そこを解決できるのは、お互い話しをすることでもあり、

国や県、市町村のサポートをいただけると、少しクリアになっていく 
・木の価格が上がっているけれども、材木の供給もこれからできる。例えば鶴岡の 

場合は、もう何年か前だったら、息子を大工にさせないという棟梁もいたが、大き

な木造の建築物が、民間、公共問わず多くなり。大型物件のときには、地域の大工

が協力して、当然直接ではなくても下請けで参加できる。自分で持っている仕事も、

住宅だったら、ちょっと待ってくれないかと言うと、割合と待ってもらえることが

ある。そうすると年間を通じて、大工、その関連の皆さんが、平準化されて仕事量

が多くなって、やっていけるということで、少しながら希望は出てきた。沼澤さん

が、去年は木材の高騰で大変でしたというのも良くわかる。そのような点について

は、地元の物件のものは、地元で循環型をやっていければ、いずれウッドショック

が下火になってきたときには、支えてくれるのは地元ということがある。 
【行政・中央団体の回答・意見】 
・民有林の供給、ウッドショックで需要は非常に高まっているなかで、森林組合や 

林業事業体、素材生産は、需要に応えるべく生産量を上げる取り組みには、進んで

いる。県でも主伐を進めるため来年度に向けて、予算要求している。主伐を進めて

いって、主伐・再造林も進めていく、そういった事業者に、優先的に支援をする。

出口対策として住宅支援と、非住宅への支援で、昨年度当初よりも、1.5 倍ぐらい

に金額を増額した予算計上 
・推進フォーラムは、本年度一度終わり、来年度は明確に何か課題に対して、取り

組むものに支援方針。 
・東北森林管理局全体では、供給量は右肩上がり、中期的には上がっていくという

趨勢の中にある。署としても、物件を確実に用意して、できるだけ早期発注を心が

け、木材を安定的に出していくことを最大の課題として取り組んでいく 
・全国の市場で、去年ウッドショックが起こったとき、中小の工務店などは、な  

かなかその当時、木材が手に入らないということで、市場も努力されて集めてきて、
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供給されることを、全国的やられている話しを聞いた。原木は、川下の需要動向、

情報を迅速に川上側に伝えて、早く安定的に木材が出てくる取り組みを、各県の市

場でやっていただいた。現在も需給動向を見ながら、そのような活動を続けていた

だいている。 
・できれば、新しい、「木材利用促進法」の協定制度なども、うまく活用して、来

年度、このフォーラムの中から、そういった協定というものをつくりあげるような

実績を目指して、来年度取り組んでいただければいいのではないか 
・10 年後に 90 万立方と、県ではビジョンで掲げている。令和６年度に 70 万立方

を掲げている。県の民有林、国有林全ての資源の、賦存量と資源量があり。さらに

年間生長量もあり。成長していく分を伐るという、森林計画があり、いわゆる生長

量を見越した計画量、伐採可能な量が 90 万立方という数字になっている。 
 ・森林経営管理制度が令和元年から始まり、それと併せて財源となる森林環境譲 

与税も各市町村に譲与されている。山形市は、今年度、来年、4,000 万円ぐらい譲

与税で入っていて、令和６年には、満額で 5,500 万円前後ぐらいが毎年譲与され

て、財源となる。仮にその半分を森林整備に使うと、2,500 万円とか 3,000 万にな

り、それは、いままでやっていた市有林の整備とか、里山整備とか、そういった部

分の整備費と同じぐらいなる。その倍のお金が入ってくる。譲与税は、35 市町村

全部に譲与される。いま３年目で、現場までたどり着いていないが、５年、10 年

後、全市町村の経営管理制度が軌道に乗ってくると、かなりの森林整備費用が出て

くる。先ほどのはしごを外されて不安だみたいな話があったが、そのようにならな

いように、市町村にハッパを掛けて、森林整備しようということを、皆さんがたも

声を掛けていただけるといい。 
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情報提供状況 

意見交換会状況 

（4）サプライチェーン構想・計画の実行 

① 公共建築物の情報収集 

  次年度以降に建築計画を予定している市町村に情報提供を依頼した。 

② コーディネーター配置 

事業者間のマッチングを進めるため、コーディネーターを４名依頼し、会員に 

コーディネーターの利用を案内した。 

   ③ 受給情報一元化 

     事業者に「もりんく」への登録を案内するとともに、フォーラムホームページ

への掲載情報の更新を依頼した。 

 

（5）システムの普及啓発 

①「もりんく」の PR活動 

もりんくの普及を図るため、広告を掲載した。掲載対象に日刊木材新聞、建設新

聞、住宅産業新聞を考慮したが、日刊木材新聞及び住宅産業新聞は全国紙であり地

方のいちフォーラムが行うにはふさわしくないと判断した。建設新聞は東北一円の

情報紙であるが、読者が建築関係者に偏る事から、山形県で購読者が多い地方紙

（189,178部：2020年 7月～12月平均発行部数《（一社）日本 ABC協会新聞発行レ

ポート》）であり、県内企業経営者等が最も目にすると思われる山形新聞に掲載を行

った。 
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 ダイレクトメール等の発送 

 フォーラム会員の募集や情報交換会の開催案内に「もりんく」資料を同封し PR 活動

を行った。 

 講習会等での普及活動 

木材産業の関係者が集まる講習会等において、「もりんく」資料を配布し PR活動を行っ

た。 

 問い合わせへの対応 

電話による「もりんく」の問い合わせに対して、概要説明やホームページへのアクセス

について指導した。 

 

（6）マッチング等の業務実施 
 公共建築物の建設計画のある市町村に対して、木造化・木質化のため、当フォーラム

で県産木材の供給の手伝いを行いたい旨の案内をしたが、成果にいたっていない。 

 会員に対して、マッチング推進のため、コーディネーターの活用の案内をしたが、成

果にいたっていない。 

 令和３年度の県産木材取扱い量の増加について、素材生産事業者、木材加工事業者等

に照会したところ、増加のあったのは、次表のとおりである。 

 
⑴令和３年度に新たに獲得した県産木材の受注量
（㎥） 

事業者名 新たな受注量（㎥） 増加割合（％） 

A森林組合 1,000 6 
B製材所 40 50 
C製材所 520 20 
D製材所 100 15 
E製材所 1,180 10 
F製材所 100 3.7 
G製材所 1 1 

                    

 

２ その他の事業 

（1）中大規模木造建築物研修会の開催 

   日 時：令和３年１０月１９日（火）14：00～16：00 

   場 所：山形県高度技術開発センター「多目的ホール」 

 演 題：「地域材を活かして中大規模木造建築物をつくる」 

   講 師：㈱山田憲明構造設計事務所 代表取締役 山田憲明氏 

参加者：57名 

   市町村職員等を対象に公共建築物の木造化・木質化の研修会を開催し、県産木材利

用を促した。 

 

 

 

 

 

⑵令和３年度に調達する木材の直送の割合の増加量
（㎥） 

事業者名 直送増加数量（㎥） 増加割合（％） 

B製材所 40 50 
C製材所 180 20 
D製材所 200 15 
Hプレカット工
場 

300 5 
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（2）中大規模木造建築推進研修会の開催 

   日 時：令和４年２月２日（水）13：30～17：00 

   場 所：パレスグランデール 「ブリリアント」 

   演 題：「地域資源を活かした中大規模建築物の木造・木質化に取組むためのポイント」 
   講 師：東京都市大学名誉教授 大橋好光氏 

参加者：51名 

   木造化・木質化の推進や県産木材の利用拡大を目的に、中大規模木造建築の設計・

施工に取組む建築士等の実務者を対象とした研修会を開催した。 
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（2）中大規模木造建築推進研修会の開催 
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令令和和 33 年年度度効効率率的的ななササププラライイチチェェーーンンのの構構築築支支援援事事業業実実施施報報告告書書  

福島県サプライチェーン 
マネージメント推進フォーラム 

 
11．．福福島島県県のの森森林林・・林林業業・・木木材材産産業業のの現現状状  

本県は豊富な森林資源を有し、地勢的には中通り地域（県北・県中・県南地方）、浜通り
地域（相双、いわき地方）、会津地域（会津・南会津地方）の 3 地域に分けられ、それぞれ
異なった特徴を持っている。 
（（１１））森森林林面面積積  

本県の森林面積は 973 千㏊でその 46％が会津地方である。なお民有林の面積は 565 千
㏊で全森林面積の 58％となっている。 

（（２２））素素材材生生産産量量  
本県の令和元年度素材生産量は 907 千㎥、うち針葉樹が 794 千㎥と 88％を占め、広葉

樹は 113 千㎥となっている。 
地域別には県中・県南・いわき地方の３地方で 640 千㎥と約 70％を占めている。 

（（３３））木木材材需需要要量量  
令和元年度の県内木材需要量は 1138 千㎥、うち製材需要量は県内に合板工場が立地し

ていないこともあり 695 千㎥と 61％を占める。なお地域別には素材生産と同様に県中・
県南・いわき地方の３地方で８５％を占める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

森林面積(民有林)単位:千 ha 
素材生産量(針葉樹)単位:千㎥ 
木材需要量(製材用)単位:千㎥ 

県北 
99(61) 
51(31) 

 64(39) 
相双 

116(60) 
42(32) 
45(40) 

いわき 
89(58) 

202(194) 
229(141) 

県中 
141(95) 

206(186) 
236(42) 

県南 
82(50) 

232(209) 
503(426) 

会津 
229(139) 
135(107) 

44(4) 

南会津 
218(101) 

41(34) 
17(3) 
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２２．．福福島島県県 SSCC 構構想想計計画画のの策策定定  

令和２年度には先行して会津地域において構想計画を策定し、令和３年度には中・浜通
りの構想計画策定に取り組んだ。 
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③再造林の推進 
・モデル林の造成 ・モクティ倶楽部の設立 ・苗木の安定供給 

④広葉樹の利用 
山土場整備による分別管理 

チップ材から製材用材へ 
（（２２））中中・・浜浜通通りり地地域域ＳＳＣＣ構構想想計計画画のの策策定定  
  中通り・浜通り地域の特徴・課題等を整理し、ＳＣ構想計画を策定した。 
①中・浜通り地域の森林林業・木材産業の特徴 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
②中・浜通り地域の検討課題 
ア、素材の直送と原木市場のあり方 
県内(中・浜通り）に７カ所ある原木市場のあり方を中心に地域材生産体制づくり  

を検討。 
イ、森林認証材の生産・流通 
各事業体の意識調査や勉強会などで、県内における認証森林・認証材の生産流通に  

 首都圏（需要地）に近い立地。 
建築用材等販売量のうち、66％が
県外販売。 

 新製品・用途開発などが旺盛。 
杉ムク JAS 大断面製材の JAS 機械
等級取得、WOOD ALC など。 

 地域内で生産・加工の要素が満
遍なく揃っている。 

 地域内における既存のサプライ
チェーンや新たな取組が多数存
在。 

 素材生産が太平洋側に集中。 
 県南・県中・いわき地域で県内の
総素材生産量の約 80％を占める。 

 県内 7 か所に原木市場を有し、市
場の役割が強い。 
市場への出荷は、県内の全素材販
売量のうち約 24%、製材用丸太量
に絞ると約 53%を占める。 

 大型の製材工場が集中し、県内の
加工拠点となっている。 
建築用材等販売はその大半が、県
南・県中・いわき地域の事業者によ
るもの。 

 相双地域には国内最大級の集成材
工場も設立された。 
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ついて検討。 

３３．．情情報報交交換換会会のの開開催催  
（（１１））第第１１回回情情報報交交換換会会  
①開催月日：令和３年７月２９日(木） 
②出席者：全県のフォーラム会員１１名ほか 
③協議内容 
・令和２年度に策定した会津地域 SC 構想・計画の説明後、今年度策定予定の中・浜通
り地域を加えた福島県 SC 構想・計画について論議した。 

・会津地域の計画に盛り込んだ公共施設の木造・木質化、規格型製品の PR、再造林の
推進は全県共通の課題である。 

・さらに、地域材のトレーサビリティに向けた国際森林認証制度の普及や原木市場のあ
り方を含めた素材の直送などについてを追加する方向で検討する。 

（（２２））第第２２回回情情報報交交換換会会  
①開催月日：令和３年９月１０日(金） 
②出席者：会津地域のフォーラム会員７名ほか 
③協議内容 

令和２年度に策定した会津地域 SC 構想・計画を説明した後、今年度の具体的な進め
方を論議した。 
ア、再造林の推進 
・モデル林を各市町村へ造成する。 
・苗木の安定供給。 
・各種事業体等の寄付金による再造林の仕組みづくり。 
イ．公共施設の木造・木質化 

市町村への働きかけを進め、情報の共有化に取り組む。 
ウ．規格型商品の PR 
・縦ログ(パネルログ） 
・森箱(ムービングハウス） 
・会津材の製品化に向けた課題。 
・広葉樹材を含め、製品化に向けた地域材の安定供給など。 
エ．広葉樹の利活用 
・出材量は少なくなってきたので、ストックポイントの整備による分別管理が必要。 
・売れる商品の開発に取り組む(薪なども含め） 

（（３３））第第３３回回情情報報交交換換会会  
①開催月日：令和３年９月２２日(水） 
②出席者：中・浜通り地域のフォーラム会員１２名ほか 
③協議内容 
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今年度策定する中・浜通り地域を含めた福島県 SC 構想・計画の内容について論議。 
・会津地域の構想計画にある再造林の推進、高給施設の木造・木質化、規格型商品の PR
は共通の課題。それに加えて森林認証材の生産流通、素材の直送･原木市場のあり方
について検討する。 

（（４４））第第４４回回情情報報交交換換会会  
①開催月日：令和４年２月２２日（火） 
②出席者：全県のフォーラム会員７人ほか 
③協議内容 

令和３年度当該事業の実施状況と今年度策定した中・浜通りにおける SCM 構想計画
について事務局から説明後出席者との意見交換を行った。 
・木材供給側（加工業者等）から設計者等川下側へのサポートが必要。設計者は木材の
寸法一つをとっても独自の考え（流通寸法以外）で設計する。 
・コーディネーターには川上、川下両方に熟知した人を人選して欲しい。 
・本県には７つの原木市場があり役割は大きい。その一つとして選別機による適正な仕
分けや採材指導などを通した森林所有者との情報共有などがある。 
・原木市場でもコスト低減を図るため会津材を中心に直送はかなり行っている。 

（（５５））勉勉強強会会のの開開催催    
   テーマ「浜松地域の SC 推進と FSC 森林認証への取組」 
①開催日時 

令和４年２月１６日(水）１３時 30 分～１５時 
②講師 

浜松市林業振興課 藤江俊充副主幹 
③講演内容 
ア.浜松市の森林・林業 
・平成１７年１２市町村が合併、森林面積１０３千㏊(林野面積６６％）となる。 
イ. FSC の取得・推進   
・FSC 認証森林約４９千㏊(国有林約５千㏊）、関係森林所有者数約８千人。 
・市町村別認証取得森林面積全国１位。 
・森林組合との連携や国有林も巻き込んで流域全体で取得推進。 
・COC 認証取得者数(木材関係）約７０事業体。 
ウ.浜松市の各種林業施策 
・FSC 森林認証制度に基づく森林整備・管理。 
・天竜材（FSC 認証材）の利用拡大。 

地産地消、地産外商 
・森林環境譲与税活用に向け「浜松市森林・林業未来構想会議」を開催。 
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④意見交換(主な論点） 
ア.FSC と SGEC 認証 
・市町村合併で天竜地区(天竜材）と一緒になったことから市長主導で決定。 
・認証には金がかかるが販売先が広がることに期待し、どの様にこれを活用するかが大
切。 
・政令都市となり国際化をにらみメジャーな FSC を取り入れた。天竜材の海外輸出を
始めている。 
・プロジェクト認証制度を有効に活用。 
イ.認証森林の増加に向けて 
・分別管理をするにはスケールメリットが大切。 
・森林組合との連携、国有林を巻き込み、民国連携で審査をクリアー。林業振興協議会
の存在大きい。 
・施業計画更新時に森林所有者の同意を得て認証森林へ。 
・浜松市の強力な支援。 
ウ.認証森林の現況 
・現在では天竜材イコール認証材となっている。 
・認証材が地域で一つになって取り組むツールになっている(SCM の構築） 
エ.天竜材の需要拡大に向けて 
・市長のトップセールスにより推進。 
・市の他部局(公共建築課など）へ情報を多く流し、距離を近づける。公共施設への認
証材の活用。 

・木材供給側の要望等を取りまとめ建築・設計関係者へ提言を行っている。 
例：「このはなアリーナ」建築後冊子を作成し供給側の提言取りまとめた。 

・森林環境譲与税の活用。 
全国で２番目の金額なので有効活用のため｢浜松市森林・林業未来構想会議」を開催。 

４４．．会会津津地地域域ササププラライイチチェェーーンン構構想想・・計計画画のの実実行行  
基本方針４項目の中で特に主伐･再造林を福島県 SCM フォーラムの主要課題とするこ

ととし、実施に向けた活動を行った。 
①再造林の推進 
ア．モデル林の造成 
会津地域の各市町村への働きかけを進め３候補地を選定、今春植栽を行う予定。 

イ．モクティ倶楽部の設立 
森林所有者から木材販売店までの事業者等から寄付金を募り、再造林を行う仕組みを

構築。 
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ウ．苗木の安定供給 
・会津ではスギ･カラマツ苗木の供給に問題はない。 
・会津では広葉樹林を希望する人もいるので、場所によっては天然更新を検討する必要
がある。 

②公共施設の木造･木質化 
コーディネーターによる県及び各市町村からの情報収集と PR を実施。 

課課    題題 （（誰誰ににととっってて？？)) 

【情報がない 
・分かりにくい】  

・木材・地域産材の利用手順が分からない 
・材質・価格・供給量・どの部位に使えるのか・強度な
どが分からない 

施主・設計士 

【価格が高い 
・不透明】  

・他工法等に比較して高い（イメージがある） 
・設計時にはコスト面から地域材を盛り込むことが困難 
・一般流通材が使えず都度見積で価格が不透明 

施主・設計士 

【情報が出せない】  ・出せる業者が限られている（設備がない・体制がない） 木材供給者 

【計画通りの調達が 
難しい】 

突発的な発注で  

・調達価格が上がらざるを得ない 
・量を集められない 
（需要があっても十分に地域材利用が出来ない） 

木材供給者 

 木材の流通過程に関与する事業者や個人が、得られた利益の 1％を寄付し、植
林・育林費に充てる取組。 

 南会津森林ネットワークの広葉樹林を対象に実証している。 
 「エシカル商品」の需要の創造も合わせて実施している。 
 今後の取組として、FSC 認証材の増加や市町村有林との連携を検討している。 

171



8 
 

 

 
③規格型商品の PR 
ア．縦ログ（パネルログ） 
１０月首都圏における展示会へ出展し、間仕切

り内装材料としての使い方などを提案し PR に当
たった。 

 
イ．森箱（木造ムービングハウス） 
 
④広葉樹の利活用 

・会津においても限られた資源となっていることから、有効活用に向け各地にストッ
クヤードの設置を進めている。 

・玩具やキャンプ用品など新規商品の開発･販売に努めている。 

 
 
 
 

  

 

役 割  
・伐採丸太の集積及び出荷（特に広葉樹丸太） 
・隣接する乾燥・製材施設での一次加工 
・造林苗木の集積 

①既存情報の提供・共有 
・地域産材の供給情報 

(寸法・等級等品質、規模・
価格感) 

・需要情報（建設予定など） 

②公共建築物での地域産材利用の計
画⇔実践と蓄積 

・事前協議や発注過程の（再）構築 
・情報共有に必要な設備・体制構築 
・補助金による時的なコスト補填、
コスト低減策 

などの検討と実践 

③民間非住宅分野等への展開 
・経済合理性や安定供給の担
保 

－三島町ストックヤード－ 
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③規格型商品の PR 
ア．縦ログ（パネルログ） 
１０月首都圏における展示会へ出展し、間仕切

り内装材料としての使い方などを提案し PR に当
たった。 

 
イ．森箱（木造ムービングハウス） 
 
④広葉樹の利活用 

・会津においても限られた資源となっていることから、有効活用に向け各地にストッ
クヤードの設置を進めている。 

・玩具やキャンプ用品など新規商品の開発･販売に努めている。 

 
 
 
 

  

 

役 割  
・伐採丸太の集積及び出荷（特に広葉樹丸太） 
・隣接する乾燥・製材施設での一次加工 
・造林苗木の集積 

①既存情報の提供・共有 
・地域産材の供給情報 

(寸法・等級等品質、規模・
価格感) 

・需要情報（建設予定など） 

②公共建築物での地域産材利用の計
画⇔実践と蓄積 

・事前協議や発注過程の（再）構築 
・情報共有に必要な設備・体制構築 
・補助金による時的なコスト補填、
コスト低減策 

などの検討と実践 

③民間非住宅分野等への展開 
・経済合理性や安定供給の担
保 

－三島町ストックヤード－ 

9 
 

５５．．ココーーデディィネネーータターーにによよるる事事業業者者ママッッチチンンググ活活動動  
（（１１））ココーーデディィネネーータターー５５名名  

渡部一也氏 福島県素材生産協同組合 
根本昌明氏 株式会社 光大 
岡田広行氏 会津森林活用機構株式会社 
高城玲奈氏 Ｆ２エナジー株式会社 
宗形芳明氏 福島県木材協同組合連合会 

（（２２））ココーーデディィネネーータターーとと事事務務局局ととのの意意見見交交換換  
＜＜第第１１回回＞＞  
①月 日：令和３年８月１２日（木） 
②方 法：WEB 会議 
③出席者：コーディネーター５名（全員）、事務局２名（県木連） 
④趣旨 

令和２年度に策定した会津地方を主とした「福島県 SC 構想計画」の実行と、令和３
年度に予定している中･浜通り地域を対象とした構想計画の策定に向け、意見交換を行
った。 
⑤内容 
ア.会津地域 SC 構想計画の実行 

構想計画基本方針４項目の具体的進め方を議論。 
・公共施設の木造･木質化。 
・規格型商品の PR。 
・再造林の推進。 
・広葉樹の利用。 
※基本方針４項目の中で特に主伐･再造林を福島県 SCM フォーラムの主要課題とする
こととした。 

イ.中･浜通り地域の SC 構想計画の策定 
・取組方針としては会津地域と重なる部分が多い。 
・中･浜通りには原木市場が７カ所あるので「素材の直送と原木市場のあり方」に加え、
いわき市で進めている「認証森林、認証材の流通」について主要な検討課題とする。 

＜＜第第２２回回＞＞  
①月 日：令和４年１月５日（水） 
②方 法：WEB 会議 
③出席者：コーディネーター５名（全員）、事務局２名（県木連） 
④趣旨 

昨年度策定した会津地域における SC 構想計画の実行状況の確認と、今年度策定を予
定している中･浜通り地域の SC 構想計画の内容について意見交換を行った。 
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⑤内容 
ア．会津地域 SC 構想計画の実行状況 

a. 再造林の推進 
・モデル林の造成。 
・集積土場の設置。 
・モクティ倶楽部の設立、活動支援。 

b.公共施設の木造･木質化 
・市町村を訪問し情報の共有を図った。 

c.規格型商品 
・縦ログ（パネルログ）の PR。 
・森箱（ムービングハウス）の改良。 
・広葉樹を活用した製品開発。 

d.広葉樹の利活用 
・耳ツキ板のストック販売。 
・キャンプ用品や薪への利活用。 

イ．中・浜通り地域の SC 構想計画策定 
a. 素材の直送と原木市場のあり方 
・原木市場の役割として素材の価格形成があり、小規模製材工場には必要性が大きい。 
・それぞれの地域の特徴を活かした原木市場の経営が求められる。 

b. 森林認証材の生産･流通 
・国際商品では必須だが、国内販売に特化するのであれば地域の認証制度でもよいの
では。 

ウ.福島県版木材製品の WEB マッチングシステム 
・県木連のホームページと連携。。 
・各種木製品の紹介と営業ツールとしての活用。 

（（３３））事事業業者者ととののママッッチチンンググ活活動動 
＜＜渡渡部部一一也也＞＞  
（１）令和３年８月１９日(木） 大沼郡会津美里町 

－再造林推進に向けたモデル林造成－ 
・会津美里町から町有林を含め数カ所の候補地の紹介を受け、所有者等との話し合いに
入る。 

（２）令和３年９月３日(金）  南会津郡南会津町 
－カラマツ苗木の生産流通－ 
・施設所有者の住友林業、苗木生産管理者の会津管財(株)、それに苗木を使用する森林
組合とのマッチングにより、カラマツ苗木の需給見通しを話し合った。 

（３）令和３年９月２８日(火） 大沼郡三島町 
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⑤内容 
ア．会津地域 SC 構想計画の実行状況 

a. 再造林の推進 
・モデル林の造成。 
・集積土場の設置。 
・モクティ倶楽部の設立、活動支援。 

b.公共施設の木造･木質化 
・市町村を訪問し情報の共有を図った。 

c.規格型商品 
・縦ログ（パネルログ）の PR。 
・森箱（ムービングハウス）の改良。 
・広葉樹を活用した製品開発。 

d.広葉樹の利活用 
・耳ツキ板のストック販売。 
・キャンプ用品や薪への利活用。 

イ．中・浜通り地域の SC 構想計画策定 
a. 素材の直送と原木市場のあり方 
・原木市場の役割として素材の価格形成があり、小規模製材工場には必要性が大きい。 
・それぞれの地域の特徴を活かした原木市場の経営が求められる。 

b. 森林認証材の生産･流通 
・国際商品では必須だが、国内販売に特化するのであれば地域の認証制度でもよいの
では。 

ウ.福島県版木材製品の WEB マッチングシステム 
・県木連のホームページと連携。。 
・各種木製品の紹介と営業ツールとしての活用。 

（（３３））事事業業者者ととののママッッチチンンググ活活動動 
＜＜渡渡部部一一也也＞＞  
（１）令和３年８月１９日(木） 大沼郡会津美里町 

－再造林推進に向けたモデル林造成－ 
・会津美里町から町有林を含め数カ所の候補地の紹介を受け、所有者等との話し合いに
入る。 

（２）令和３年９月３日(金）  南会津郡南会津町 
－カラマツ苗木の生産流通－ 
・施設所有者の住友林業、苗木生産管理者の会津管財(株)、それに苗木を使用する森林
組合とのマッチングにより、カラマツ苗木の需給見通しを話し合った。 

（３）令和３年９月２８日(火） 大沼郡三島町 
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－集積(サテライト）土場の設置検討－ 
・候補地の現場で関係者との打合せを行った。 

（４）令和３年１０月１３日(水） 内業 
－森箱(ムービングハウス）の改良－ 
・外材主体の森箱材料を国産材で、できれば地域材を使って組み立てることを検討した。 

（５）令和３年１０月２０日(水） 大沼郡三島町 
－集積土場の設置－ 
・三島町西方に約１㏊の集積土場(FD 三島）を開設。主に広葉樹丸太を周辺の伐採地か
ら集荷することが可能となった。 

（６）令和３年１２月１０日(金） 大沼郡三島町 
－残材等未利用材の利活用－ 
・会津各地に導入が進められている木質ボイラーへの燃料チップの安定供給に向け、林
地残材等の C、D 材を有効に活用するため、会津森林活用機構(株)等関係者との打合
せを行った。 

（７）令和４年２月２日(水） 大沼郡会津美里町 
－再造林推進とモデル林の造成－ 
・今春に予定している再造林地への植樹について、町及び森林組合との打合せを行った。 

＜＜根根本本昌昌明明氏氏＞＞  
（１）令和３年８月６日(金） 南会津郡南会津町 

－縦ログ(パネルログ）の生産・流通－ 
・南会津町から縦ログの公共施設等への活用実績・計画を聴くとともに、縦ログ部材の
加工に携わる製材工場、プレカット加工や建設に携わる芳賀沼製材とのマッチングに
当たった。 

（２）令和３年９月１３日(月） WEB 
－縦ログ（パネルログ）の PR－ 
・１０月７～９日に千葉県幕張で開催される DIY ショーへパネルログを出展し、PR を
図るための方策を関係者により検討した。 

（３）令和４年２月２１日(月） 南会津郡南会津町 
－広葉樹材の活用－ 
・南会津産広葉樹材を家具、フローリング用材からキャンプ用品、薪への利活用の可能
性について南会津の加工業者との意見交換を行った。 

＜＜宗宗形形芳芳明明氏氏＞＞  
（１）令和３年８月３０日(月）  いわき市 

－森林認証材の流通と加工－ 
・｢スマート林業」事業で取り組んでいる森林認証材の流通について意見交換を行った。 
・森林組合で伐採した素材を CoC 認証工場へ直送で流通する仕組みを検証。 
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＜＜根根本本昌昌明明氏氏、、宗宗形形芳芳明明氏氏＞＞  
（１）令和３年９月１７日(金） いわき市 

－いわき市における SC の取組－ 
・いわき市林務課を訪れ、今年４月に施行した｢いわき市豊かな森づくり・木づかい条例」
による SC の考え方を聴取した。 

（２）令和３年１２月７日(火） 大沼郡三島町 
－広葉樹材の利活用－ 
・会津産広葉材をキャンプ用品として活用するための SCについて打ち合わせを行った。 

（３）令和４年１月５日(水） いわき市 
－いわき市における公共施設の木造化及び森林認証材の活用－ 
・市では「いわき市豊かな森づくり・木づかい条例」に基づき、市産材の利活用につい
て川上～川下の業者との SC 構築を図っている。 

（４）令和４年２月１日(火） いわき市 
－再造林の推進及び森林認証材の活用－ 
・当初、南会津の森林を対象に再造林を推進する仕組み(組織）として設立した｢モクテ
ィ倶楽部」をいわき市を含めた県内各地へ活動を広げる。 

・FSC 認証森林約７００㏊の遠野興産の森林(勿来町）を核に周辺へ認証森林を増やす
ことができないかについて検討。 

（５）令和４年２月９日(水） いわき市 
－いわき市産材の流通・加工－ 
・川上のいわき市森林組合、川中の荒川材木店等加工工場との意見交換を行った。 
・いわきでは原木市場の存在無視できない。役割を明確にし共存していく必要がある。 

（６）令和４年２月２８日(月） いわき市 
－遠野興産 FSC 認証森林の現状と材の利活用－ 
・遠野興産認証森林７００㏊の現状を現地で確認。 
・認証森林増加にむけた検討。 

  
  
  
  
  
    

 
再 造 林 地 
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＜＜根根本本昌昌明明氏氏、、宗宗形形芳芳明明氏氏＞＞  
（１）令和３年９月１７日(金） いわき市 

－いわき市における SC の取組－ 
・いわき市林務課を訪れ、今年４月に施行した｢いわき市豊かな森づくり・木づかい条例」
による SC の考え方を聴取した。 

（２）令和３年１２月７日(火） 大沼郡三島町 
－広葉樹材の利活用－ 
・会津産広葉材をキャンプ用品として活用するための SCについて打ち合わせを行った。 

（３）令和４年１月５日(水） いわき市 
－いわき市における公共施設の木造化及び森林認証材の活用－ 
・市では「いわき市豊かな森づくり・木づかい条例」に基づき、市産材の利活用につい
て川上～川下の業者との SC 構築を図っている。 

（４）令和４年２月１日(火） いわき市 
－再造林の推進及び森林認証材の活用－ 
・当初、南会津の森林を対象に再造林を推進する仕組み(組織）として設立した｢モクテ
ィ倶楽部」をいわき市を含めた県内各地へ活動を広げる。 

・FSC 認証森林約７００㏊の遠野興産の森林(勿来町）を核に周辺へ認証森林を増やす
ことができないかについて検討。 

（５）令和４年２月９日(水） いわき市 
－いわき市産材の流通・加工－ 
・川上のいわき市森林組合、川中の荒川材木店等加工工場との意見交換を行った。 
・いわきでは原木市場の存在無視できない。役割を明確にし共存していく必要がある。 

（６）令和４年２月２８日(月） いわき市 
－遠野興産 FSC 認証森林の現状と材の利活用－ 
・遠野興産認証森林７００㏊の現状を現地で確認。 
・認証森林増加にむけた検討。 

  
  
  
  
  
    

 
再 造 林 地 
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６６．．福福島島県県版版木木材材製製品品ママッッチチンンググシシスステテムムのの作作成成  
（1）福島県木材協同組合連合会のホームページとの連携 
①福島県 SCM 推進フォーラムや SCM 構想計画を紹介する 
②各種木製品の紹介、営業ツールとする 
規格型商品、広葉樹製品の在庫管理等にも活用する。 

（2）次年度以降 SCM フォーラム会員のメリットの一つになるよう、会員の活動媒体に活
用 

hhttttppss::////wwwwww..ffmmookkuurreenn..jjpp//ppaaggeess//5533//  

７７．．来来年年度度以以降降へへのの展展望望  
（１）策定した福島県 SC 構想･計画の実現に向け引き続き努めていくが、特にコーディネ

ーターの活動を支援できる体制を維持していきたい。 
（２）県一円の計画ではあるが、マッチングに当たっては、地域の特性や事業者間の事業規

模などそれぞれの立場にあった対応が必要となる。 
（３）すでに地域や企業間ではそれぞれ独自のサプライチェーンが構築されている事例も

あるので、それらを活かしさらに発展できるような取組支援が望まれる。 
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別紙 ３ 

令和３年度 低層建築物（住宅等）における 

効率的なサプライチェーンの構築支援事業 

 

 

 

実 施 報 告 書 
 
 
 
 
 
 
 

２０２２（R４）年 3月 5日 
 

三重県木材 SCM推進フォーラム 
（事務局︓三重県木材協同組合連合会） 
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別紙 ３ 

令和３年度 低層建築物（住宅等）における 

効率的なサプライチェーンの構築支援事業 

 

 

 

実 施 報 告 書 
 
 
 
 
 
 
 

２０２２（R４）年 3月 5日 
 

三重県木材 SCM推進フォーラム 
（事務局︓三重県木材協同組合連合会） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1． 事業の実施目的 
三重県の林業は、入念な枝打ちをはじめとする丁寧な施業を通じた優良材の産地として、永

く発展してきました。平成 29 年度には、急峻な地形と日本有数の多雨が生み出す尾鷲ヒノキ

林業が日本農業遺産に選定されるなど、環境とも調和した持続可能な森林経営が古くから実践

されてきた地域でもあります。 
また、県内には、大小 200 を超える製材所が位置し、あらゆる需要に応じてさまざまに加工

された製材品が、製品市場を通じて全国に出荷されています。 
しかしながら、近年、人口減少に伴う住宅着工戸数の減少や、住宅様式の変容、大手ハウス

ビルダーとの競争等から、地域の工務店が受注に苦しみ、そこに製材品を供給する三重県の林

業・木材産業も苦戦を強いられています。 
こうした状況の下、今後、地域の林業・木材産業を持続的に発展させていくためには、建築

士や工務店と連携しながら、マンションの内装や小規模店舗等における需要を開拓していく必

要があります。 
また、最近では高齢化により廃業を選択する製材事業者が出てきており、製材事業者の廃業

に伴って、県内産から県外産へシフトする事例も生じてきていることから、これにも対処する

必要があります。 
このため、本事業を活用し、製材事業者、建築士、工務店のネットワークを形成することで、

一体となった販路開拓や木材調達先の円滑な引き継ぎが可能となる体制を構築し、三重県林

業・木材産業の持続的な発展を目指します。 
 

2． 事業の実施概要 

ア 計画及び参加者 

・計画：①県内で中大規模木造建築が発注されるとき、関係者から情報を提供しても 

らい話し合いの場をセットする。 

  ②県内の事業者に向けて、三重県産材を扱ってもらえるよう PRする。 

・参加者：三重県木協連に関係のある建築士事務所、建築事業者及び三重県木連会員  

に参加者の追加募集を実施。 

行政：2名 団体：1名 

森林組合：4名、製材：4名 以上 川上：8名（1名増） 

流通業：3名、プレカット：3名 以上 川中：6名（2名増） 

建築士：7名、工務店：5名 以上 川下 12名（1名減） 

合計  29名（2名増） 

 イ 実施概要 
(1) 7 月 1 日 事業開始 
(2) 7 月 5 日 コーディネーター就任承諾 
(3) 7 月 8 日 フォーラム会員の募集（令和 3 年度の追加募集） 

次の事業者に通知を発送 
 「三重の木」認証事業者 20 名 
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 三重県木連会員 55 名 
 計 75 名  

(4) 7 月 12 日 第 1 回事務局長会議 
林野庁、全国事務局からの通知 

(5) 8 月 17 日 第 1 回情報交換会 
 出席者は事務局を含め 25 名 
 議事は議事録のとおり 

フォーラムの進め方及び事業概要説明 
三重県の木材利用の動向等情報提供と意見交換を実施 

(6) 8 月 27 日 「もりんく」登録にかかるチラシ等の郵送 
三重県木連会員及び関係建築・設計事業者へ郵送でチラシ等配布 928 通 

(7) 10 月 7 日～10 日 ウッドワンダーランド 2021 出展（愛知県） 
三重県で今後木造建築を進めるにあたり、地域材（三重県産材）を活用したいとの意向を持

つ東京の業者情報をコーディネーターに繋げました。 
(8) 10 月 19 日 第 2 回情報交換会 

 出席者は事務局を含め 23 名 
 議事は議事録のとおり 

中大規模木造建築にかかる情報提供と意見交換を実施 
(9) 11 月 17 日～19 日 ジャパンホーム＆ビルディングショー2021 出展（東京都） 

 3 日間三重県産木材及び「もりんく」のＰＲ活動を実施。 
 アンケートによる聞き取り調査を行うが有力な情報は得られませんでした。 

(10) 12 月 13 日 第 3 回情報交換会 
 出席者は事務局を含め 20 名 
 議事は議事録のとおり 

「公共建築物の木造・木質化の手引き（案）」について意見交換を実施 
「三重県木材調達委託業務 特記仕様書（案）」についての意見交換を実施 

(11) 1 月 18 日 「もりんく」登録にかかるメールでの案内通知 
「三重の木」認証事業者へメールにてＰＲ活動を実施。 113 事業者へ通知 
 
 

(12) 2 月 1 日～28 日 新聞・ＦＭラジオでの「もりんく」広報 
新聞・ＦＭラジオにて「もりんく」のＰＲ活動を実施 
新聞広告 5 回以上、ラジオスポットＣＭ20 秒✕200 回 

(13) 2 月 8 日 第 4 回情報交換会 
 出席者は事務局を含め 21 名 
 議事は議事録のとおり 

「三重県木材調達仕様書（案）」について再度意見交換を実施 
次年度以降のフォーラムの活動について意見交換の実施 
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新聞・ＦＭラジオにて「もりんく」のＰＲ活動を実施 
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(14) 3 月 2 日 成果発表会 
前年度から今年度の取り組みを報告しました。 

(15) 3 月 5 日 事業終了 
 

3. 情報交換会の概要 
((11))  第第 11回回情情報報交交換換会会  

1) 日時：令和 3年 8月 17日 13：30～15：05 

2) 場所：ホテルグリーンパーク津  

3） 議事内容 
・開会・あいさつ 

・フォーラムの進め方及び事業概要説明 

・効率的なサプライチェーンの構築に向けた  

取り組みについて 

・SCM推進フォーラムで議論していただきた 

いこと 

・令和 3年度 年間スケジュール 

・三重県木材サプライチェーンマネージメント推進フォーラム規約の改正 

・「もりんく」の普及啓発及び活用 

・三重県の木材利用の動向及びみえ森林・林業アカデミー棟にかかる情報 

提供及び三重県中大規模木造建築設計セミナーにかかる情報提供 

4)  主な意見等 

      ・ウッドショックの最中ではあるが、このことが前提に無いまま木造公共建築物の計画が 

進められるのはいかがなものか。 

    ・森林・林業アカデミーの建築物は、県内のすべての地域から木材を調達して建築する計 

画である。 

    ・県内のすべての地域から木材調達するにあたり、このフォーラムに参加いただいている 

方をメインに情報収集し、木材の分離発注ができないか検討している初期の段階、問題 

点など話し合いたい。 

    ・参加者の方がこのフォーラムに期待されていることは？ 

     → 情報を収集したい、価格面で県産材の利用につながらないことがある、どうつなげ 

るかは自分自身の課題でもある。 

     → 伐採から製材まで、流通の流れを知ることが大切であり、意見交換の中に学びがあ 

るので参加している。 

     → 中大規模の建築で木造の可能性を広げるためには、この様な場で人脈を広げる必要 

がある。 

     → 川上側としては、効率よく安定的に木材を供給することで森林所有者への利益還元

につながる、また、設計士の方や工務店の方との人脈により、少しでも安定的に木材

を流通させていく体制ができればと考え参加している。 
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    ・三重は森林県であるのに、木材が入りにくいとの話があった、このことは掘り下げて検 

討していただきたい。 

    ・県産材の発注に、発注先が分からないなら県木連を窓口にしていただきたい、また、この 

フォーラムも活用していただきたい。 

    ・このフォーラムのメンバーが連携して公共物件へのサプライチェーンを進められればと 

考えている、よろしくお願いします。 

 

((22))  第第２２回回情情報報交交換換会会  

1) 日時：令和 3年 10月 19日 

2) 場所：ホテルグリーンパーク津  

3) 議事内容    

・中大規模木造建築にかかる情報交換及び意見交換 

・みえ木材利用方針の概要について情報提供 

・木造県有施設の発注案件について情報提供 

 

4) 主な意見等  

    ・木造建築発注物件の森林・林業アカデミー棟は材  

工分離発注で実施される予定であるが、県はど 

の規模まで材工分離発注を考えているのか。 

→ 木材調達に配慮して発注方法を検討してい 

る、工期のことも考慮する必要がある場合 

には分離発注を選択肢の一つと考えてい 

る、規模では考えていない。 

また、WTOの関係で金額の大きいものは分離 

発注できない場合もある。 

（物品調達は 3,000万円が上限） 

   ・購入する材料は丸太か製材品か、WTOに抵触しない有効な方法を考えるべき。 

→ 今回は公有林を伐採して建築するものではないことから、製材品を購入して使用 

することになる。 

   → 丸太を支給して製材する場合、割れや虫食い材など製品に不都合が生じた場合の 

対応も検討しておく必要がある。 

  ・材工分離発注するにあたり、議論が設計士さんに必要な材料の調達についてとなって 

いるが、山にある材料を活かすことを考えれば山側が潤うと考える。 

→ 市町の場合は公有林の木材を使うので立木調査を行ったりするが、今回のアカデ 

ミーの場合は県産材の一般流通材で施工する予定、川中の部分が潤うことを考え 

発注する。 

  ・森林・林業アカデミー棟の建設では、木材の展示効果を高めるため県内各地から材料 

を集める計画であるが、原木で調達する場合のリスクは大きいと考えるが。 
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→ 山側からは分別して市場売りなどしている、一般材であればある程度の供給は可 

能であるが、虫食い跡や割れの保証をどうするかの問題はあると思っている。 

  ・公共建築物を建設するにあたり、三重県産材の特記仕様書があれば分離発注する際の 

発注者側の負担が軽減されると考えるが、本フォーラムで作ることはできないか。 

   → いい提案であると思う、JAS認証基準や「三重の木」基準を基に三重の特記仕様 

書があれば設計関係の方も木材を扱いやすくなるとともに、発注者における管理 

もやり易くなる。 

   → また、設計している側からの意見として、何処にどの様な材料があるか材料の確 

認ができるとありがたい、在庫や単価がわかると設計しやすいと思う。 

・大きい公共物件の材料については材料の調達に時間が必要になる、材料をストック 

する場所や期間も問題になってくるので、早めの情報共有をおねがいしたい。 

   ・もう一つのテーマである県外への販路開拓については、新型コロナの関係もあり個 

別営業は自粛している状況であるが、県産材のイベントには積極的に参加したいと 

考えている。 

県外事業者からは、将来の三重県内での事業展開に向け三重県産材の供給事業者を 

紹介してほしいなどの要望もあり、コーディネーターに繋げることができた。 

   ・県外への販路開拓において「もりんく」の活用が有効と考える、製材所から含水率 

やヤング係数の表示された木材の在庫状況の情報を提供すれば、結構な問い合わせ 

があると思う。 

  

  

((33))  第第３３回回情情報報交交換換会会  

1) 日時：令和 3年 12月 13日                     

2) 場所：ホテルグリーンパーク津 

3) 議事内容 

・中大規模木造建築にかかる情報提供 

・「公共建築物の木造・木質化を推進するための 

手引き」情報提供 

・「三重県木材調達委託業務 特記仕様書（案）」」  

4) 主な意見等 

   ・計画では、中大規模木造物件が出る前に関係者が協議する「協定書」を作っておき 

確認をするとしていたが、協定書を作成し関係者によるサプライチェーンを構築し 

ても、行政側の入札審査会の関係もあり受け入れられないので手引書を作成した、 

これにより公共施設の営繕部署において木造・木質化をすすめるにあたり参考にさ 

れればと考えているので意見をお願いしたい。 

→ 流通材にこだわりすぎて構造が複雑になると加工においてコストアップにな 

る場合がある、大断面集成材を適材適所に使用し流通材とミックスすることで 

トータル的に経済的なると考える。 
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    → 一般流通材に重きをおきすぎると、設計に自由度が少なくなり、出来上がった 

建物が同じようなものになってくる心配はあるが、一般流通材を組合せてやっ 

ていくのが現実的かなと思う。 

    → 公共建築物には、JAS材使用は必須であると思います、機械等級区分の JAS工 

場が 1つでも多くなるよう願っている。 

    → 地域産材に完全限定するわけではないが、ある程度の縛りは持たせてほしい、 

地元の林業を活性化するにも地元で伐採された木を使うことを、もう少し謳っ 

てほしい。 

    → 県有施設の場合原則県産材と指定することは可能であるが、それより細かな地 

域指定は非常に困難。 

    → 手引書は実際に使われていく中で意見が出てくると思う、意見をフィードバッ 

クしながらブラッシュアップしていく使い方が良い。 

   ・公共建築物に JAS材は必須との意見があったが、設計する側として JAS材指定で図 

面と構造計算を進めても材の供給に問題ないと判断してもいいか。 

    → 県内の JAS工場は大手の工場です、供給体制としてはかなりの大規模物件にな 

らない限り供給体制はあると判断しています。一方、新規の認証工場は工場の 

整備や経費の問題など課題があり、なかなか進まない現象は確かにある。 

   ・特記仕様書について、JAS材を基本にした特記仕様書になっている、意見をお願い 

します。 

→ 公共工事で中大規模であれば、ある程度信頼される検査をしていかなければい 

けない、JAS認証工場だけじゃなく、いろんな検査をできる工夫をしておけば、 

いろんな材料が使える、それを視野に入れた意見はうれしい。 

    → 木材に強度担保をとるのなら機械等級区分の JAS材になると思う、目視等級で 

いいと言いながらヤング打撃試験や曲げ検査を全量実施というのは、不可能と 

いうか厳しすぎると思う。 

    → 機械等級区分材の必要な個所に、目視等級区分材を使うとなると、まげ測定を 

検査する必要はあることを、ご理解いただきたい。 

    → 目視等級材を無視することはできないので、機械等級と目視等級のどちらも生 

かした形で特記仕様書を作ってもらえるとありがたい、全数検査はなかなか厳 

しく、目視等級を排除しているような気がする。 

   ・県外への販路開拓について、県外の商社の関係の人に「もりんく」を紹介したとこ 

ろ非常に良い情報と評価された、フォーラム参加者による PR活動を要請。 
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((44))  第第４４回回情情報報交交換換会会  

1) 日時：令和 4年 2月 8日                     

2) 場所：ホテルグリーンパーク津 

3) 議事内容 

・「三重県木材調達委託業務 特記仕様書（案）」 

・今後のサプライチェーン推進フォーラムにつ

いて 

4) 主な意見等  

     ・発注から完工までの期間が短いと材料が集ま 

りにくく、製品在庫を多く持つ必要がある。また、一般材を製品として購入する場 

合は三重県産材をどのように認識するのか。 

   → 「三重の木」認証材のように証明書を出していただくなどで確認できる。また、 

「三重の木」認証事業者は平素から分別管理するノウハウを持っている。 

   ・仕様書では伐採計画から記載するようになっているが、羽目板などでこの様なこと 

    は現実離れしていないか。 

   → トレーサビリティが確認できるのであれば、工程表などは必ず提出しなければい 

けないものではない 

   ・この仕様において、JAS認証工場のメリットは確認できないがどうなっているのか。 

   → この仕様書は、JAS製品以外の材の検査方法等を示すために作った、JAS製品を 

求めるかどうかは発注者の判断で変わってくるが、JAS 認証工場や「三重の木」 

認証工場のメリットはあると考えている。 

   ・設計するにあたり、在庫管理の形でコストも視野にいれた材料確認ができるとあり 

がたいのだが。 

   → 製材所が普段供給している汎用性の高い材であればコストも分かりやすいが、特 

殊なものになるとコストも上がります。 

   ・グレーディングをどうゆう検査方法で行うのか、仕様書では林業研究所の指導の下 

とあるが、コストのこともあり他の方法は無いのか。 

   → JAS認証工場など検査機を持っている製材所はある、委託の形で検査することは 

可能。 

   ・含水率の受け入れ検査について、不合格の場合はロットで再乾燥となっているが、 

時間的に困難と考えるので、不合格の場合は取り換えにならないか。 

また、状況により乾燥後に含水率が少し上がる場合もあるので、そのことを考慮い 

ただけるとありがたい。 

   → 自主検査実施後の受入検査である、自主検査を万全に行い受け入れ検査時はクリ 

アにしておいていただきたいと考えるが、含水率については、検査の状況により 

変化する場合も考えられる旨は記入します。 

   ・「もりんく」の普及活動について、新聞広告やラジオ広告での実施を報告。 
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   ・次年度以降のフォーラムについて、事業は終了するが中大規模の木造建築物件が発 

注されるとき、意見交換を行いたい旨お願いし、会員の了解を得た。 

   ・来年に向けてコストのことあり県産材で２✕４はできないか。 

   → 製材側より、原木がメートル単位なのでフィート単位の材料を製材すると単価が 

高くなる、作ることは可能だが歩留まりのこともあり金額の折り合いが必要。 

 

4.  令和３年度「もりんく」募集について 

 ＊令和 4年 1月末現在の登録数 １２３者（2 月 17 日現在）  

・関係事業者への PR活動 

① 令和 3年 8月 27日 関係事業者及び当木連の会員への通知を実施  

（９２８者への郵送） 

②令和４年１月 18日 「三重の木」認証事業者あて電子メールにてＰＲを実施 

 (建築関係 88者・設計関係 25者) 

③令和 4年 2月  中日新聞による広告を実施 （カラー2回・モノクロ 3回掲載） 

④令和 4年 2月  ＦＭ三重においてスポットＣＭ（20秒✕200回）を実施 

 

5. 取り組みの成果 

  ①ファーラムに参加し意見交換することで会員間に良好な関係が構築され、フォーラム 

外での木造建築に関する情報交換が実施されている。 

・木造建築設計における設計士間での情報交換 

・コーディネーターによる木材提供のアドバイスなど 

  ②「公共建築物の木造・木質化を推進するための手引き」作成。 

   公共施設の建築を担当する営繕部署において木造建築を推進するための手引書を作成 

するにあたり、川上・川中・川下のそれぞれの立場からフォーラムにおいて意見をい 

ただき作成。 

   今後、県により公共施設を市町へ配布等行い木造建築を普及及び推進していく予定。 

  ③「三重県木材調達委託業務 特記仕様書」の作成。 

公共木造建築を進めるにあたり、基本事項・寸法規格・品質規格・検査方法から材の 

保管方法や納材方法をまとめた仕様書を作成。 

この特記仕様書についても、県により公共施設を担当する部署への配布等を行い普及 

及び推進していく予定。 

 

6. 行政との連携体制 
三重県の課長及び松阪市の職員がフォーラム会員に入会するとともに、県の木材利用

担当者 4名がオブザーバーとして毎回出席し、木造公共物件にかかる情報提供や意見

交換など、積極的に連携された。 
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7. 事業実施により得られた効果 
 フォーラムに参加し意見交換することで会員間に良好な関係が構築され、フォーラ

ム外でも木造建築に関する情報交換が行われるようになった。 
 木造建築の手引書や仕様書を作成するにあたり、川上・川中・川下それぞれの意見

を聴取し作成することができ、今後も継続して意見を交換する場ができた。 
8. 今後の課題と次年度以降の計画 

 課題として、新型コロナ感染症が終息方向に向かわなければ、企業訪問が進まず、

新たな木材使用者を発見することは困難な状況が続いている。 
 一方、県内の中大規模木造建築にかかるサプライチェーンの方向性は定まっており、

次年度以降も意見交換を行うことで会員の了解は得ている。 
 

9．事業の実施期間 
   令和 3（2021）年 7 月 1 日 ～ 令和 4（2022）年 3 月 5 日 
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低低層層建建築築物物（（住住宅宅等等））ににおおけけるる効効率率的的ななササププラライイチチェェーーンン  

のの構構築築支支援援助助成成事事業業  実実施施報報告告書書  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月 

 

 

鳥鳥取取県県産産材材ササププラライイチチェェーーンンママネネーージジメメンントト推推進進フフォォーーララムム 
事務局  鳥取県森林組合連合会 
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１１．．事事業業のの実実施施目目的的  

（（１１））鳥鳥取取県県のの木木材材需需給給にに係係るる現現状状とと課課題題  

県内の民有人工林は、４６～６０年生が最も多く、県内の森林資源は充実し、木材

として利用可能な時期を迎えている状況にある。 
県内の充実した森林資源の循環利用を進めるため、県産材の需要を喚起し、県産材を

優先的に、また適正な価格で取引される体制を整備し、併せて木材生産の増産に取り組

んでいく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人工林の齢級別構成】 

 

木材生産の増産が必要な要因の一つとして、県内にある大規模合板工場で使用され

る原木の国産材化が進んだことにより、県内の木材需要量が供給量を大きく上回ってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

木材需給の状況    (単位：1,000m3)

年次 素材生産量 需要量
国産材
移入量

外材移
入量

H21年 167 390 66 209

H22年 207 502 93 271

H23年 198 532 85 311

H24年 208 720 175 380

H25年 231 678 156 316

H26年 239 678 228 259

H27年 273 684 230 245

H28年 279 712 288 218

H29年 290 776 347 213
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 3 

県内の木材需要を製材用、合板用、木材チップ用に大別すると、最も需要量が多いの

が合板用となっている。 
合板用に関しては、一定規格の木材を大量・安定的に合板工場に供給するため、県内

で生産する木材は鳥取県森林組合連合会が各森林組合及び林業事業体をとりまとめて、

工場に直送する体制を構築し、併せて、間伐の推進や作業道の整備、高性能林業機械の

導入を進め、山側の供給体制の整備を進めている。 
しかし、本県で生産される木材は、主に間伐で生産されており、施業地の奥地化や施

業地の規模が小さいことにより、非効率な作業となっている等の課題がある。 
 

さらに、平成２４年７月から、再生可能エネルギーで発電された電気をその地域の電

力会社が一定価格で買い取る「再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）」がス

タートしたことにより、県内に木質バイオマス発電施設が整備されたことから、木材チ

ップ用の需要が増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製材用に関しては、県内製材工場の規模が小さく、工場数も減少傾向にあることか

ら、素材の需要量は低位にとどまっている。 
県内の製材工場は、多品種少量の生産がほとんどであることから、求める原木の規格

は様々である。原木市場等は県内製材所の需要情報を把握し、需要に応じた原木を販売

しているが、現在の素材生産が間伐主体のため、製材所の求める規格や品質の原木が手

に入りづらく、また、原木の生産地や手入れの履歴等の情報が得られにくい現状から、

需要に応じてスムーズに供給できる体制となっているとはいえず、原木を県外に求める

製材所も多い状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木材需要量    (単位：1,000m3)

年次 製材用 合板用
木材

チップ用
その他

用

H23年 71 419 40 2

H24年 76 580 56 8

H25年 89 510 73 6

H26年 89 532 50 5

H27年 66 544 72 2

H28年 73 541 93 5

H29年 92 526 153 5
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H26年 89 532 50 5

H27年 66 544 72 2

H28年 73 541 93 5

H29年 92 526 153 5
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また、川上から川下の事業者を対象に鳥取大学の協力を得て実施した「主伐再造林に

向けた原木等流通基礎調査」において、県産原木及び製材品の県外への流出と県外原木

及び製材品の流入の実態が明らかとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、木製品の県内需要が少なく、製材所の製品の販売先が限られていることから、

鳥取県産材の販売を促進するためには木製品の県内需要の掘り起こし（地産地消）と県

外への販売戦略（地産外消）の両面による展開が必要である。 
さらに、木材製品の需要者である設計、工務店関係者からは、鳥取県産の木材製品を

使いたくても調達に時間がかかる場合がある、県外の大手製材工場の製品と比べて供

給力が弱い、等といった声が聞かれることもあり、より一層供給力の強化を図っていく

必要がある。 
 

 

２２．．事事業業のの実実施施概概要要  

      本年度は、フォーラム参加団体に様々な話を聞きながら第１回フォーラムにて運営

方針と運営体制を定めた上で個別部会を中心に取組を進めた。 

   運営方針としては、『システム部会』・『設計・建築部会』を設置し、個別・具体的

な検討を進めること。『総会』において情報の共有化及び意見交換を行うこと。サプラ

イチェーンの構築に向けた機運の醸成を図るため、先進的な事例紹介などの研修会の開

催や人的交流等を図ることとした。 

   その上で運営体制として、『総会』、『システム部会』、『設計・建築部会』を設置

し、個別具体的な協議を進めた。 
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    （（１１））総総会会  

    総会においては主に業務運営・検討計画の決定、専門部会の設置などを行うことと

し、フォーラム全体の方向性の決定と意見交換を行った。フォーラムの意思決定機関と

して広く意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

          【第１回総会】                          【第２回総会】 

 

 

    （（２２））シシスステテムム部部会会  

    県産材の安定供給を図っていくために、川上側の施業現場や川中・川下側の流通業

務管理等から得られる多様なデータ等を活用し、プロダクトアウト（生産者志向）から、

消費者を起点としたマーケットイン（顧客志向）重視に切り替え、生産から流通、消費

に至るバリューチェーンにおいて、安定的な供給体制が必要である。 

   このため、業務管理や需要・供給情報等のデジタル化について検討を進め、需給情報

等を基に事業者のマッチングができるシステムの構築に向けた協議を行った。 

   川上から川下までの業務内容を整理した上で、情報の共有化及び流通段階での証明

書の電子化を広く行うことは初めての試みであり、システムにおいて取り扱う情報が確

定していないことから、比較的単純なパターンに絞った形で導入を検討し段階的に機能

の拡充を図っていく。当面は、各種証明書、流通情報のデジタル化に向けたシステム開

発について、実際の事務作業を行っている各社の担当者からもシステム関係業者も交え

てヒアリングを行い、具体的な協議を行った。 
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    （（３３））設設計計・・建建築築部部会会 

    川下において、国産材・県産材を活用していくためには、その加田藍や必要とする

情報を整理した上で解決策を検討する必要がある。このため、川上から川下までのメ

ンバー及び外部有識者も交えて、テーマを設定し、外材等から国産材・県産材シフト

するためのアイデアを整理し、実行可能な内容を検討した。 

   今後建築で、県産材利用を拡大するために必要な情報、技術の収集・提案をしてくこ

とを主眼として完成見学会、研修会も行いながら協議を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３．．行行政政ととのの連連携携体体制制  

   令和３年度は、システム関係、設計・建築関係の専門家をアドバイザーとして招聘可

能な県単独事業（県産材安定供給推進事業）を行い、他業種の協力を得て各種会議に出

席して頂き、専門的立場から助言等を行っていただくことができた。 

   システム開発に向けては、行政が必要とする情報についても協議を行い、行政との連

携を意識したシステム開発を進めた。 

   また、県の木造非住宅プロジェクトチームでの木造非住宅建造物の協議・研修会にフ

ォーラム会員も参画し、幅広く意見交換を行った。 
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４４．．事事業業実実施施にによよりり得得らられれたた効効果果  

 （１）システム部会においては、システム関係業者を交えて令和４年度以降のシステム開

発に向けて川上から川下までの関係者のヒアリングを行い、現状把握・既存システム

の把握、ニーズの確認を行った。システム開発を実際に行う者を含めて具体的な協議

を行ったことで、システム開発に向けての実務的な課題が浮き彫りになるとともに解

決策の協議が進んだ。システムの実装機能の確認やシステム開発において、実装すべ

き機能や満たすべき性能などを明確にしていく『要件定義』を進め、システム開発に

具体的に着手するための道筋ができた。 
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（２）設計・建築部会においては、設計・工務店・プレカット等の実務者が集まり、具体

的な協議を行うことで今後解決していくべき課題を浮き彫りにし、解決方法について

も協議を進めることができた。また、今まで関わりのなかった実務担当者同士が協議・

研修会・見学会などの場で関わり合うことで、横の連携を深め、業界全体で協力して

取り組んでいくべき課題について協力体制の確立に向けて前進した。 

 

 

５５．．今今後後のの課課題題とと次次年年度度以以降降のの計計画画  

  （（１１））今今後後のの課課題題  

   システム部会については、システム利用を広く促すための動機付けを行い、システム

の機能の発揮及び有用なデータの蓄積につなげる必要がある。そのためには自治体が必

要とするデータの集積が行えること、事業者自体の事務負担の軽減や新たなビジネスに

つながる発展性が必要になってくる。そのためにはシステムの活用及び需給マッチング

を行っていくために人材育成を進めて行く必要がある。 

   設計・建築部会においては、浮き彫りになった課題を解決するための情報収集と現状

分析が必要となってくる。そのためには開発されるシステムとの連携が必要となってく

る。また、工務店が必要とする県産材の品質を県内製材所が供給できるようになる必要

がある。工務店等からの需要状況を数値化した上で製材所の課題解決を業界全体で協議

していく必要がある。 

   また、全体として社会情勢から仕方がなかったとはいえ、顔を合わせての協議や横の

つながりを広げていくための研修会・交流会等がやりにくい時期が続いている。オンラ

イン会議が広まったとはいえ、やはり人とのつながり、コミュニケーションの大事さを

実感した。今後、業界全体で協力を進めて行くこと、人材育成を進めて行く上で現在の

状況の解決が課題であると思う。 

 

  （（２２））次次年年度度以以降降のの計計画画  

   システム部会については、具体的な機能構成を協議した上でシステム開発に向けて
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の実際の操作イメージの提案、画面設計の実施と提示、具体的なデータ取り扱いについ

ての提案をした上でシステム開発を進めて行く。また、業界全体のICTを活用したデジ

タル化の推進を他県の先行事例などを基に進めて行く。 

   設計・建築部会については、川下側が必要している情報の整理と川上・川中へのフィ

ードバックを進めて行く。その中で、県内プレカット工場４者の協力を得て、使用部材

毎の国産材、県産材、外材別のデータを収集し、分析結果を基に国産材・県産材への転

換を検討していく。また、鉄骨から木造への転換を進めるため、県内建築士への中規模

木造の実践研修、木造化・内装木質化物件の実物視察研修を行い、人材育成を進めて行

く。 

   全体としては人材育成及び若手を中心とした業界全体の相互理解と協力体制を深め

ていくための研修会・交流会の開催を行っていきたい。 
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令和４年３月 

 
埼玉県サプライチェーンマネジメント推進フォーラム 

事務局 森林パートナーズ株式会社 

  

 

低層建築物（住宅等）における効率的なサプライチェーンの構築支援事業 

 

事業実施報告書 
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 2 

 

１．事業の実施目的 

森林パートナーズは、国民的課題である森林・林業再生と地域材の活用促進の理念のもと、

ＱＲコード・ＩＣタグを活用したトレーサビリティシステム（e-Forester2.0）を有するプ

ラットフォーム（森林再生プラットフォーム）を提供し、新木材流通コーディネーションを

行い、地域工務店の、山元への還元を確保する原木調達を原則として、Ａ材における構造材

の合理的な加工、流通、透明な価格を実現している。工務店が、ある期間で必要とする数棟

分の構造材の寸法、数量を集計、その需要情報を逆算して必要原木のサイズ、数量に変換し、

プラットフォームに共有する。山元はその情報をもとに丸太を伐採集材し供給する。工務店

は山元から直接原木を購入し、その価格は再造林が可能な価格として設定してある。製材所

は工務店の需要情報を基に製材、乾燥を行う。工務店の具体的な住宅物件が着工すると、必

要量の製材品がプレカット工場に搬入され加工がおこなわれ、工事現場に納品される。埼玉

県秩父にて取引ルール策定のもと試行運用期間を経て、森林パートナーズは２０１７年に

設立され、複数の工務店参画の中、プラットフォームは本格運用され現在（申請時）まで約

７０棟の物件に貢献してきた。 

地域工務店と山元を直接結びつけた上記のサプライチェーンをすでに構築し実運用して

いる立場として、地場である埼玉県、秩父市行政と連携しながらさらなる発展・深化を目指

し、本事業を実施した。 

 

２．事業の実施概要 

（1） フォーラムに参加する事業者の募集・登録業務 

 今年度参画を予定していた川下の地域工務店４事業者のうち１社が本プラット

フォームでの流通を開始した。残り３社は参画に向け協議を継続中である。 
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 3 

 上記に伴う需要量増加に対応するために、川上の森林組合１事業者が参画した。

尚、ウッドショックの影響もあり木材の安定供給化の見通しが不透明であるこ

とを鑑みて、素材生産業者１事業者と参画に向け、協議・情報交換を継続中で

ある。 

 リスク発生時における遠隔地山元のサポート的参画体制の構築 

 

（2） フォーラム参加者による情報交換会の開催業務 

 当プラットフォームでは参画する川上、川中、川下の全事業者参加の体制で四

半期に１回のペースで全体会議を開催してきた。その内容をますます充実させ

る形で、情報交換会を本事業期間内で計４回開催した（8月、11月、12月、2月）。

出材・製材・プレカット加工・住宅物件着工における課題解決、オペレーショ

ン改善、ボトルネック解消を議論し合うほか、ウッドショックに関する情報を

共有した。埼玉県、秩父市がオブザーバーとして継続的に参加し、それぞれの

取組等について情報交換を行った。 

 全体会議の他に流通の各所における諸問題を解決するために分科会を都度開催

した。 

 

（3） フォーラムの参加者による木材流通の効率化を図るための地域内の実態把握及び

現行構想・計画の実行及び見直し業務 

 本年度は埼玉県庁森づくり課、秩父市森づくり課とさらなる官民連携の強化を
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 原木の品質安定のための土場機能、選木機能に係る、需要情報に合わせた見直

し（生産側の都合による選別ではなく需要にあわせた効率の良い分別機能）を

行った。 

 製材品の在庫管理の在り方を検討し、その内容をシステムに反映させ（システ

ムの新機能追加）、共有在庫によるストックヤードの省スペース化を達成した。 

 工務店増加に伴い複雑となることが予想される、工務店ごとの原木発注に係る

商流の簡素化（需要情報の一元化、ＩＣＴによる購入材のデータ編集）を実現

すべく、システム開発事業者と打合せを実施した。 

 新規参画事業者の実態を鑑みた取引ルール並びに取り決め価格の見直しを行っ

た。（新規取引ルールは現在作成中） 

 

（4） 木材ＳＣＭ支援システムの普及啓発及び活用業務 

 木材ＳＣＭ支援システム「もりんく」をプラットフォーム参画者に普及し活用

を促した。 

 

（5） 事業者のマッチング業務 
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 新規参画工務店とプレカット工場の業務提携が成立し、木材流通量の拡大につ

ながった。 

 

（6） フォーラム参加者の拡大に向けた計画的な働きかけ 

 小規模な「意欲と能力のある林業経営体」への官民連携によるサプライチェー

ン参加の支援策を協議した。（Ａ材以外の販路拡大・作業道開設の効率化・集

材方法の研究開発など） 

 サプライチェーン構築のための条件整理（当フォーラム内でのサプライチェー

ン構築における成功事例と失敗事例を根拠とする）を行い、構築のための指針

づくりに着手した。 

 住宅消費者へ向けたＰＲによる価値共感をつくる働きかけを行い、また事業の

ブランディングを継続的に推進している。 

 

３．行政との連携体制 

埼玉県農林部森づくり課との連携 

秩父市環境部森づくり課との連携 

フォーラム内の会議・情報交換会に県・市がオブザーバーとして参加し、それぞれの取組等

について情報を交換した。 

 

４．事業実施により得られた効果 

サプライチェーン構築により、安心して生産することが林業家にとって可能になり、山元

に価値還元をする仕組みにより、持続可能な林業経営につながる。そうなることで工務店へ

のより安定的な供給が可能になり、昨今のウッドショックのような他地域における市場変

動に大きな影響を受けない地域内連携による持続可能な木材産業クラスターがつくられる。 

また地域住民との価値共感、ブランディングにより、供給だけではない価値の連鎖が生ま

れ、効率性・合理性を過度に追求しがちなサプライチェーンにバリューチェーンを内包し、

長期的な流通プラットフォームとして支持されることになる。 

 

 参画工務店増加によるストックヤードの確保は、かねてよりプラットフォームの展開に

おける懸念点であった。しかしながら、本事業において工務店間の共有ストックヤード

の導入とそれに伴うシステムの改良により、当サプライチェーンでの木材需要の増大化

と安定化に関して見通しを立てられる状況に至った。 

 情報交換会を重ねることで、特にオブザーバーである行政との話し合いの場が定着し、

今後も会議を一緒に進められる関係を構築することが出来た。 

 事業内工務店の木造住宅取得者（施主）が、事業関係者で構成されたイベントに参加し、

本事業のプラットフォームの理念に価値共感し消費者間に広がった。 

 大手メディアからも注目を浴び、本プラットフォームと家づくり、森づくりに関する取

材が行われた。 
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５．今後の課題と次年度以降の計画 

 プラットフォーム参画者との継続的会議によるＰＤＣＡサイクルの循環 

 流通拡大と横展開 

 Ａ材のみではない森林資源の総合活用による山元への利益還元 

 システム強化とＤＸによる地域ベースのスマート社会実現 

 住宅産業、木材加工業、林業、マーケットの連携による地域共感共生社会の実現 

 

 

６．事業の実施期間 

    令和３年８月５日 ～    令和４年３月５日 

 

７．フォーラム活動の成果 
 木材需要者である参画工務店の増加ならびに木材供給者である素材生産業者の参画意

向取得とサポート的参画表明取得 
 行政参画の参画者による全体会議、分科会議ならびにフォーラム情報交換会の遂行 
 埼玉県、秩父市行政との継続的会議による地域実態の情報交流 
 参画工務店増加に伴うシステム機能追加、変更 
 木材SCM支援システム「もりんく」の啓発 
 他地域展開のための公演実施 
 小規模な「意欲と能力のある林業経営体」のサプライチェーン参画の支援策協議 
 住宅消費者へ向けたPR計画会議の実施 
 
８．成果創出のための具体的活動 
 理念共有、業務説明と信頼関係構築による営業、啓発活動 
 サプライチェーン構築のための情報プラットフォームの課題とその解決方策共有 
 各事業体の立場を活かしたと密な情報交流 
 要件定義作成とシステム会社への業務委託 
 「もりんく」の情報発信 
 林業経営体当事者の実態情報共有と会議の継続的実施・委託PR会社との協同による会

議 
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９．システム改善の概要 
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１０．添付資料 
   フォーラム情報交換会議事、ならびに議事録（計４回） 
   次項より 
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令和３年８月２５日 

第第１１回回  埼埼玉玉県県ササププラライイチチェェーーンンママネネーージジメメンントト推推進進フフォォーーララムム情情報報交交換換会会  
１１５５：：００００～～１１６６：：００００  

テーマ：「官民連携（埼玉県・秩父市）による埼玉モデルの進化」 
  

1. サプライチェーンマネージメント推進フォーラムの概要説明 15:00～15:20 
林野庁・日本木材総合情報センターより 

2. 埼玉フォーラムの実施概要説明 15:20～15:30 
【資料Ａ】助成金交付申請書 
（1） フォーラムに参加する事業者の募集・登録業務 
（2） フォーラム参加者による情報交換会の開催業務 
（3） フォーラムの参加者による木材流通の効率化を図るための地域内の実態把握及び現行構

想・計画の実行及び見直し業務 
（4） 木材ＳＣＭ支援システムの普及啓発及び活用業務 
（5） 事業者のマッチング業務 
（6） フォーラム参加者の拡大に向けた計画的な働きかけ 

3. 森林パートナーズ「森林再生プラットフォーム」新規参画として 15:30～15：45 
4. 「森林再生プラットフォーム」サプライチェーンの進化について 15:45～15:55 
5. その他 15:55～16:00 
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第第１１回回  埼埼玉玉県県 SSCCMM 推推進進フフォォーーララムム情情報報交交換換会会  議議事事録録  
日時：令和３年８月２５日 １５：００～１６：００ 場所：ZOOM オンライン開催 

テーマ：「官民連携（埼玉県・秩父市）による埼玉モデルの進化」 

 

林野庁 高木課長補佐より 情報提供（別紙参照） 

本流通を森林所有者の手取りを増やして事業継続を支援する山元還元を実現する、数少ない実績ある

取り組みとの認識 

もりんくの積極的な登録・活用 情報共有・掲示板作成等も期待 

 

○ウッドショックについて 

アメリカの新規住宅需要による製材品の減少 コロナ以前比２３％減少 

コンテナ運賃 コロナ前に比して２倍を超える水準 

杉柱材 ５.２万円→１２万円 （木材建材ウィークリー 日刊木材新聞） 

原木 

・杉 九州の原木が異常な高騰 

・桧（西日本に産地）についても軒並み２、３倍 

盆明けから素材生産が本格化するが、今後長雨等の影響も予測される。 

製材所 今年 3 月から例年ベースでフル稼働状態８割近くが 原木・労働力・乾燥機不足から稼働が 

５０％以下のところも 

住宅着工戸数 対前年比１０％減少 ２０２１年１－６月期は去年同時期に比して ３.３％しか戻していな

い 

 

○林野庁の対応 

緊急短期の対応 受給情報連絡協議会を森林管理局の単位で開催  需給情報の共有林野庁 HP 

過剰在庫の抑制（買い占め）高強度の輸入材 国産材代替の工夫の情報共有 

中期的 ハウスメーカー国産材安定需要獲得  

需要側主導でないと川上川中は設備投資しづらい実情 

国産材供給拡大・競争力強化のため加工工場の整備支援 に向け予算要求の最中 

３１００万 m３ R7 年度４２００万 m３を目標としている。 

○基本計画 

森林の適正な管理 効率的な SC 構築 

相互利益の拡大 再造林 

○公共建築物木材利用促進法の改正（6 月公布） 対象が公共建築物から建築物一般に拡大 

少子化 住宅需要が減る 建材需要を公共建築物で下支え 10 月 1 日施行  

○R3 年度取り組み状況 全国１６箇所に設置 

北海道 広葉樹の安定供給 

茨城県 川下の設計事務所が事務局  

静岡県 鈴三材木店 需要を束ね共同発注・在庫の共有 SC として稼働 

徳島県 ウッドショックを受けて外材から県産木材転換への取り組み 

大分県 大分県造林素材生産事業協同組合 大型パネル工法 遠方にあったプレカット工場を県内に 

 

事務局間の交流 情報共有 他所の事務局の動きで気になることがあれば繋ぎたい 

 

情報センター 永井国内情報部長より （情報センターより共有された画像を参照） 

８・２４日現在 ５５３件 年度末までに１０００事業体を目標としている 

 

小柳社長より フォーラム事務局として 

効率化のみに主眼を置いたサプライチェーンではなくバリューチェーンを構築していく 

川上 素材生産業者事業体 勧誘 

官民連携でのゾーニング 
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製材品の在庫管理のあり方 デリバリー機能の充実 

発注関係の簡素化 取引ルール 

もりんく活用業務 参画者は整っているがさらに増やすため活用 e-forester2.0 ともりんくの連携 

アカデミア SC 構築に必要な要素 

消費者の共感 効率のみを追い求めた SC ではなく バリューチェーン 

 

〇規約の共有 新規参画  

〇当フォーラム会長の選定 金子製材所社長金子社長 

 

金子社長より  

山側の気づかなかった問題が顕在化してきた 全国的に同様に起こりうる 

秩父の森林がなぜ都市部に供給されないか 

川上側が信用する川下 川下側がダイレクトに話ができる川上 

一年と期間は短いが SPC が蓄積した分があるので 

 

新規参画者ご紹介（広域森林組合 柳原さん、山中工務店 ご欠席、Ogawa-Tec. 森本さん、アース 橋

本社長） 

 

 

秩父市 牧野主幹より 

都心からほど近い秩父林業の伸びしろ 

地域活性化を見据えて 

 

埼玉県庁 村上主幹より 

角中林業とのスマート林業への取り組み 

木材情報のデジタル化 川下側への共有する取り組み 

以上を県産木材拡大事業の補助事業で推進 

去年から開始しテコ入れの時期 要望等があれば汲み上げたい意向 

 

島崎社長より 

パワービルダー３社が国産材活用推進 年内の木材調達は目処がたったという 日刊木材新聞の記事 

実情は絵に描いた餅 機能していない 

問題を共有して根気よく解決することが肝要 

 

山中社長より 山林の所有者 素材生産に挑戦したトライ＆エラー を踏まえた知見を活かせれば 

 

大野社長より 施主の満足度が高い 地域材を用いた住宅 ウッドショックは、目に見えない流通体制の価

値を共感していただける状況として解釈できる 

 

伊佐会長より ビジネスとしてやってきた流通・ハイウェイ 新しい木材価値を取り込んで拡大していきたい 

日本の文化・美の源である木材と 人間の命を繋ぐ森林資源としての木材 

理念と椎野教授の学問と結びつけて発足 

ASKUL ITOYA 文具を買う時にある選択肢 

木材の付加価値を追求していきたい。 

 

情報センター 大屋敷様より  

規約の表現について もりんく活用について生かしてほしい文言を小柳事務局長と打ち合わせ 
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消費者の共感 効率のみを追い求めた SC ではなく バリューチェーン 

 

〇規約の共有 新規参画  

〇当フォーラム会長の選定 金子製材所社長金子社長 

 

金子社長より  

山側の気づかなかった問題が顕在化してきた 全国的に同様に起こりうる 

秩父の森林がなぜ都市部に供給されないか 

川上側が信用する川下 川下側がダイレクトに話ができる川上 

一年と期間は短いが SPC が蓄積した分があるので 

 

新規参画者ご紹介（広域森林組合 柳原さん、山中工務店 ご欠席、Ogawa-Tec. 森本さん、アース 橋

本社長） 

 

 

秩父市 牧野主幹より 

都心からほど近い秩父林業の伸びしろ 

地域活性化を見据えて 

 

埼玉県庁 村上主幹より 

角中林業とのスマート林業への取り組み 

木材情報のデジタル化 川下側への共有する取り組み 

以上を県産木材拡大事業の補助事業で推進 

去年から開始しテコ入れの時期 要望等があれば汲み上げたい意向 

 

島崎社長より 

パワービルダー３社が国産材活用推進 年内の木材調達は目処がたったという 日刊木材新聞の記事 

実情は絵に描いた餅 機能していない 

問題を共有して根気よく解決することが肝要 

 

山中社長より 山林の所有者 素材生産に挑戦したトライ＆エラー を踏まえた知見を活かせれば 

 

大野社長より 施主の満足度が高い 地域材を用いた住宅 ウッドショックは、目に見えない流通体制の価

値を共感していただける状況として解釈できる 

 

伊佐会長より ビジネスとしてやってきた流通・ハイウェイ 新しい木材価値を取り込んで拡大していきたい 

日本の文化・美の源である木材と 人間の命を繋ぐ森林資源としての木材 

理念と椎野教授の学問と結びつけて発足 

ASKUL ITOYA 文具を買う時にある選択肢 

木材の付加価値を追求していきたい。 

 

情報センター 大屋敷様より  

規約の表現について もりんく活用について生かしてほしい文言を小柳事務局長と打ち合わせ 
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参加者 敬称略 

 

有限会社角仲林業 山中 敬久 会長 オンライン 

有限会社角仲林業 山中 浩義 社長 オンライン 

磯村産業株式会社 田沼 俊宏 部長 オンライン 

磯村産業株式会社 土屋 啓介 所長 オンライン 

金子製材株式会社 金子 真治 社長 オンライン 

島﨑木材株式会社 島﨑 政敏 社長 オンライン 

島﨑木材株式会社 寺井 章 部長 オンライン 

大野建設株式会社 大野 哲矢 社長 オンライン 

秩父広域森林組合 柳原 登 専務理事 オンライン 

秩父広域森林組合 門平 宗久 課長心得兼木材センター所長 オンライン 

株式会社 Ogawa-Tec 出田 謙一 社長（代理：森本様） オンライン 

株式会社アース 橋本 雅志 社長 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 伊佐 裕 会長 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 辻 哲 特別顧問 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 村田 弘邦 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 前川 優行 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 小柳 雄平 社長 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 小柳 誠志郎（アルバイト） オンライン 

地域行政参加者 敬称略 

埼玉県庁 森づくり課 村上 豊 主幹 オンライン 

秩父市 森づくり課 牧野 裕介 主幹 オンライン 

   

林野庁及び実施主体参加者 敬称略 

林野庁 木材産業課 高木 望 課長補佐 オンライン 
全国素材生産業協同組合連合会 小山 富美男 専務理事 オンライン 

一社全日本木材市場連盟 柱本 修 専務理事 オンライン 

一社全日本木材市場連盟 立花 登 事務局長 オンライン 
一財日本木材総合情報センター 永井 寛 国内情報部長 オンライン 
一財日本木材総合情報センター 大屋敷 恭範 担当 オンライン 

 

記録：小柳 誠志郎 

  

209



 14 

令和３年１１月１０日 
第第２２回回  埼埼玉玉県県ササププラライイチチェェーーンンママネネーージジメメンントト推推進進フフォォーーララムム情情報報交交換換会会  

１１４４：：４４００～～１１６６：：００００  
テーマ：「秩父モデルのチェックと埼玉秩父材の活用促進と価値最大化」 
 
議題 

1. プラットフォーム参画者の増加にともなうシステム改良について 14:40～15:00 
システムの見直し 
 

2. プラットフォーム参画者入会について 15:00～15:10 
取引ルールの拡充 
 

3. 埼玉県内の木材流通サプライチェーンに係る実態把握とモデルの見直し  
15:10～15:45 
 

4. その他 15:45～16:00 
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第第２２回回  埼埼玉玉県県 SSCCMM 推推進進フフォォーーララムム情情報報交交換換会会  議議事事録録  
日時：令和３年１１月１０日 １４：４０～１６：００ 場所：ZOOM オンライン開催 

テーマ：「秩父モデルのチェックと埼玉秩父材の活用促進と価値最大化」 

 
SPC 前川より システム改良について解説（別紙参照） 

システム改良が完了し次第、操作マニュアルを改訂し金子製材（株）へ送付する。 

 

SPC 社長 小柳より プラットフォームへの参画者新規入会について 

決算数字以外にも理念に共鳴する工務店を参画者の候補とする。カード会社による与信の管理の導入を検

討中。 

 

〇サプライチェーンの実態把握とモデルの見直し 

森林施業提案書に基づく資料作成について 

・金子製材 金子社長より 

広さ・勾配等いろいろなパターンで伐倒・造材・集材をしているところの数字を取り入れて、資料を作成するの

が良い。 

プロフェッショナルを集めて会合の機会を設け、知見を得るべき。 

・SPC 社長 小柳より 

現行の参画者等で山を実際に見ながら、どこを拠点に、どう出材すべきかを議論する機会を設けたい。 

 

その他ご意見として 

・角仲林業 山中社長より 

伐倒・造材・出材等、経営の難しい山では間伐をしながら天然林に戻し、手間をかけずに天然更新で維持で

きれば良い。 

国や自治体がインフラとして山のデータの３Ｄデータ化を行うべき。 

・SPC 社長 小柳より 最終的な目標年間棟数について 

500 棟が一地域の流通における目標数字と認識している。 

 

参加者 敬称略 

有限会社角仲林業 山中 敬久 会長 オンライン 

有限会社角仲林業 山中 浩義 社長 オンライン 

金子製材株式会社 金子 真治 社長 オンライン 

島﨑木材株式会社 寺井 章 部長 オンライン 

大野建設株式会社 大野 哲矢 社長 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 伊佐 裕 会長 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 辻 哲 特別顧問 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 村田 弘邦 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 前川 優行 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 小柳 雄平 社長 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 小柳 誠志郎（アルバイト） オンライン 

地域行政参加者 敬称略 

埼玉県庁 森づくり課 村上 豊 主幹 オンライン 

林野庁及び実施主体参加者 敬称略 

林野庁 木材産業課 枝窪 圭人 流通担当専門職 オンライン 

全国素材生産業協同組合連合会 小山 富美男 専務理事 オンライン 

一社全日本木材市場連盟 立花 登 事務局長 オンライン 

一財日本木材総合情報センター 永井 寛 国内情報部長 オンライン 

一財日本木材総合情報センター 大屋敷 恭範 担当 オンライン 

一財日本木材総合情報センター 佐々木 担当 オンライン 
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令和３年１２月１６日 
森森林林パパーートトナナーーズズ  オオンンラライインン全全体体会会議議のの議議題題  

第第３３回回  埼埼玉玉県県ササププラライイチチェェーーンンママネネーージジメメンントト推推進進フフォォーーララムム情情報報交交換換会会  
１１３３：：００００～～１１５５：：００００  

主要テーマ：「秩父モデルの強化と進化機能開発」 
① 秩父モデルの展開（5 社：７０－１００棟）と報告、２０２１年度原木発注 秩父エリアにおける

木材流通の近況の確認と共有 
Ａ プラットフォーム反省点 13:00～13:20 
  【資料 1】プラットフォーム管理レポート・各推移表・第 1 クール総括資料 
  棚卸報告 
  ストックヤードのデリバリー機能の効率化 
Ｂ 原木発注確認と原木・製材品納品時期について 13:20～13:40 
  【資料２】２０２１年度第 1 クール原木発注資料 
  伊佐ホームズ・大野建設・アース 
  ウッドショックの中での対応と価格変動 
  今年度の出荷状況の報告 角仲林業・金子製材 
Ｃ 原木調達サポート体制強化策として 13:40～13:50 
  金山町森林組合との連携 【資料 3】品目内訳書 

 
② プラットフォームの新機能開発 13:50～14:20 

金融プラットフォームの導入について 【資料 4】 
 

③ 埼玉モデルの普及・啓発として 14:20～14:55 
Ａ 九都県市首脳会議（1 月 21 日） 
  埼玉県森づくり課 
Ｂ 令和３年度木材産業・木材利用（実践・輸出戦略）研修（1 月 26 日） 
  森林総合研修所 
Ｃ WOOD コレクション（モクコレ）出展（2 月 1 日・2 日） 
  東京都主催 埼玉県ブース 
 

④ その他 14:55～15:00 
総括 
朝日新聞 
取締役会 1 月 
次回日程 
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第第３３回回  埼埼玉玉県県 SSCCMM 推推進進フフォォーーララムム情情報報交交換換会会  議議事事録録  
日時：令和３年１２月１６日 １３：００～１５：００ 場所：ZOOM オンライン開催 

主要テーマ：「秩父モデルの強化と進化機能開発」 

 

〇プラットフォームの報告 

プラットフォーム問題点について SPC 社長 小柳より 別紙（プラットフォーム管理レポート）参照 

システムの名義変更機能は今年中に完成の見込みである。 

2 次加工済んだ戻り材が発生したのは小屋束等を効率的にとったためであり、これについては材が痛まないうち

に物件に使用する。取決め案を SPC から追って提示し、取引ルールにも反映する。 

山元の体制によってとるべき還元の方法が異なる。参画各社と協議の上作りこんでいく。 

 

11 月 15 日の棚卸について報告 SPC 前川より 

伊佐ホームズはおよそ 1800 本 大野建設およそ 1100 本。 

出荷時に減算するよう切り替えたので在庫数量はより正確になるはずだが、在庫数量と棚卸数量のズレが確認

された。これについては調査中であるが、棚卸時にリーダーの操作を誤った可能性がある。ICタグで読み取った

数量を反映させていく。 

また 105 角の柱についてのみ再度数量確認するなどの対応を検討中である。 

 

ストックヤードのデリバリー機能の効率化について SPC 前川より 

現状の倉庫状況だと 1 日 1 棟が限界であり、 100 棟を視野に入れるのであれば、入出庫を迅速にできる体制

を整える必要がある。埼玉県全体で、流通を考えた倉庫機能が必要である。 

 

〇原木・製材品納品時期について 

今年度の出材について 角仲林業 山中会長より 

所有者は山中会長である。 

間伐で 5.5ha、スギ林はそのうちは 2.5ha、スギ材だけでおよそ 160 ㎥である。 

細い杉（径級 16-18）が今までに比して多く 80 ㎥程度出材できる。 

 

SPC 社長 小柳より 

金子製材様には当初の発注数量の全数を揃えていただき、柱材に関しては今後必要になるため、重複する分

も購入する方が良いと考えている。工務店などと打合せをしつつ進める。 

伊佐ホームズでは 1 月中の 1 棟上棟分は在庫数量で賄える。 

大野建設の在庫と上棟スケジュールを確認し材の不足のないよう調整していく。 

 

ウッドショック下の市況と製材のスケジュールについて 金子製材金子社長より 

製品市場の方は安定しているか下降気味である。静岡以西では山の方の買いを伐採業者が手控えていて、ヒノ

キ材が不足気味である。関東ではスギ材が予想に反し国有林から出てこなかった。埼玉県小鹿野、秩父群馬県

素生協、多摩原木センターについては高止まりである。 

発注数量について原木を確保しており、群馬の原木市場を主として、森林組合、国有林から手配している。非

住宅の物件が多く 1 月ころまでそちらにかかりきりになるが、２月中旬から後半には製品化の見込みである。 

また各工務店が 3.5 角 4 寸角について在庫の置き場を統一する措置を速やかにとることを希望する。 

 

〇原木調達サポート体制強化策として金山町森林組合との連携について 

ＳＰＣ社長 小柳より  

山形県金山町森林組合からは、4-5 か月を要するものの、ヤング係数を確保しつつ出材が見込める。災害時な

ど緊急対応の為、遠隔地との連携を模索する。 

日本全域をカバーするためには、材はあるが消費地が近くにない山も活用していく必要がある。 

 

島﨑木材 島﨑社長より 

材質についてはよく確認が必要であり、一概に等級 1 トと言っても仕分けが製材所地域により異なる。20 パーセ

ントを切ってから曲がり縮みが起きるので組合で対応が可能かどうか確認が必要である。 

また、原木、製材の価格が下落気味に推移する可能性も加味し動くべきである。 
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〇金融プラットフォームの開発・導入について 

SPC 社長 小柳より  

ppt 資料について後ほど配布する。工務店が複数化することを キャッシュレス化、カード会社による与信管理、

データ蓄積による DＸ化を目標とする金融プラットフォームを構築すべく、三井住友トラスト（ダイナースカード）、

ビジネスラリアートと打合せ中である。当面プレカット工場―工務店間での運用を想定している。見積について

回答を待っており、年会費、手数料についても具体的には提示されていない。 

新規工務店への審査については 2 段階の形をとる。山への利益還元という理念の共有を前提とし、3 年間の決

算状況、会社概要等を勘案して是非を決定する。支払い能力についてカード会社が担保する仕組みとなる。 

工務店の数が増え、工務店の商圏、顧客層が重なる場合が想定されるが、SPC を窓口とし、役員会にかけるな

ど取締役に話をしながら決定する。 

 

金子社長より 

賃加工のみであればクレジット会社と提携する必要はない。 

 

〇埼玉モデルの普及・啓発 

・九都県市首脳会議について 埼玉県森づくり課主幹 村上様より 

埼玉県から地域材利用による森林循環利用を提案した。 

1 月 21 日にウェビナーを開催する。森林パートナーズ、アトリエフルカワが講演する予定である。 

・WOOD コレクション（モクコレ）について ＳＰＣ社長 小柳より 

島崎木材からのご推薦で森林パートナーズとして出展する。参画各社の PR をいれつつ展示していきたい。軸

組、QR コード貼付原木、IC タグ貼付材 JAS 印字を見せつつ展示していく 

モクコレに関して 大屋敷様 

16 のフォーラムからも出展があるので、訪問・交流を図ってもらいたい。 

角仲林業 山中会長より 

ＮＨＫがＣＯ２の吸収量は若い木でないといけない、という内容の放送をしたが、これは本来とるべき計測の手法

によるものでない。 

上記を受けて SPC 社長 小柳より 

啓発に際して、発信物については注意を払って作成していく。 

 

〇その他 SPC 社長 小柳より 

・12 月 3 日付けの朝日新聞の夕刊に掲載された。 

・取締役会を来年 1 月に開催する。 

・また次回フォーラム会議並び全体会議は来年 2 月 9 日水曜を予定している。 
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参加者 敬称略 

有限会社角仲林業 山中 敬久 会長 オンライン 

有限会社角仲林業 山中 浩義 社長 オンライン 

金子製材株式会社 金子 真治 社長 オンライン 

島崎木材株式会社 島崎 政敏 社長 オンライン 

島﨑木材株式会社 寺井 章 部長 オンライン 

大野建設株式会社 大野 哲矢 社長 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 伊佐 裕 会長 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 辻 哲 特別顧問 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 村田 弘邦 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 前川 優行 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 小柳 雄平 社長 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 小柳 誠志郎（アルバイト） オンライン 

地域行政参加者 敬称略 

埼玉県庁 森づくり課 村上 豊 主幹 オンライン 

秩父市 森づくり課 牧野 裕介 主幹 オンライン 

   

林野庁及び実施主体参加者 敬称略 

林野庁 木材産業課 永島 瑠美 課長補佐  オンライン 

林野庁 木材産業課 長谷川 太一 木材専門官 オンライン 

一社）全日本木材市場連盟 立花 登 事務局長 オンライン 

一財）日本木材総合情報センター 大屋敷 恭範 国内情報部 担当 オンライン 
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令和 4 年 2 月 9 日 
森森林林パパーートトナナーーズズ  オオンンラライインン全全体体会会議議のの議議題題  

第第 44 回回  埼埼玉玉県県ササププラライイチチェェーーンンママネネーージジメメンントト推推進進フフォォーーララムム情情報報交交換換会会  
１１３３：：００００～～１１５５：：００００  

主要テーマ：「ウッドショック対応と事業展望・フォーラム概括」 
⑤ 秩父モデルの展開（5 社：７０－１００棟）と報告、２０２１年度原木発注 秩父エリアにおける

木材流通の近況の確認と共有 
Ａ プラットフォーム管理報告 13:00～13:30 
  【資料 1】プラットフォーム管理レポート【資料２】発注内容資料 
  ストックヤードのデリバリー機能の効率化 ２月実施確認 
Ｂ ウッドショック下での価格変動／今年度の出荷見込みについて 13:30～13:40 
  ・金子製材より 製材所調達での価格について 
  ・秩父広域森林組合 
C 来年度の原木供給と発注数量 13:40～13:55 

金子製材・木村木材フォレスト 
D 新規参画として 13:55～14:00 
  立見建設（前橋） ヒアリング近日予定 

 
⑥ システム改良の経過報告 14:00～14:20 

【資料３】システム改良資料 220204 
 

⑦ 来年度の取組み 14:20～14:30 
A ＪＢＮと協同 
B プラットフォーム DX 

 
⑧ 埼玉モデルの普及・啓発として 14:30～14:40 

Ａ 九都県市首脳会議・林野庁研修・モクコレ・アルセッド建築研究所 報告 
B 森林パートナーズの PR として BtoBC 

 
⑨ その他 14:40～15:00 

もりんく 加入について 
フォーラム総括 
取締役会 
次回日程 
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第第４４回回  埼埼玉玉県県 SSCCMM 推推進進フフォォーーララムム情情報報交交換換会会  議議事事録録  
日時：令和４年２月９日 １３：００～１５：００ 場所：ZOOM オンライン開催 

主要テーマ：「ウッドショック対応と事業展望・フォーラム概括」 

 

〇プラットフォーム管理報告として 森林パートナーズ 小柳社長より 

2 月 9 日時点で今年度大野建設では１６棟、伊佐ホームズでは 6 棟の物件が、本流通を経た SP 材を使用し上

棟している。（尚、伊佐ホームズ棟数実績について前回報告数字の誤りがあり、正しくは 4 棟であった。） 

新規参画の工務店、アースではすでに島崎木材でプレカットを始めている。今後 SP 材流通に本格的に参画し

ていく予定である。 

製品供給について、金子製材からは 2 月いっぱいで柱材を、さらに 3 月いっぱいで横架材まで揃えられる、との

見通しが出ている。 

また向こう 2 か月で大野建設 6 棟、伊佐ホームズ 3 棟が動く予定である。 

アースでは島﨑木材へ 2 物件のプレカットの依頼をしており、うち 1 棟については SＰ材を使用する予定である。 

問題点については別紙（資料１ プラットフォーム管理レポート）参照のこと。 

 

〇ウッドショック下での木材流通について 島﨑木材 寺井部長より 

市場は合板の確保が難しい。その関係でどのプレカット工場も１００％稼働できていない。その傾向は今年いっ

ぱい続く見込みである。 

東北のセイホクグループでは丸太をめぐり製材所や集成材メーカーとの奪い合いも見られる。働き方改革もあり

マンパワーでの生産体制もとれない中、物件の依頼は多く来ている。 

木材は今後高値安定していく見込みである。 

また自社で丸太を購入することを検討するメーカーも出てきていて、ウッドショックの影響を受けて土台・柱・梁等、

国産材への関心が高まっている。 

森林パートナーズの本取組みについては、その独自の流通により一般流通材に比較して、物件の納期にさほど

遅れることなく対応ができた。安定供給に資するものであった。 

 

〇製材所調達の価格について 金子製材 金子社長より 

東京埼玉エリアでの製品価格はウッドショック前に比してスギ材で 1.5 倍、ヒノキ材は 2 倍強 （原木では 3 倍）に

上昇している。これらの価格が急激に下がることはないと予測している。 

他方、合板が市場に少なくなっていて、スギ材ヒノキ材の製材品を買ってもすぐにプレカット加工できない事態が

部分的に発生している。製品市場から購入する業者は、材をストックする場所もないうえ、木材価格の下落も視

野に入れ、買い控える。その結果として、一時的に原木価格は下がり基調である。顕著な例として東京近郊のヒ

ノキ材はウッドショック前の価格水準に戻りつつある。 

本来の森林パートナーズの考え方によれば、このような木材の市場価格の乱高下に即座に対応するべきではな

いが、再造林等も視野に入れた本来あるべき山の経営を考えるのであれば、現在の北関東の平均市場価格１６

０００-１７０００円（ウッドショック前から 3 割から 5 割増）を基準に原木の購入価格を見直す必要がある。 

また重油の価格が上がり乾燥経費も上がっている。秩父地域の林業では労働市場の問題もある。 

上記を総合的に考慮して製材所調達価格として価格は従来の 30％増し程度が、適正な国産材の価格ではな

いかと考えている。その中の 5％をプラットフォーム利用料とするのがよい。原木も同様。 

具体的には 16500 円前後で購入した丸太に 1500 円-2000 円の運送料と、その他経費、リスクを鑑みて 20000

円くらいが妥当との認識をもっている。 

 

上記を受けて 森林パートナーズ 小柳社長より 

原木の購入価格を検討したうえで、それが物件としてどれくらいの価格上昇が反映されるか算出する。補助金な

しでの林業経営を見据えるには更なる研究が必要である。 

 

〇来年度の出材状況について 

角仲林業 山中会長より 

今年度の出材の径級・本数については分らない。 

長野県では既に県独自のシステムを運用しているが、今後は国か県が森林資源の算出をすることを前提として

もらいたい。 
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磯村産業 土屋様より 

昨年度から国有林の製品生産の請負事業に集中していた。事業期間は 3 年間で、来年度いっぱいまで続く。 

国有林の立木販売で落札した２物件、計 4000 立方が今年搬出期限となり、請負とは別で丸太を生産する予定

である。但し、皆伐での伐採かつ 70 年生で柱には適さない内容になる見込みである。 

搬出期限の関係で社有林には今年いっぱい手が回らない 

 

木村木材フォレストについて 森林パートナーズ 小柳社長より 

木村木材フォレストでは年間 5000 立方程度搬出している。3 月までに発注量を伝えられれば出材に対応できる

とのことである。 

懸念点としては、山土場を持たない出材形態のため A 材 B 材が混ざった形で販売形態をとっていることである。

これについては金子製材の製品化との回転のバランスを鑑みつつ検討していく。 

 

〇新規工務店参画について 小柳社長より 

大野建設大野社長からの紹介で、年間 20 棟程度注文住宅を受注する、前橋市の立見建設が参画を検討して

いる。今後島崎木材寺井部長を交えて打合せを予定している。 

 

〇システム改良の経過報告 森林パートナーズ 小柳社長より 

別紙【資料３】システム改良資料 220204 参照 

 

〇来年度の取組みについて 森林パートナーズ 小柳社長より 

１，ＪＢＮと協同し、他地域での展開を計画している。 

平時で構築したサプライチェーンが地震・水害等の有事の際に必要となる応急仮設住宅に対してどのように活

用できるかを研究することを熊本県で進めて行くことを検討している。 

２，クレジットカード会社との連携を含め、プラットフォームの DX 化を進め行き、地域のデジタル戦略に落とし込

んでいきたいと考えている。 

その中で BCD 材の流通や、地域内の工務店の住宅着工件数と埼玉県内の出材量をデータ化しそれらを紐づ

ける等の試みを、専門家を交えつつ進めて行きたい。 

またアトリエフルカワ古川様を交えて設計の寸法と木材の木取りについて研究していく取り組みも検討している。 

 

〇埼玉モデルの普及・啓発として 森林パートナーズ 小柳社長より 

九都県市首脳会議・林野庁研修・モクコレ・アルセッド建築研究所 報告 

九都県市首脳会議の動画については、可能であれば動画を共有する。林野庁の研修として 3 回目となる森林

総合研究所での講演を行った。森林パートナーズの取組の水平展開に期待が持てるものとなった。またモクコレ

展示会はコロナの影響により中止となる。アルセッド建築研究所からの取材を受け、連携と理念への共感・賛辞

を頂いた。 

 

〇フォーラムの総括 森林パートナーズ 小柳社長より 

本フォーラムを通してシステム構築や事業者募集について一定の成果を得られた。 

情報交換会 4 回を終えたが、今後も分科会等を開催しつつ、地域の木材流通の効率化を図るための実体把握

を官民連携した取組として継続していきたい。 
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参加者 敬称略 

有限会社角仲林業 山中 敬久 会長 オンライン 

有限会社角仲林業 山中 浩義 社長 オンライン 

磯村産業株式会社 土屋 啓介 所長 オンライン 

金子製材株式会社 金子 真治 社長 オンライン 

島﨑木材株式会社 寺井 章 部長 オンライン 

大野建設株式会社 大野 哲矢 社長 オンライン 

株式会社アース 橋本 雅志 社長 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 伊佐 裕 会長 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 小柳 雄平 社長 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 辻 哲 特別顧問 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 村田 弘邦 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 前川 優行 オンライン 

森林パートナーズ株式会社 小柳 誠志郎（アルバイト） オンライン 

地域行政参加者 敬称略 

秩父市 森づくり課 牧野 裕介 主幹 オンライン 

   

林野庁及び実施主体参加者 敬称略 

林野庁 木材産業課 永島 瑠美 課長補佐  オンライン 

全日本素材生産業協同組合連

合会 

川端 省三 参事 オンライン 

一社）全日本木材市場連盟 立花 登 事務局長 オンライン 
一財）日本木材総合情報センター 大屋敷 恭範 国内情報部 担当 オンライン 
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【静岡県 SCM 推進フォーラム事業実施報告書】 
作成者 静岡県 SCM 推進フォーラム 会長 鈴木諭 

１１．．事事業業のの実実施施目目的的  
昨今のウッドショックの影響は建築産業に多大な影響を与え、川下の住宅価格高騰と、建設
着工遅れ、構造計算の見直し等の問題が顕著になり、近年では経験のしたことのない部材調
達難という現状に陥っている。この要因は、いくつもの要因が起因しており、森林産業及び
建築産業の脆弱性を表面化させることになった。 

 
 
 

木材自給率は、４０％に近い水準まで上がってきているが、（図 1 参照）パルプ用材、合板
等の用途での比率が依然高い状態であり、住宅建築の柱となる構造用用途の水準は横ばい
の状態である。 

 
 

このように住宅建築の大半を占める構造用
用材は依然として外材に頼る状態（図２参照）

となっており、米松を始め、欧州材といった集成材の供給が滞ることで一気に住宅建築にし
わ寄せがくることとなった。 

図 1 木材自給率動向 

図２木造軸組住宅の部材別木材使用割合 
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また、昨今の物流機能の進歩により、在庫を極力
減らした体制での経営が主流となっており、各セ
クションの在庫が不十分だったことも混乱を招く
要因となっている。 
さらに、ＰＣの台頭（図３参照）によって住宅建
設サイクルは非常に速いペースとなっており、住
宅建設情報がＰＣ工場での共有となっているケー

スも散見され、より川上の生産と川下の消費にミスマッチ（図４参照）が起こっているのが
現状である。 

 
 

 
 

これらのことから、 
・生産情報（原木在庫状況）の見える化 
・各セクションによる適正在庫の共有 
・住宅建築情報の見える化 
・建築に関わる設計ルールの共有 
を図ることで、川下と川上の情報を共有し、見込み生産から計画生産、在庫負担を減らす設
計手法をルール化し、住宅仕様部材の簡素化を図り、製造負担を減らすことで計画生産を容
易にし、繁忙、閑散のリスクを回避しながら年間の販売目標を設定することで今回のウッド
ショックによる影響を受けない、地域材の流通を目的とする。 
 

図３木造軸組構法におけるプレカット率 

図４県産材の地域内供給における課題 
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２２．．事事業業のの実実施施概概要要  
計画生産に必要となる、原木供給（森林組合・県森連）、製材工場、ＰＣ工場、工務店の賛
同者を募り、各セクションごとの意向調査を行う。また、業務スキームを全体で共有し、ど
の部分を改善すれば、建築流通の負担ストレスを軽減できるかを探る。 
地域 SDGS の実践を本フォーラムの最重要目標事項に掲げ、木材業界のみならず他業界の
SDGS の取り組み等も研究を進め、木材利用を軸とした取り組みの構想を検討する。 
また、本フォーラムの参加者をより多く募るために、参加者へのインセンティブ付与も検討
を進め、そのために地域金融機関との関係性を構築し、中期的な視点で本フォーラムの新し
い金融サービスの可能性を探る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．行政との連携体制 
静岡県内で行うセミナー及び情報交換会への参加（オブザーバーとして）をし、行政施策と
の関連付けを検討。よりサプライチェーンが強固となるような施策を本グループと意見交
換を行う。 
また、地域金融機関との意見交換等にも積極的に参加を要請し、行政のサービスと金融機関
のサービスの立場から意見、アドバイスを頂き今後の行政サポートの検討を進めて行く。 
 
 
 
 
 

３３．．事事業業実実施施にによよりり得得らられれたた効効果果  
川上の計画生産に対する難しさ、需要に対する供給責任の難しさを意見交換を通じ改めて
痛感することとなった。 
伐採計画は、あくまで仮の搬出量を算出できるにとどまり、需要者が求める製品に置き換え
ることは非常にリスクのある行為であり、住宅の部材は多岐にわたる中で、全てを保証する
ことは、川上にとって非常にリスクのある行為となることが分かった。 
上記理由で、今年度の参加はオブザーバーとして参加することに留まる結果となった。 

情情報報のの見見ええるる化化 供供給給力力強強化化 供供給給安安定定化化 
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３３．．事事業業実実施施にによよりり得得らられれたた効効果果  
川上の計画生産に対する難しさ、需要に対する供給責任の難しさを意見交換を通じ改めて
痛感することとなった。 
伐採計画は、あくまで仮の搬出量を算出できるにとどまり、需要者が求める製品に置き換え
ることは非常にリスクのある行為であり、住宅の部材は多岐にわたる中で、全てを保証する
ことは、川上にとって非常にリスクのある行為となることが分かった。 
上記理由で、今年度の参加はオブザーバーとして参加することに留まる結果となった。 

情情報報のの見見ええるる化化 供供給給力力強強化化 供供給給安安定定化化 

対照的に、川中、川下の本フォーラムに対する期待度は非常に高いものがあり、特に川下側
での参加が多く見受けられ、安定供給の必要性を改めて感じる結果となった。 
川下中心のグループ構成となることで、現在の住宅事情、求めている最終消費者に近い意見
を多く集約できることとなり、川上の危惧する点を解消しながら、川下の要望に応えるべく、
住宅に使用するすべての木材を「地域材」とするのではなく、現状「外国産材」の使用をし
ている部材の中から、アイテム数を絞り、年間を通して「地域材」に置き換えていくことで
徐々に外国産材から国産材へシフトしていく方向性で進めて行くことで来年度以降の本グ
ループの方向性を固めることが出来た。 
また、本フォーラムの取り組みを全ての事業者が winwin となるべく、インセンティブの構
想も立ち上げ、地域金融機関 3 社と継続的に意見交換を行い、行政の参加も頂きながら公
平性のある金融サービスの検討を進めることが出来た。 
行政や、金融機関発信の金融サービスでなく、使い手側の要望を知ることで、より消費者に
とって使いやすい、利用意義のあるサービスの開発を継続して行っていく。 

 

４４．．今今後後のの課課題題とと次次年年度度以以降降のの計計画画  
計画生産に一番懐疑的な川上の本フォーラムへの参加が最重要課題として挙げられる。供
給責任が川上に矛先が向かないような、川下側の情報提供の精度、川中側の情報の交通整理
と受注の見える化など、より使い手、作り手の垣根を超えたフラットな関係性づくりが今後
の最重要課題。 
来年度以降は、仕様部材を絞り込み年間消費量の算出を行い、供給の透明性を確保し、住宅
に使用される「地域材」の使用率を上げていく。 
また、地域金融機関とも協議を継続し、新たな金融サービスの可能性を探っていく。 
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低層建築物（住宅等）における効率的な 
サプライチェーンの構築支援事業 
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１．事業の実施目的 

戦後造成された人工林資源が充実し、本県のスギ・ヒノキ人工林は11令級以上

の森林が半数を超え、その利用が課題となっている。特にスギは大径化している

が、需要低迷から取引価格が低迷し、それが起因し生産も低調となっている。低

層建築（住宅等）における木材需要の多くはプレカット加工を経ているが、需要

の多くを占める梁桁・柱等の構造材料は集成材やＫＤ材が使われており、海外か

らの資源に依存している状況である。 

こうした中で、今回の「ウッドショック」は木造住宅着工に大きな影響を及ぼ

すことが懸念され、新型コロナ感染症がいまだ収束しない中、先行き不安の消費

者心理が購買意欲の低迷にもつながるなど、厳しい状況が続くと見込まれている。 

本県は昭和４０年代に徳島市に臨海型木材工業団地が造成され、木材加工やプ

レカット工場、木材卸・販売業等が集積しており、今回の外材製品不足の影響を

大きく受けている。 

本フォーラムにおいては、住宅等の低層建築物において、川上から川中、川下

に至る素材生産、流通、加工、プレカット、工務店等の事業者からなる効率的な

サプライチェーンを構築するため、現状の木材流通の課題を明らかにするととも

に、それぞれ相互の情報共有を図り、将来にわたる木材流通体制の方向性を探る

こととした。 

 

２．事業の実施概要 

想定外の木材不足の事態に今後対応できるよう、豊富な森林資源を原料とした

県産材の素材生産を活発化させ、製材等での加工比率を高めるとともに大径材の

利用技術を活用し、プレカット等需要者が求める品質、特にＫＤ材供給力を高め、

さらには、木材製品市場の物流・在庫機能に加え、川上・川中・川下への情報ネ

ットワークを活かした商流機能等をさらに充実させるなど、生産、加工、流通、

消費に至る県産材供給体制の整備を行うため次のとおり事業を実施した。 

 

（１） フォーラムに参加する事業者の募集・登録  

募集方法 参加事業者数 備 考 

当連合会の会員（協同組合）、賛助会員 

（企業）を中心に川上、川中、川下それ 

ぞれから参加者を募集したほか、建築サ 

イドでは、木造住宅推進協議会、とくし 

ま木造建築運営協議会らに、フォーラム 

参加を働きかけた。 

川上：   ３団体 

川中：   ８団体 

川下   １５団体 

その他   ３機関 
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（２） 地域内の林業生産、加工、流通、消費の実態調査 

 ３回の「情報交換会」や２回の「流通分科会」、２回の「プレカット分科会」

そして「木造住宅分科会」において現状の生産、加工、流通、消費における情報

を収集した。特に分科会では、ウッドショック下における木材調達の課題や、特

に県産材の活用方策についてヒヤリング意見交換を行った。 

 また、上での素材生産活動や素材流通の状況について、一般社団法人徳島森林

バンクに調査委託をし、実態を把握した。そして、その結果について第３回情報

交換会で報告し基本構想に反映させた。 

 一方、県内プレカット工場６社について徳島県プレカット協会に調査委託をし、

県産材の利用状況や材料入荷、部材ごとの樹種など実態を把握した。そして、そ

の結果について第３回情報交換会で報告し基本構想に反映させた。 

 

（３） 川上、川中、川下事業体マッチング 

 令和３年１０月１５日（金）から１６日（土）

の２日間、徳島市アスティ徳島で開催されたビジ

ネスチャレンジメッセ２０２１に出展し、コーデ

ィネーターが県内外の設計・工務店ほか、他分野

事業所等へ県産材、木造建築のPRとマッチング業

務を実施した。 

 また、令和３年１２月５日、「川上ツアー」を

開催し、コーディネーターが建築士らを川上の林

業生産場所へ案内し、林業者らと意見交換した。

川下の木造建築に関わる事業者が、山の伐採現場

に立ち会うことはほとんどない状況であり、相互

理解を進める上で有意義な時間となった。 

 

（４）ＳＣＭ支援システム（もりんく）の普及 

 情報交換会や各分科会、またビ

ジネスチャレンジメッセ、川上ツ

アーにおいて「もりんく」の普及啓

発を行った。また、徳島県建築士会

の会報「まちかど」への普及チラシ

の折込のほか、令和４年２月２８

日付けで徳島新聞に広告を掲載し

た。 

 

ビジネチャレンジメッセ（徳島市） 

川上林業ツアー（那賀町） 

もりんく徳島新聞広告（R4.2.28） 
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３ 行政との連携体制 
徳島県では平成１６年度から林業

生産活動を支援する「林業再生プロ

ジェクト」を開始し、これまで県をあ

げて継続したプロジェクトを実施し

てきた。間伐搬出のため路網整備と

機械化を進める「新間伐システム」、

間伐材を合板・MDF 原料として安定

供給する仕組み、Ａ材を建築用材に

加工するための大規模工場の誘致な

どを進めた。こうした県とのプロジ

ェクトとの連携を図るため、フォー

ラムのオブザーバ会員として徳島県農林水産部スマート林業課、農林水産総合

技術支援センターに参加して頂き、情報交換会や分科会メンバーとして情報共

有を図った。 
また、徳島県においては２度のオイルショック後の昭和５０年代後半に、住宅

部局と林務部局が連携し、市町村だけでなく林業・木材事業者や建築設計者ら幅

広い業種から構成される「木造住宅推進協議会」が結成され、全国ワースト２で

あった木造住宅率を向上させるべく活動を継続し、さらに平成２８年度からは

県内建築４団体（建築士会、建築士事務所協会、建築家協会徳島地域会、建築学

会徳島支部）で木造建築、県産材利用を学ぶ「とくしま木造建築学校運営協議会」

が組織され、定期的な研究活動、セミナー等活動を実施している。 
このため、木造住宅推進協議会の笠井会長のほか、事務局として徳島県住宅課

にオブザーバとして参画して頂くとともに、とくしま木造建築学校を立ち上げ

時から指導を頂いている㈱

ドットコーポレーションの

平野社長にアドバイザーと

して情報交換会等に参加し

て頂いた。 
 このほか、情報交換会には

林野庁のほか（一社）全日本

木材市場連盟、全国素材生産

協同組合連合会にも参加し

て頂いた。 
 
 

新間伐システムの機械化 

          行政機関等との連携 
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４．事業実施により得られた効果 
（１）情報交換会の開催 
 情報交換会を３回実施。第１回目会議でフォーラム組織と代表者等を決定し

た。会議では、県産材の生産、流通、利用上の現状と課題、今後の方向性につい

て情報共有・意見交換し、２回目会議で基本構想骨子案を、そして第３回目会議

で基本構想案を承認した。議事内容について次のとおりである。 
 
【第１回情報交換会議事録】 
１．日時 令和 3 年 8 月 31 日（火） 午後 1 時 30 分から 3 時 45 分 
２．場所 徳島グランヴィリオホテル グランヴィリオホール 
３．議事 
①林野庁木材産業課 高木課長補佐からの情報提供 
②SCM 推進フォーラム規約(案)、役員について次のとおり承認された。 

   会長 徳島県木材協同組合連合会 理事長 松田 功 
   事務局長 徳島県木材協同組合連合会 専務理事 網田克明 
③徳島県における「低層建築物(住宅等)における効率的なサプライチェーン構

築支援事業」の概要について事務局長より説明した。 
④SCM 支援システム「もりんく」を日本木材総合情報センターから説明。 
⑤意見交換 
－司会：現在のウッドショックの状況はどうか。－ 

□プレカット：米松は入荷でき始めたが、欧州集成材は足らない。操業度は 8 割

で材料を集めにくいので受注制限をしている。年内は、この状況が続きそう。 
□製品市場：6〜7 月の上げ幅は急激。8 月時点で柱（KD）は 5 月の倍となった。 
□製材：昨年 11 月から 110％増産し 4 月～5 月は倉庫が空になった。最近では

輸入が回復し、東京港 15 号地木材ふ頭は 12 万ｍ３の在庫で、適正水準に戻っ

ており、外材が国産材に置き換わるか最終局面。あと 2～3 ヶ月が勝負か。こ

こでしっかり国産材のサプライチェーン構築をはからねばならない。 
□合板：すでにフル稼働で、これ以上の増産は無理。想定以上に需要が多く、丸

太の供給が少ない。東北まで丸太を探すことも検討。フェースのヒノキが足ら

ず、カラマツを使っている。 
□外材（2×4）：2×4 部材、1,000ｍ３の半分を販売し半分を自社で加工。外材高

騰で材料をスギにシフト。 
□市場：地産地消の部分では影響少ない。ウッドショックの中、大型木造で県産

スギを調達できた。使う人の意志が大事だと感じている。SCM 構築にあたっ

ては、「木材の調達管理」をしっかり行っていく必要あり。 
□素材生産：価格は 10 年前に戻った。愛媛では 18 ~22（3ｍ）が 2 万円を超え
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たが、構造材を挽かない徳島では値が上がらない。いつも 7~8 月は山の生産が

止まるが、今年は例年にない出材量だ。5~6 月は国産材にシフトしたが、また外

材に戻るのではという不安がある。 
□森林組合連合会：国産材の流れを作っていただきたい。 
 
－司会：代替材としての県産材の課題は？－ 

□プレカット：工務店向けにスギを提案し、強度等遜色ないことなどを説明した

が、理解されていない。性能データ等の資料も古すぎる。 
□林業：35 年前にスギ実大強度試験をしたが、戦前植栽の 60 年生の材だった。

疎植で初期成長の良い木頭スギは中央に未成熟材を含み、側に成熟材をもた

せるため 4 寸が必要だった。新しい観点で、戦後 3,000 本植栽木から製材し

た 3.5 角の実験が必要かも知れない。性能データでユーザーの不安感を払拭

する事も必要だが、真壁工法の家を選択し、本来の木の使い方をしてほしい。 
□建築士会：木住協で、いろいろな事をやったが、その成果を今一度、知っても

らうことも必要だと考えている。 
 
－司会：行政、リモート参加の方からご助言を－ 
□徳島県スマート林業課：工務店向けにわかりやすい資料を県木連と作ってい

きたい。研究所にも協力頂いて。 
□林野庁：サプライチェーン構築に向け、ボトルネックになるところをどうする

か。海外資源に左右されないものを作る必要。 
□平野氏：先ほどプレカットの方から工務店のニーズの発言があった。それほど

深いところを言っていないのでは。細かい技術か、イメージで言っているのか、

見極めが必要だと思う。日本の輸入国としての地位は下がり、商社の立ち位置

も弱くなる。徳島は板材を得意とする。どこに軸足を置くか。板材産地の徳島

ならではの最終商品のイメージを掴むことが必要。 
 

【第２回情報交換会議事録】 

１．日時 令和 4年 1月 20日（木） 午後 2時から 4時 30分 

２．場所 徳島グランヴィリオホテル グランヴィリオホール 

５．議事 

①事例報告１：住宅・建築分野における情報技術の活用等について  

徳島県県土整備部住宅課 係長 尾形圭一氏 

②事例報告２：サプライチェーンにおける DXの活用について  

(株)徳島中央木材市場 代表取締役 浜口伸一氏 

③基本構想骨子案について、網田事務局長から説明した。 
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④意見交換 

－司会：ウッドショックの状況と骨子案についてご意見を聞かせて頂きたい－ 

□プレカット：ウッドショックについて、ようやく年末から工務店に認知され

た。外材価格は高騰したままだが、一部国産材は値下がりしている。ただ大

きくは変わっていない。12ミリの野地用合板が入って来ない。合板工場では

スギ丸太が足りない。日本海側は天候に要因もある。在庫も積み増せず、こ

の状況は夏まで続きそう。工務店は住宅ローン減税で仕事は確保できている

が、職人不足や木材・建材が足らず、何かしら苦労しているよう。現状、プ

レカットの操業率は 8-9割。 

□製品市場：外材輸入が激減し、代替として国産材に需要が増えた。8-9月は

製品が少なく価格はピークだった。2ヶ月横ばいで、11月から年末はヒノキ

柱が発端で価格は下振れの傾向。（1割程度）スギ材は若干ピークと比べて安

いものが出ているものの比較的高い水準を維持。県内サプライチェーンでは

地元工務店は AD材・G材が大半。県産材在庫量はかつてなく激減した。高い

KD材より安い AD・G材を求める客が増えている。メーカーに 10.5角 3ｍが

全く無い。柱取適寸丸太も手に入らず、必要最小限を送って頂いているが、

この状況がしばらく続きそう。小規模製材は丸太入手が困難になっている。 

□製材：今期春先から木材価格が上昇し、11月がピーク。丸太も入って生産量

は変わらず売り上げが伸び、いい業績の 1年だった。11月はヒノキの価格が

落ちた。12月は外材価格が下がるという情報が先行し、様子見の状況だっ

た。合板が入手困難でプレカットの動きも緩やかで仕入れを様子見。12月は

厳しい月となった。1月は風向きが変わり輸入材が入って来ない。ホワイト

ウッド代替としてスギ間柱の動きが回復し 45×105が動いている。米松が入

って来ず、4m 105×105、90×90に注文が出ている。ウッドショック再来か

との報道（日刊木材）もある。12月の雪の影響で丸太出材に影響あるかも。 

□素材生産：R2年度は 54,000ｍ３、R３は 51,000ｍ３。昨年は天候が安定して

価格高騰時も夏場に供給が下がらなかった。今年の県全体素材生産は 43万

ｍ３になるか？県の目標は 60万ｍ３。間伐中心の山側は皆伐を増やす転換期

だ。しかしながらヒトは少なく、事業費が高く、補助金も出ない。ヒノキは

一時期、高騰したが、落ち着いた。スギはピークから 20%ダウン。コロナ前

から 20-30%アップ。しかしながらインフレで生産事業の負担が増え、運送コ

ストも上がり結局コロナ前と変わらない。木材市場の閉鎖や市売廃止で家内

製材は厳しい。末端に丸太調達出来ない事態となっている。 

□外材輸入（2×4）：外材はピークを打った。最大瞬間風速で 1500-1600＄。1-

3月のファーストクオーターでは下げたが、2月は強いというニュースもあ

り、令和 4年は高く推移しそう。価格が変わらない時代は終わる。米国で

232



BIMを見た。5-6階建築、特に設備検討がしやすい。現代の大型木造に対応

する必要がある。自社では青森でハムの工場を請け、ウッドショック下トレ

ーラー10台でスギを運んだ。1車 50万で運賃が 500万円かかったのは誤算

だったが。間伐の時代は終わった。ヨーロッパの様に山で機械化を進める。

どれだけ効率的に材を出すか。皆伐し植付する方法も考える必要がある。 

□合板：ウッドショックで 8月以降、丸太が手にはいらなかったが、ようやく

調達出来るも、依然厳しい状況で値段が高い。東のメーカーはスギが足らな

い。中部、東北では原木の取り合いになっている。昨年 9月に需要増となり

工場はフル生産。しかし追いつかない。年末年始はメンテナンスで工場を止

めるため、目標稼働率が減った。住宅新規発注は減っておらず非住宅に合板

を使うため合板需要は増えている。合板（G）ショックはもうしばらく続き

そう。しかしこれ以上の増産は出来ない。 

□林業：乾燥を含め大径材利用を考えて欲しい。でないと皆伐は進んでいかな

い。せん断強度試験、接合部の問題を含め全国的なものとしてほしい。

15,000円では再造林は進まない。20,000円で山の復権ができる 

□建築士会：建築士らを山へ連れて行った。消費者への魅力発信が大事。建築

サイドとしては山側の情報を知りたい。オンラインでのマッチングツアーも

良いのでは。つくる側の人間が現地へ行き伐採現場を見る事が大事。100年

生の木が切り倒される瞬間、印象が変わる。もっと頻繁にこうした機会をつ

くるべきだ。 

□森林組合連合会：骨子案について、サプライチェーンに絞った形にするべ

き。長期的なものと短期的なものに区分にしてはどうか。九州の大手ハウス

メーカーは再造林に投資している。サプライチェーンのメンバーで山を支援

することを考えてはどうか。 

□県スマート林業課：サプライチェーンを来年度予算化している。目的は持続

可能な林業経営。再造林は所有者の責務だが社会全体で支えていく仕組みも

いる。経済活動として材木売買や人材を持続させる仕組みを検討したい。 

□農林水産総合技術支援センター：せん断強度は新たな課題である。国の機関

と一緒に行っていきたい。 

□全日本木材市場連盟：基本構想ができた後は計画をどう具現化していくかが

大事。「もりんく」は使い勝手が良くなっているのでぜひ活用してほしい。 

□平野氏：基本構想の中には、徳島ならではの課題と全国的なものがある、先

行しているところも参考にして、事業に集中できるように。 

□全国素材生産事業協同組合連合会：当事業は１年限りになっているが、来年

度も新たに予算化されているので、活用も考えてほしい。 
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【第３回情報交換会議事録】 

１．日時 令和 4年 2月 25日（金） 午後 3時から 5時まで 

２．場所 徳島グランヴィリオホテル グランヴィリオホール 

３．議事 

（１）徳島県サプライチェーン基本構想・計画（案）について事務局長から報告      

（２）プレカット加工の現状について、プレカット協会から報告。 

（３）素材流通の現状について、一般社団法人徳島森林バンクから報告。 

（４）令和 4年度徳島県木材関係予算について、スマート林業課から報告 

（５）意見交換 

―司会:基本構想、プレカット調査、流通調査に関してご意見を頂戴したいー 

□プレカット:ウッドショック続いている。合板がタイトで足りず着工数に影響

している。県内は特に顕著。大手ハウスメーカーは直にメーカーから確保して

いるが、中小工務店は間に合っていない。山では 3ｍ造材が少ないという話。

4ｍだと山は効率的だが、建築用材としては 3ｍが主で需要先とのミスマッチ

がある。SCMでどう解決するかが課題。四国内で柔軟に調達し、県産材として

認めて頂く。中小製材で丸太手当が出来なくなる懸念がある。品質、価格、納

期の課題解決策を考えてほしい。 

□外材輸入（2×4）:北米材が高く輸入原木はかつてない値段。普通の木で 4万

円/ｍ３、製品は 11 万円/ｍ３に。足下は安値受注で業績は比較的良かったが、

新規見積もりは高値で 1.5 倍に。安値で置いてこられた国産材を活用できれ

ば一つのチャンスか。長スパンの材は自重で重く、軽くて長スパンの LVL や

圧縮木材などエンジニアウッドに変わった。装置産業なので日本では時間が

かかる。5-6ｍの製材品を供給できれば良いのだが。アッセンブル工場として

は仕入値が高い。インフレで元には戻らない。今後は金利引き締めで着工数が

減少し需要減になるのでは。ツーバイフォーは 250万ｍ３が全国で輸入されて

いるが、ヨーロッパ材のほうが安い。国産材は量が少ないので相場感がない。 

□製品市場:製品市場では製品の手当てが厳しい。材木屋も高齢化で在庫を持た

ず、当用買だ。合板も事業所規模が小さいと手当てが出来ない。コロナ感染症

で更に悪い状況だ。非住宅物件はこれまでスギの利用が多かったが最近は少

なく、ヒノキ受注が多い。徳島にはヒノキがない。県産材にこだわらず四国に

目を向け、対応して頂けないか。そうすると良いものが集まってくる。非住宅

は納期が少なく、決定から納材までの期間を長くして欲しい。中小製材所への

原木手当てが出来るようにして欲しい。 

□製材:今年は雪が多く原木の出材が少ない。特にスギが少なく、原木調達に苦

労している。市場としてはヒノキが余っている状況。スギは外材の代替として

柱・間柱の注文が多い。合板不足の影響で着工が遅れ、1〜2 月のプレカット
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も操業度が遅い。スギ原木が少なく受注に応えられず、その分バランスが取れ

ている。年度末の在庫調整がしっかり出来ており経営は安定。県産材は公共案

件（awa もくよんプロジェクト）に期待している。 

□合板:前回と変わらず、四国工場は原木高。落ち着き気味であるが高い。集荷

も不足はしていないが苦労する。10 年前から減産せず増産気味。年間生産量

を維持している。南洋材のシェアをとるフロア台板は強度の観点からヒノキ

に。スギとのバランスは変わった。ヒノキが手当て困難でスナダヤともバッテ

ィングする。スギは 100％県内でまかなえず、島内のほか、東北から船で持っ

て来る。ヒノキは九州南部から船で運ぶため物流コストが高くなる。スギは大

量に使うので県産材でお願いしたいが、県産材でなくても良い。物流コストの

優位性だけの話。東北工場はスギの集材困難で四国九州でも集材している。合

板不足は輸入合板の影響がある。ロシア輸入単板は本社で使用。ウクライナ情

勢でこの先どうかわからない。益々国産材にシフトするだろう。生産量を落と

せない合板工場は全国的に B 材の取り合いになる。県産スギをもう少し使い

たい。 

□森林組合連合会:雪の影響が大きいが、それが終われば出してこれる。川下の

要望と供給側の意識の差があり、ウィンウィンの関係は難しい。双方が納得出

来るよう、品質・価格について前向きに進められればと思う。根岸氏の報告し

たプレカットの現状は、国産材に県産材が食い込んでいけるのではないか。 

 SCMを契機に行政も含めて一体となった取り組みになれないか。 

□林業:大径材問題は深く考える必要がある。プレカットは大壁で 3.5の構造材

が主流。木の良さは 4寸。スギはせめて寒切り、乾燥させた材で。量的には少

ないシステムかも知れないがユーザーと繋がりを大事にし、山を見てもらう。 

□建築士会:木住協で平成元年に県版標準仕様書を作成。今は違う視点で再構築

必要か。非住宅木造化についても、市町村等に向け標準仕様を示す。大工不足

で家が減る。大工が増えれば家も建つ。うまく連携できればと考えている。 

□スマート林業課:植林から考え再生産可能な林業、循環利用が実現する価格と

利用方法。川上から川下までが納得出来るものにする。所有者は自力では経営

できない。山元に利益を還元できないと持続可能な林業にならない。素材生産

は仕事の割に賃金が安い。それなりに豊かさを得れるだけの賃金を ABC 材、

太いものも細いものも最大利益を得れるよう SCMフォーラムで実現したい。 

□全国素生協:来年度も含めて継続的な取り組みをして頂きたい。 

□全日本市場連盟:1年で現状分析された。来年度、具体化出来る事を期待する。

再造林を進めるサプライヤーの権限が大きいが、どこが価格決定するのか。そ

れぞれが対等な立場で議論すべき。 

□平野氏:川上・川中・川下でウィンウィンは難しい。当然それぞれが少しでも
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儲けるものだ。普段意識していない将来像を考えて、一歩譲れる所を探す。目

標はみんなが健全経営すること。利益相反だが全て関係者だ。本音ベースで議

論できる場所が大事だと思う。 

―司会：今日の議論を基本構想に反映したい。― 

 

⑥マッチングサイト「もりんく」の普及について事務局から説明 

 

（２）流通分科会の開催 

製品市場の現状と課題を把握するため２回の分科会を開催し、ヒヤリング・意

見交換を実施した。議事内容は次のとおり。 

 

【第１回流通分科会 議事録】 

１．日時 令和 3年 10月 5日（火） 午前 10時から正午まで 

２．場所 徳島県木材センター協同組合 会議室 

３．協議内容 

－最近のウッドショックの状況はどうか－ 

□Ｄ社：4～7 月は材価が高騰し売り上げが伸びたが、8～10 月は荷動きが鈍っ

ている。直近の全国住宅着工戸数は 5％増えたが、徳島では 30％減った。その

結果、材料が手元に残っている状況。KD 材、集成材は県内に少なく県外に頼

る状況だが、フローリング、壁材は安定。 

□県：9 月補正で人工乾燥機に対する助成事業を計上した。KD 材の出荷体制を

整えて頂く。 

□Ｄ社：スギ KD材は県内に数社ある。他の都道府県では住宅への助成制度があ

る。県産材比率 70％にすれば梁・桁がスギになる。 

 

－今回のウッドショックで製品市場はどう対応したか－ 

□Ｍ社：従来の取引量に応じて材料が入ることとなった。材価は上がり在庫が少

ない状況となった。プレカット工場で材料が足らず、その助けになったと思

う。９月以降は状況が変わってきた。プレカット６社で年 16,000ｍ３。何を買

って頂けるか？ロシア材をスギにというのはある。 

―サプライチェーンでの市場の役割は？－ 

□Ｇ社：市場の役割は大きい。県産材流通、どこで、どこが、誰に供給するか。

それを毎日行っているのが市場だ。用意をし、準備をし、届けるのが市場の機

能。徳島はプレカット流通がしっかりしている。プレカットと市場のレイアー

を分ける必要があるのでは。大として大規模な規格商品。これには市場は関わ

れない。中として中規模木造（公共建築やヴォルティスなど）小として地元の
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中小工務店。中・小の物件については、市場が情報をとりまとめることができ

る。公共事業等の物件については、材料を別発注してほしい。 

□県：公共事業の木造化について、法改正もあり、庁内会議を開催したいと考え

ている。公共も発注ぎりぎりで県産材の相談があるなど材料調達が間に合わ

ないことがある。 

 

－県では BIMに取り組み始めている。情報化への取り組みをどう考えるか－ 

□Ｃ社：ウッドショックで在庫ストックの機能で市場が重要な役割を果たした。 

 これまでカスケードの中に木材市場がなぜ位置づけられないか。小さなとこ

ろはホームセンター、中間は製品市場。物流の交通インフラも整っている。（津

田インター等）ハブ＆スポークの機能を活かしたいが、ストックヤードとして

は現状どうなのか。30 年来、建物も変わっていない。アマゾン、アスクル並

に変化していかねばならないのでは。当社では「Ｃ通信」を発行。BtoB、BtoC、

川下のＩＴ化を進め、WEBチームを立ち上げ、ドローン映像もとっている。DX

が木材商品にも波及し、簡単にみせる資料づくりが必要となる。 

 

－製品市場の WEBで県産材情報共有システムを設けられているが・・・－ 

□Ｍ社：過去、システムを立ち上げたが、あまり利用されていない。県産材に限

定すると難しい。 

 

－製品市場と買方との関係は？－ 

□Ｄ社：市場は梱包での販売が基本。オントラ渡し（市場からの配送）が基本だ。

個別配送は難しい。廃業等もあり、買方への販売は減ってきている。 

 

－県産材をどう広げていくか？－ 

□プレカット：スギをいかに流通させるか。サプライチェーンを県産材に特化さ

せるのか。現状では将来に不安があり設備投資が進まない。100万円の住宅補

助の話もあったが、県の指導体制が必要だと思う。山側にとってサプライチェ

ーンがどうメリットがあるのか示す必要。市場の在庫機能をどう活かすかも

課題。県にはリスクを軽減する施策をとってほしい。工務店には外材から国産

材へどう仕様変更していただけるか。 

□県：（ウッドショックのような）有事のときにも対応できるような体制が必要。 

□Ｍ社：基本、羽柄材か。グリーン材でも構わない小屋組。横架材を米マツから

スギへという選択枝はない。 

□プレカット：設計事務所にいかにスギをＰＲするか。 

□Ｄ社：スギの梁桁は神山、上勝の町営住宅に使われている。販売店の意向で米
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マツになっている。スギ大径材のなかった時代の話だ。 

□事務局：柱を四国内で集めるのが現実的では。 

□Ｍ社：梁桁は九州が一番進化している。（梁桁に特化した製材もある）特に 7 

～8メートルとなると九州材だ。徳島ではスギ集成材はあまり使われない。 

 

【第２回流通分科会 議事録】 

１．日時 令和 4年 2月 17日（木） 午後 1時 30分から 3時 30分まで 

２．場所 徳島県木材センター協同組合 会議室  

３．協議内容 

①事務局から基本構想案を説明 

②サプライチェーン構築に係る課題について意見交換。 

 

□県：日本木材総合情報センターの事業はソフト事業。県予算で SCM のシステ

ム化を図りたい。県産材の流れをつくる。 

□Ｄ社：AD材は徳島で流通していない。徳島では嫌われる。他県で AD材のひ割

れを許容する研究成果を出していたが、DATAが有れば施主は納得する。 

□Ｍ社：施主より工務店の選択だ。プレカットでも AD材、G材は選択されない。 

□Ｄ社：プレカット向けと地場の大工向けで考えが違う。 

□Ｃ社：在来工法は限りなくプレハブに近づく。建て方もユニット化になる。性

能は均一化され、鉄骨の世界になる。木材は含水率とヤング係数で評価される

が、県内製材メーカーは資金的に余力がない。やるとしたら資本家。四国市場

連盟では県内産でなく、四国材で考える事を提案している。県内丸太を他県の

製材とマッチングすることを考えてほしい。 

―司会：木造建築を全て県産材でとは考えていない。これまで外材に助けられた

し、木材需要を国産材だけで賄うのは難しいと思う。プレカットの方々に将来

の材料確保をどうするか聞いた。「徳島の山には、これだけスギがあるのに」

と。回答は「欧州ではパリ五輪で材料はフランスに向かう。日本への供給が減

る。長期的に考えないと」という話だった。― 

 

□Ｃ社：徳島の材をブランド化する事も考えるべき。スギはどこの県でも変わら

ない。一定の基準を設ければ差別化出来ないものも差別化出来る。SDGs17 項

目を施主に示して該当する環境目標についてパズルのようにピースを埋めて

頂く。お客様目線で買って頂く。地域通貨の様なものも良い。熊本のアサリの

偽装事件があったが、産地証明、性能担保も必要。 

―司会：スギはどこの県のものでも同じではないかとよく言われるが、そうでは

ないと考える。愛媛久万の材は密に植栽され、柱林業が成り立ってきた。一方、
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木頭は粗放的な林業。太らせて那賀川河口で板材に製材した。阿波三分板は近

畿の塀廻板でブランド化された。施業、加工方法、気候風土によって、地域ご

とに違うものだと思う。― 

□Ｄ社ほか：出荷証明を四国内で出来ないか。徳島は 4ｍ材が主流で役物が得意。

高知では役物はできず徳島へ買いに来る。県産材しばりをはずしてはどうか。 

―司会：そうなると徳島県産材は使われなくなる。県産材が使われないと林業が

衰退し、山に人が住めず荒れる。― 

 

―司会：プレカットの方々に聞くと 6ｍ長尺材にニーズがあるようだ。― 

□Ｄ社：6ｍ材はスペースの問題があるが、魅力があれば出すのでは。 

□Ｍ社：プレカット工場に温度差がある。某会社はほとんど集成材。Ｎ社はオー

ル県産材。 

□Ｃ社：新築、リフォーム、土木資材、それぞれのジャンルでサプライチェーン

がある。Ｔホームは年間 160 棟。半年後に納材するとして人員構成等計画が

立てやすい。県内小売は当用買で非計画的だ。 

 

―司会：製材は見込生産で、市場で需要先とマッチングしているのか。― 

□Ｄ社ほか：売れ筋については、ある程度わかる。売れたら製材は補充する。 

□県：売れ筋のデータを分析する事はできないか。 

□Ｃ社：販売データは整理している。 

□Ｄ社：データはない。昔は多種多様の材があったが、今は 10種類程度。整理

する必要もない。末端需要、他県のように施主への補助金が効果的だ。 

□Ｃ社：木材センターに 6,000 坪に土地がある。備蓄して半年間は自由に販売

出来るようなシステムがあればいい。 

―司会：昔は備蓄機構（日本木材総合情報センターの前身）が備蓄していた。― 

 

□Ｄ社、Ｍ社：樹種は米松。場所を構えて管理した。備蓄機構職員が検査に来た。 

□Ｃ社：仮設住宅の資材を備蓄する事も検討してはどうか。BCPとして。 

□Ｍ社：プレカットのＳ社からは、スギの梁桁をストックしてくれと言われる。

4寸から尺までとなるとかなりスペースが必要になる。 

 

（３）プレカット分科会の開催 

プレカット加工の現状と課題を把握するため２回の分科会を開催し、ヒヤリ

ング・意見交換を実施した。議事内容は次のとおり。 

【第１回プレカット分科会 議事録】 

１．日時 令和３年１１月５日（金） 午後２時から４時まで 
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２．場所 徳島製材団地協同組合 青修館 

３．協議内容 

①講演「横架材等における国産材利用の可能性」 

木と住まい研究協会 宮代専務理事 

②意見交換 

―司会：宮代氏の講演内容について質問。材料の選択は接合部のせん断力で決ま

る、とのこと。スギのせん断力は米松の 2/3しかないが、曲げ・圧縮・引っ張

りの値が実大強度試験の値が採用されているのに比べ、せん断力は昔の小試

験体での値のまま。スギのせん断力は実大レベルではもっと高いはず。― 

□宮代氏：そのことについては、機会ごとに申し上げているところ。DATA を集

めて、国に働きかけなければならない。 

 

□Ｍ社：地域優良住宅の事業で工務店のスギ離れが起こった。プレカットでスギ

が使えるところはあまりないのではないか。ウッドショックで木材価格が 2.5

倍になったが、工務店からするとさほど問題ではない。当社での木材使用量を

１棟 10ｍ３とすると、年間 230 棟の材料は、丸太換算で 4,500ｍ３、徳島工場

だけで 10 万ｍ３、京都、茨城工場をあわせると 20 万ｍ３の丸太がいる。スギ

は羽柄材では商機があるの。野縁、垂木、筋交。そのほか間柱、木屋束。 

□Ｋ社：県内の製材は乾燥材が少ないし、構造材を挽く製材も少なく無理があ

る。今回のウッドショックでも県外の製材メーカーに助けられた。県内製材は

供給力を高める必要がある。 

□設計：地域産材は県内産ということ。県内だけで調達するのは難しい。 

―司会：昔の定義では県産材は県内で製材された材。現在、県境を越えれない問

題がある。四国内で丸太は流通していると思うが、予算、議会対応が難しい。

極端には市町村の壁もある。― 

□Ｍ社：建築資材だけターゲットにするのは無理があるのでは。スギは所詮ス

ギ。海部地域ではスギを構造材で使ってきたが、県北は松の世界。スギの生き

残る道は LVL か集成材ではないか。徳島県は山側に問題がある。３ｍどりを

しないこと。チェンソーで伐採する人材も不足。改善が必要だ。 

□宮代氏 ：山には境はないのに県境問題がある。行政的、人為的にこうなって

いる。広域的なサプライチェーンが必要なのではないかと思う。県産材にこだ

わらず国産材で良いのでは。建築用材にメインに使い、それ以外に使う。本質

論をぶつかある機会となった。山と製材については闇の部分で情報と人が分

断されているのではないか。徳島というケーススタディで本気になってやる。

宮崎や栃木（八溝スギ）はスギ構造材で成果を出したが一朝一夕ではできな

い。プレカット事業者がステークホルダーになる。 
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【第２回プレカット分科会 議事録】 

１．日時 令和 4年 2月 14日（月） 午後３時から５時まで 

２．場所 グランヴィリオ徳島 ヴィリオルーム 

４．協議内容 

①プレカット加工の現状について 

UN建築研究所の根岸取締役からプレカット６社の調査結果を報告。 

②サプライチェーン構築に係る課題について 

―司会：県産材の評価はどうか。― 

□Ｋ社：いろいろな工務店があるが、最終消費者の意見が強い。木が割れる、構

造的に大丈夫かなど、クレームが起こらない樹種としたい。ウッドショックで

代替材を検討。加工棟数は落としたくなく、集成材はあてにならず米松を選択

した。工務店は樹種を指定。パンフレット記載事項と違ったら裁判にもなりか

ねない。将来のクレームを恐れる。スギは人気がない。過去に曲がりや反りな

どがあり、スギアレルギーがある。他県材は量産されあてになるが県産材は納

期があてにならない。 

 

―司会：6m材には要望がありそう。― 

□根岸氏：梁材はできるだけ 3,4mとするが、5,6,7mも必要とのこと。4m,6m材

が製品市場にストックされればという話も聞あった。しかし山から丸太が出

て来ないという課題もある。 

□県スマート林業課：6m材も安定需要が有れば対応出来る。 

 

―司会:乾燥がボトルネックになっているようだ。県に助成して頂き、9 月補正

で 7 社 8 台の乾燥施設が整備される。12 月には乾燥技術研修を実施し県下か

ら 40名が参加した。― 

□県スマート林業課：ほかにも乾燥機増設を県からも要請したい。乾燥技術研修

も継続していきたい。スギを嫌う人にもアプローチする必要がある。 

□県住宅課：工務店側の県産材の理解も課題。お客さんに説明できるか。 

―司会：エンドユーザ向けの徳島すぎの PR戦略を考えているところ。県産材に

関心のある人だけではなく、興味のない人にも知って頂く仕掛けを考えたい。

おもちゃ美術館の来訪者とか。― 

□根岸氏：3.5 角柱、大壁、天井ありの工法が 9 割以上。量を増やしたいなら、

その仕様の住宅で、プレカット工場が県産材を使いやすくする工夫が必要。 

□Ｋ社：工務店へのアプローチが必要ではないか。 

―司会:グリーン化住宅グループに集まって頂き意見を聞く予定にしている。― 
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―司会:ウッドショックで製品市場のストック機能が働いたのでは。― 

□Ｋ社：メーカーから直送され、製品市場とは取引がない。 

□Ｈ社：市場が機能していない。急に在庫切れがあっても対応できない。 

 

―司会：県産材の課題は乾燥だけか。目合・色合いは評価されていないのか。― 

□Ｋ社：目あいなど誉めてくれる大工もいるのだが。徳島でスギはあまり使われ

ない。県南では使うが。 

―司会:木住協が発足した昭和 60 年頃、徳島の木造率はワースト 2 位だった。

協議会でスギの 4寸角を使った「徳島すぎの家 120」を県内の大工工務店に普

及したが、いままた下火になっているようだ。今でこそ構造材にスギが使われ

ているが、当時、徳島の林業家らと強度試験をし、JASが見直され建築基準の

基準強度値が見直されたからだ。JASの 2級材では米松より高い強度値が設定

されている。― 

□Ｈ社：工務店でスギがチョイスされない。県産材指定でないとプレカットで加

工されない。A 市のように県産材だと 50万くれるような制度があれば別だが。 

 

―司会：ウッドショックで海外資源に将来の不安がある。徳島の山には資源が充

実している。地域資源の活用についてどう思うか。― 

□Ｈ社：ヨーロッパは日本へ材料を出さないようになる。パリ五輪に向け木材は

フランスへ向かう。今、国産材をどうするか長期的に考えないとダメだと思

う。欧州材を当てにするのはやめないと。Ｃ木材は秋田にスギ集成材の工場を

作る。ホワイトウッドからスギ、ヒノキへ。高くても良いので安定的に供給し

てほしい。ヒノキはずるずると下がった。スギは意外に下がらない。 

―司会：林業の応援団になって頂きたい。― 

 

□根岸氏：ヒノキの柱・土台は受け入れやすい。スギの 3.5角は、柱林業、大量

生産の他県が有利。徳島すぎは梁材として使われるようになれば。梁は寸法の

種類も必要。まずは得意分野から。内装の板材も得意だ。 

―司会:丸太は四国で回る。県産材しばり、市町村材しばりに限界もある。― 

□県スマート林業課：行政の課題でもある。 

□Ｋ社：プレカット協会で市町村回りをした。徳島では公共に木材が使われな

い。西部地域では予算があればという。木質化の流れはある。シンボル的な建

物があれば県外の建築家も観に来るようになる。県外にはプレカット泣かせ

の木造施設がある。 

□県住宅課：木住協でも市町村への働きかけを考えている。県の「awa もくよん

プロジェクト」も一例だが、公共がモデル的な取組を行い県民に体感してもら
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うことで、普及することもある。最近は、省エネや再エネも含めた環境志向の

動きもある。 

 

―司会：CADオペレーターの育成についてどう考えるか。建築士の資格要件がな

いとも聞いたが。― 

□Ｋ社：オペレーターはほとんど素人。3-10 年で一人前になる。構造計算の手

伝いまでするが、教育するシステム、キャリアアップする仕組みがない。建築

士事務所登録をして建築士の下で経験を積ませることが必要になる。 

□根岸氏：以前、建築構造のＩ先生を招いての研修会があった。 

□県住宅課：CAD 技術というよりは、木材や構造の知識が必要だということか。 

□Ｈ社：CAD オペレーターが工務店、大工の言う事を理解出来るまでに 5-10 年

かかる。それなのに負荷がかかっている。CAD入力ミスで仕事がとぶ事さえあ

る。最終的には会社の責任になる。責任の重さも含め需要な問題。 

□県住宅課：建築士や工務店側の技量不足も問題なのでは。 

―司会:オペレーター対象に研修会が必要か。あれば参加出来るか。― 

□Ｋ社：オペレーターだけでなく、いろんな方々が参加した研修会を企画して頂

きたい。 

 

―司会：プレカットは金物工法に向かうのか。― 

□Ｋ社：在来の加工がまだまだ多いが金物工法も増えている。しかし金物のコス

トが高い。金物工法になると材料は集成材になる。 

 

（４）木造住宅分科会の開催 

木造住宅建築の現状と課題を把握するため２回の分科会を開催し、ヒヤリン

グ・意見交換を実施した。議事内容は次のとおり。 

 

【住宅分科会 議事録】 

１．日時 令和 4年 2月 21日（月） 午前 10時から正午まで 

２．場所 グランヴィリオ徳島 ヴィリオルーム 

３．協議内容 

□Ｙ社：グリーン化事業は県産材も使っているが、合法木材であれば良い。今は

ほとんど外材となった。県産材を強制できず。県産材にすると参加は減る。 

□Ｈ社：もともと長期優良住宅が目的。自分達の流通は自分達で決める。山側と

工務店にはズレがある。グリーン化事業は補助金が目的。川上、川中、川下そ

れぞれが話し合うのでなく、ダイレクトにうまく繋げるようにする方が良い。

流通を経るほど高くなる。山に製材と運送賃だけで出来る。プレカットには持
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ち込み、材料を指定している。丸太を工務店で買って製材所に 1 年在庫して

もらっている。2023 年に使う材を今手当てしている。徳島には柱製材がない

が、高知にはある。徳島は板材がある。 

□A 社：Ｈ社の取り組みは特殊なもの。山の課題は工務店にとって関係ない話だ。

ピンと来ず深く考えない。グリーン化事業はもともと長期優良の話。県産材を

使った時もあったが。今は米松が地域材。お客さんからも県産材指定はない。 
 

―司会：ウッドショックで困ったのでは？― 

□A 社：工務店は価格の上乗せをユーザーに求める。ウッドショックは関係ない。 

□Ｊ社：10年前 SGECで県産材に関わったが今は米松が多い。 

□Ｈ社：県産材が良いのか悪いのか分からない。工務店はプレカットに加工をお

願いするが、何もしなければ米松になる。値段も米松と県産材は変わらない。

県産材かどうかは工務店には関係ない。違う切り口でないと 10年経っても変

わらない。山に製材から材料を仕入れているが、始めて木材単価が分かった。 

□Ｆ社：2012 年ブランド化事業ができ 10 年。50%以上が県産材、木材認証が必

要という規定だった。それが変わり合法木材であれば外材でも認められるよ

うになった。Ｆ社ではグリーン化住宅のグループ内で県産材を継続できるよ

うにしたが、参加する工務店には足枷になっていた。今回ウッドショックで県

産材しばりは外したが、来年度は戻したい。県産材をどうするか。①木造か非

木造か②国産材か外材か③県産材か他県材か、ということに整理できる。プレ

カット加工で県産材の加工が 3.8 %は問題だ。 

□Ｎ社：建てたいと思っても県産材がない。ストックが欲しい。間に合わないか

ら外材に負けている。 

□Ｆ社：足場板が売れなくなり、製材が低迷。大径材も売れない。 

－司会：足場板が低迷し、県西部の製材はホームセンター向けに販路開拓されて

いる。一方、南の製材は、廃業などで低迷している。－ 

□Ｎ社：昔、県 300日戦略の当時、宮崎を視察した。九州で良質な徳島すぎ製品

が使われていたのに驚いた。 

―司会：九州はスギをよく使う。徳島すぎの丸太や割角製品等が流れていた。― 

 

□Ｕ社：大壁工法が 90%で表しでは使われない。納期についても外材は注文した

らすぐに来る。徳島は柱を挽く製材は少ないし、製材が小規模だ。県産材は梁、

間柱、垂木に使えるか。根太は工法が変わり使われない。 

―司会：徳島の林業家らがスギ実大強度試験をして、全国に広がり JAS の値が

見直された。JASに 1級 2級 3級があるが、米松のオールドグロス 1級材はす

でに流通していない。2級材で比べるとスギの基準強度値（曲げ、圧縮、引張）
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は米松を上回るが、せん断強度は昔の小試験体の値のまま。米松の 2/3 しか

なく、今後の課題。スギ大径材心材の耐久性など評価してもらえれば。― 

□A 社：スギに耐久性があろうがなかろうが関係ない。 

□Ｈ社：県産材に美しさを求めるより、建売にでもスギを使い倒す。鳥取の健康

省エネ住宅の制度は参考になる。グリーン化事業でプラス 20万円、助成され

る。工務店は加工をプレカットに投げる。当社は SE工法、テクノストラクチ

ャー工法をやっているが、使うのはホワイトウッド。何でも良いのでスギを使

う事を考えてはどうか。 

□Ｆ社：昔から県産材融資制度のほか、県産材助成制度があったはず。 

―司会：ウッドポイント事業や柱プレゼント事業もあり、人気があった。― 

□Ｆ社：工務店向けに補助金出せるんであれば、登録制にしてハードルを高くし

て基準づくりをしてはどうか。 

―司会：徳島すぎの家協力店制度がある。― 

□Ｙ社：協力店でスギを使うのは一部。実績を勘案しランク付してはどうか。 

□Ｈ社：施主がスギを使ってくれればプレカットはスギを加工する。 

―司会：JAS構造材を供給出来るのはＷ社だけ。― 

□Ｕ社：Ｗ社は県内プレカットにも営業しているようだ。規格が合わない場合、

Ｎ社に注文がいく。100ｍ３県で構造材を備蓄すれば良いという要望もあった。 

□Ｆ社：人材育成が重要。岐阜森林アカデミーや高知林業大学校では木造建築を

教えている。大規模な施設で驚いたが、林業サイドが作ったもの。徳島県でも

検討してほしい。今、何が必要かというと大工だ。大工で木造建築の量が決ま

る。大工がいないと建物は非木造に流れる。 

 

５．今後の課題と次年度以降の計画 

（１）地域型グリーン化住宅グループの「ローカルサプライチェーン」で県産材 

の流れを加速。 

（２）川下の需要情報を、川中の製材、川上の素材生産者の生産計画に反映させ 

る仕組みを検討。需給情報を相互に共有するための「情報プラットホーム」 

の構築。 

（４）県産材の性能などの PRを図るとともに、「スギ大径材の用途開発」や「低 

コスト人工乾燥技術」の実装を産学官で進める「技術開発会議（仮称）」 

を設置。 

（５）既存組織と連携し、サプライチェーンに関わる企業の人材育成を図る。 

（品質管理、木造建築技術、SCM・DX知識等） 
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令和３年度低層建築物（住宅等）における効率的な 

サプライチェーンの構築支援事業 

 

実施報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月 

 

 

福岡県サプライチェーンマネージメント推進フォーラム 

事務局：一般社団法人福岡県木造住宅協会 
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令和３年度低層建築物（住宅等）における効率的な 

サプライチェーンの構築支援事業 

 

実施報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月 

 

 

福岡県サプライチェーンマネージメント推進フォーラム 

事務局：一般社団法人福岡県木造住宅協会 

  

11.. 実実施施事事業業のの目目的的  
 
福岡県内において、林業の施業効率化とあわせ、森林の適正管理や森林生態系の保護、気候変動対
策の促進といったＳＤＧｓの理念の基づく木の家づくりを目指し、適正に管理された管理・生産さ
れた地域材のトレーサビリティーの明確化を図る事を目的としたサプライチェーンを構築し、福岡
県内での木造住宅の生産体制の効率的な運用とその利用を進める事を目的とする。 
 
 
２２..ササププラライイチチェェーーンン構構築築とと推推進進ののたためめのの背背景景整整理理  
〈〈現現状状〉〉 
  ・木材の流通において、川上（山元）から川下（工務店）までの過程の中でさまざまな市場・

加工業者（川中）を経由している。 
  ・川下まで届く過程で、各経由者（川中）での流通マージン・価格競争が行われるため、川上

での丸太収入は少ない。 
  ・川上側と川下側は直接的な繋がりが無く、川上側は川下側が「今、どういった材が必要か」

という需給情報を持たない為、需要に応じた伐採ができない。 
 
〈〈課課題題・・問問題題点点〉〉  
  ・持続可能な森林経営を目指す為にも、木材を適切な価格で買い取り山元へ利益の還元を図っ

ていくことは重要と思われる。 
  ・川上への利益還元を図る上でまず重要な事は、各流通段階の木材利用者が木材も価格と森林

保全の必要性をしっかりと認識すること。特に川下である工務店が木材の価格をしっかりと
認識し林業の現状を把握することが大切。 

  ・ただ「木を使えばいい」のではなく、「木材の価値を認識して必要なところに必要なものを適
切に使う」ことが必要。 

  ・流通途中での取引価格は￥/㎥で木材の実際の量で取引が行われているものの、工務店やプレ
カット業者との取引は￥/坪で行われており、多くは建築物の坪数で金額が決まる。そのため、
工務店は 1 つの住宅の中でどのくらいの木材が使用されているのかを認識せず、一本一本の
木材の価格が分からない。 

  ・建築においては、設計者・工務店は「設計図を描く・設計図面どおりに建設する」ところを
行い、設計図面から一本一本の材の抽出を行うのはプレカット業者であるため木材の量は把
握していない。 

  ・木材の価値を高めるために、川上側は川下側が必要としている原木を認識し、適材での伐採
を進める必要がある。 

  ・そのため、川上・川中・川下の業者が協力して需給情報をしっかりと共有する必要がある。 
 
〈〈取取組組方方針針〉〉  
  ・川上から川下までの関係者で構成された福岡県サプライチェーンマネージメント推進フォー

ラムでの「需給情報の共有」を行い、「山元への利益還元」をしっかりと図っていく。 
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22.. 具具体体的的なな取取組組みみととメメリリッットト
①① 新新たたなな流流通通体体制制のの構構築築

・工務店が必要な材を山元から直接購入。加工業者に対しては加工賃を支払う。
1）工務店が必要としている材を山元が把握でき、需要に応じた伐採が可能になる。
2）直接購入をすることで、これまで発生していた流通マージンを削減できる。

山元に対し適切な価格で丸太を購入できる。
3）工務店が直接丸太を購入することで常に一定の在庫を確保。ウッドショックなどの突

発的な木材不足が発生しても一定の在庫を確保できるため、いきなり木材が手に入ら
ないという状況にならない。

4）保管中の在庫情報はクラウド上で管理することにより関係者がだれでも確認可能とな
る。
工務店は在庫情報を確認しながら今後の発注予測ができ、需要に応じた計画的な伐採
を進める事が可能となる。

②② 品品質質のの安安定定化化
・工務店より発注される丸太については品質の安定化を図るため、同一地域での伐採を行
うことで同種の品質に揃えることで、品質の安定化を図る。

※同じ地域の原木であってもさまざまな品種が混在している場合がある。
・製材所において材の強度を把握するためグレーディングマシンを導入して材一本一本の
強度を測定し、強度の面においても安定化を図る。
・需要に見合った伐採地を選定するために立木の生育状況を把握しておく必要があるため、
的確な資源情報把握を行い、適切な伐採地の選定を行う必要がある。

搬出

製材

出荷

出荷

在庫状況から
原木発注

保管

保管在庫より必要分を加工

搬出地域

搬出地域
強度・含水率

・トレーサビリティには森林パートナーズのシステムを活用
・材一本ごとの情報を付加させることで、材の付加価値向上を図る

材のトレーサビリティ

搬出地域

搬出地域
強度・含水率

搬出地域
強度・含水率

※材のトレーサビリティについては、材の流通
が確立してから行う
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22.. 具具体体的的なな取取組組みみととメメリリッットト
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３３..取取組組みみのの効効果果  
・八女森林組合においては、令和 3年度の取扱い量は前年度より約 1万㎥増の６万 5千㎥
となった。 
ウッドショックによる国産材の引合いが強くなった影響もあるが、新しい流通体制の中
で工務店側がこれまで地域材を使用していなかった為、その部分がほぼ純増している。 
・令和３年度における丸太価格の推移 
令和２年からの新型コロナウイルスや令和 3 年のウッドショックの影響もあり、価格に
ついては安定していないが、新しい流通体制を取り入れウッドショックの価格影響が落
ち着いてきた令和 3 年の夏からは一定の落ち着きは見せたものの、以前よりは高値を維
持している。 

 
特に住宅で多く使用する 3ｍの柱材に加工する 3m の径級 14 ㎝や 16～18 ㎝辺りの材は
24,000円/㎥の高値を維持している状況である。 
※参考として、近隣地区の福岡県森林組合連合会浮羽事業所における 3ｍの径級 14cm、

14～16cmの丸太価格は 18,000円前後となっている。 
これらのように、一定地域での原木価格が比較的高値で安定する事により、原木の調達
が容易に出来、さらには品質を安定させる事にも直接繋がり工務店の望む形でのサプラ
イチェーンでの需給体制の構築が出来ることとなった。 

 

 

１）在庫状況
の確認

製品在庫状況

・材の伐採は、まとまった地域から切出す→品質の安定
・市に出す材とは別で管理
・全量を健康住宅で買い取り
・買取価格は直近の市での価格を参考に決定
・買い取る丸太は下記に限定する
１）スギ４ｍ 径14～16、18～22
２）スギ３ｍ 径14、16～18、20～22

材の発注方法

２）在庫の不足状
況に応じて必要
な原木を発注

在庫する製品の規格（3,4m）
１）90×90
２）105×105
３）105×150～180

商流体制

原木の直接購入

SCM事業における商流

通常の商流

加工賃の支払い

・工務店が原木を直接購入し、これまで商流間に発生していた流通マージンを削減し、
山元への利益を還元を図る

・工務店が木材を確保すること（川上側と繋がりを持つこと）で、川上側の供給情報をタイムリー
に取得でき、ウッドショック等における木材の不足に対応できる体制が整う

原木購入

製品購入
※間に問屋

邸別で製品購入
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33.. 福福岡岡県県ササププラライイチチェェーーンンママーーネネーージジメメンントト推推進進フフォォーーララムムのの取取組組フフロローー  
〈〈取取組組概概要要〉〉  
福岡県全域を対象にしての取組ではなく、まず一地域での取組みモデルを確立させ市場性のあ
るものとして実績を積み実装ＳＣＭモデルとして、福岡県全体や広域的に波及させて行くこと
を目的としてフォーラムの取組みを行った。 
 
 

 

 
４４..フフォォーーララムム構構成成員員  
 〈川上〉 
  福岡県八女森林組合 
 〈川中〉  
  八女林産協同組合、八女木材協同組合、株式会社八女流、 
  村上木材株式会社、プレテック福岡株式会社 
 〈川下〉    
  ループスアーキテクト株式会社、健康住宅株式会社 
 〈事務局〉 
  一般社団法人福岡県木造住宅協会（福岡中小建設業協同組合） 
 〈オブザーバー〉 
  福岡県農林水産部林業振興課木材流通係 
  福岡県筑後農林事務所林業普及係 

一般社団法人福岡県木材組合連合会 
 
 
５５..情情報報交交換換会会のの開開催催  
  〈〈第第 11回回〉〉  

開開催催日日時時  令令和和 33年年 99月月 2211日日（（火火） 
開催場所 リモート会議（Zoom） 
出席者  １１名 

　　　　　　　　　　　　IICCTTをを活活用用ししたた需需給給情情報報のの共共有有化化  　　SSCCMM住住宅宅のの生生産産体体制制のの構構築築

材材寸寸、、数数量量、、 材材寸寸、、品品質質 材材寸寸、、品品質質、、 材材寸寸、、品品質質

生生産産位位置置 数数量量、、納納期期 数数量量、、納納期期 数数量量、、納納期期

森森

林林

組組

合合

材材出出荷荷

原原

木木

市市

場場

素素材材生生産産

製製
材材
所所(

製製
材材
・・乾乾
燥燥
））

KD材材加加工工

棟棟別別分分類類

製製

材材

のの

保保

管管

製製材材

ププ

レレ

カカ

ッッ

トト

工工

場場

ププレレカカッットト

工工
務務
店店

工工務務店店

選選木木 棟棟別別出出荷荷 加加工工図図作作成成・・
ププレレカカッットト木木材材納納入入

消消

費費

者者

原原木木直直接接購購入入
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議題   ・フォーラムの規約承認 
・参加者からの意見聴取 
・林野庁からの情報提供 
・情報システム「もりんく」の説明 

議事   ①フォーラムの規約承認 
規約承認および会長選任の実施 
会長：八女林産協同組合理事長 諸冨一文 氏 
②参加者からの意見聴取の実施 
ウッドショックによる影響を含めた現状聞き取りを実施 
各方面での影響は大きいが、需給の確保と体制整備を最優先に行い 
県内全域への拡大と全国のフォーラムと交流する事を期待する。 
③林野庁からの情報提供 
木材需給情報、サプライチェーンの取組、林野庁行政の説明 
④日本木材総合情報センターからの「もりんく」の概要説明 
関係者への周知と登録要請を行うことを決議する。 

 
〈〈第第２２回回〉〉  

開開催催日日時時  令令和和 33年年 1100月月 2211日日（（火火））  
開催場所 リモート会議（Zoom） 
出席者  １１名 

    議題 ・ＩＣＴを活用したサプライチェーン構築のための課題整理・協議 

       ・フォーラムでの木材需給情報の集約・課題解決に向けた活動内容の策定 

       ・フォーラム会員募集に向けた具体的な活動計画 

    議事  

（１）サプライチェーン構築の課題整理・協議 

      ＩＣＴの活用に向けて独自のシステム構築が必須となるが、システム開発・運用に多
くに費用が掛かり、フォーラム会員の負担額の大きくなるため現実的ではない。と
の結論から、一般に普及しているスプレッドシートを活用し、フォーラム各会員で
の運用形態に合わせたシステム内容にする。 

 

    （２）情報の集約と課題解決に向けた協議 
 福岡県八女森林組合の共販所出来値表の提示ならびに市況動向報告。柱取り材の径
級 14～16、3・4ｍ材が市競り取合いで高値で推移。11 月 16 日の記念市では 6000
㎥ほどの出材が予測される。 

         SCMでの木材供給体制は柱材が依然不足しているが、原木の買付けを増やし在庫不
足分を徐々に補っていく予定。住宅受注は回復しているが、市場全体としてハイレ
ベルの住宅の動きが鈍い様子。 

         フォーラム全体として、各種データーや市況情報の取込みを簡素化し、会員への情
報提供に繋げる。 
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    （３）会員募集に向けた具体的な活動計画 
       木材 SCM 支援システム「もりんく」の有効活用・業務支援ツールの内容十分に理

解した上で、フォーラム会員となる有益性を伝え広く会員を募る。 
 

８．決定事項 
    （１）ＩＣＴ構築に向けGoogleスプレッドシートを用いた需給システム共用を決定 

（２）木材の需給情報・木造住宅市場情報の簡素化を決定 
 （３）「もりんく」登録者を増やす普及広報活動内容の実施 
 

 
〈〈第第３３回回〉〉  

開開催催日日時時  令令和和 33年年 1111月月 2244日日（（水水））  
開催場所 八女林産協同組合（リアル会場）リモート会議（Zoom） 
出席者  １１名 
議題 ・ＩＣＴを活用したサプライチェーンでのGoogleスプレッドシートシステム構築説

明および運営方法の協議 
・フォーラムでの木材需給情報の集約・課題解決に向けた活動内容の策定 
・フォーラム会員募集に向けた具体的な活動計画の協議 
・その他 

  議事 
１.スプレッドシートを活用したＳＣＭでのシステム概要の説明。 
運用にあたっての基準が明確になっておらす効率的な運用方法決めが必要。 
 

２.木材需給情報の集約・課題解決に向けた活動内容の策定 
木造住宅着工状況の説明 
福岡県の木造住宅着工は全国平均を上回り概ね好調推移。 
一時的なウッドショックから抜け出したように考えられる。 
川下でのＳＣＭ普及拡大に向けての戦略と、福岡県内の都市計画区域および人口
動態の説明とエリア戦略の必要性説明。 
非住宅分野における木材利用拡大、建築物における木材利用促進に関する取組み
建築基準法の規制緩和方針（木造住宅の高さ規制緩和）等の概要説明。 

        木造住宅では従来基準では高さ 13ｍ迄となっていたものが 16ｍ超に緩和され省
エネ性能の高い木造住宅が建てやすくなる。 
グレーディングテスト結果説明 

    ＳＣＭで供給される 105角・120角のグレーディングテスト結果説明 
    Ｅ７０～Ｅ９０、ＳＤ２０の材が大部分を占めており品質に関しては特に問題が

ない。 
    ＪＡＳ材相当の数値が出ており住宅・非住宅分野での利用も可能となる。 
    製材ＪＡＳ認定取得によるＪＡＳ材の利用拡大も必要。 
    ＳＣＭでの取引拡大により製材品保管スペースが不足しており、新たな製品 倉
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２.木材需給情報の集約・課題解決に向けた活動内容の策定 
木造住宅着工状況の説明 
福岡県の木造住宅着工は全国平均を上回り概ね好調推移。 
一時的なウッドショックから抜け出したように考えられる。 
川下でのＳＣＭ普及拡大に向けての戦略と、福岡県内の都市計画区域および人口
動態の説明とエリア戦略の必要性説明。 
非住宅分野における木材利用拡大、建築物における木材利用促進に関する取組み
建築基準法の規制緩和方針（木造住宅の高さ規制緩和）等の概要説明。 

        木造住宅では従来基準では高さ 13ｍ迄となっていたものが 16ｍ超に緩和され省
エネ性能の高い木造住宅が建てやすくなる。 
グレーディングテスト結果説明 

    ＳＣＭで供給される 105角・120角のグレーディングテスト結果説明 
    Ｅ７０～Ｅ９０、ＳＤ２０の材が大部分を占めており品質に関しては特に問題が

ない。 
    ＪＡＳ材相当の数値が出ており住宅・非住宅分野での利用も可能となる。 
    製材ＪＡＳ認定取得によるＪＡＳ材の利用拡大も必要。 
    ＳＣＭでの取引拡大により製材品保管スペースが不足しており、新たな製品 倉

庫を探す必要がある。 
    ＳＤＧs の観点からもサプライチェーンでの取組みは大切であり、今後ＳＣＭで

の取引を拡大する方針 
 

３．会員募集に向けた具体的な活動計画 
       木材 SCM 支援システム「もりんく」の有効活用・業務支援ツールの内容十分に理

解した上で、フォーラム会員となる有益性を伝え広く会員を募る。 
 

 
〈〈第第４４回回〉〉  

開開催催日日時時  令令和和 33年年 1122月月 2222日日（（水水） 
開催場所 八女林産協同組合（リアル会場）リモート会議（Zoom） 
出席者  １４名 
議題  
・ＩＣＴを活用したサプライチェーンでのスプレッドシートシステム構築協議 
・フォーラムでの木材需給情報の共有、製材品保管施設の増設について 
・建築基準法の見直しに係る木造建築物の審議内容について 
・福岡県での気候風土適応住独自基準の策定について 
・フォーラム会員募集に向けた活動計画 
・今年度の進捗状況及び来年度計画概要について 
・その他 

 
 

議事 
    ・ＩＣＴを活用したサプライチェーンでのスプレッドシートシステム構築協議 
     エクセルベース需給システム構築精度向上の準備、今年度中に構築 
     参考事例紹介 竹中工務店デジタルプラットホーム概要（ｱﾏｿﾞﾝｳｪﾌﾞｻｰﾋﾞｽ） 
     現状分析と課題共有を図るクラウド上での情報共有 費用を抑える 
     来年度は精度を上げる。 

 
    ・フォーラムでの木材需給情報の共有、製材品保管施設の増設について 
     八女共販所の市場競り説明 柱取材の引合いが多く需給は安定 1.5倍増 
     製品加工。在庫はリアルタイムに出ている、製品在庫もありデーターを見て 
     あまり使わない寸法は設計レベルで考えていく 
     川上・川中・川下での情報共有は必要 
        
    ・建築基準法の見直しに係る木造建築物の審議内容について 
     基準法の大幅変更があるため、川上との情報共有も大切になってくる 
     2025年省エネ基準法の義務化、住宅高さ制限の緩和 13ｍから 16ｍへ 
     ４号特例に一部廃止により、建築士側から木材に品質・強度を求められるようになる。 
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・福岡県での気候風土適応住宅独自基準の策定について 
伝統建築住宅の技術と取組みの継承が必要となる 
外皮性能の基準緩和が行われる 
八女での伝統建築が多いので情報も必要でフォーラムメンバーの取組もあり 
県産材での取組みは必要となる 
伝統建築でもＳＣＭでの取組みの機能を活かす事が必要 

 
・フォーラム会員募集に向けた活動計画 
国交省と建築士会連合会との協定説明 全国でセミナーを展開 
大分県事例を参考にしてフォーラムでの取組みを行う 健康住宅で 1500 ㎡の幼稚園を
計画 
中大規模木造も視野に入れたい 
「もりんく」説明 地域型とも連携するためにも効果的に機能するので必要 
福岡では建築数も多いため必要となり。工務店 木造住宅を作っているが木に興味がな
い方も多いが木質材料に香味を持つことが必要 理解・視野を広める。 
発信もリアルタイムに可能となるメリット 会員同士の連携メリットがある。 

 
・進捗状況 来年度経過 
ＪＡＳ構造材セミナーの実施 健康住宅技術センター棟で開催 
木材に対しての興味が増えてきた。木材の良さを発信する必要性がある。 
デザイン・構造を理解している人から発信 サプライチェーンのありようを説明 
活動計画、コロナ、ウッドショックにより活動が制限された。 
今年度か体制の構築、ウッドショックにより SCMの必要性が認識された。 
今年度目標 30棟に対し 21棟、来年度は 60棟ほど予定 100坪ほどの在庫倉庫の借入れ 
山側の再造林の意欲が向上 
合板等の建材価格は向上 
ウッドショック 製材側には良い効果が出た 
住宅関係が少ないがシステム構築が出来た段階で参加者（工務店）を広げる 
普及する考えがベースで川上への貢献を考えて行く。 
共感できる方を増やす。 
川上へ返す必要がある。 
協定はないが秩父を参考にしている。流通機能が大切 
坪発注から柱 1本 1本での発注、立部での発注はない為、流通店の関わり（川下へのサ
ービス）務店レベル・癖を読み解く事が必要 
適材・適正な価格を知る事が必要 柱 1本ごとのか価格も知る事 
大工からすると木材はタダのような感覚がある。必要なところだけ取り他は捨てる。木
材の使い方や流通点の大切さを伝える必要性がある。 
原価の考え方を変える必要性あり 
在庫も見える化を図る。 
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八女での伝統建築が多いので情報も必要でフォーラムメンバーの取組もあり 
県産材での取組みは必要となる 
伝統建築でもＳＣＭでの取組みの機能を活かす事が必要 

 
・フォーラム会員募集に向けた活動計画 
国交省と建築士会連合会との協定説明 全国でセミナーを展開 
大分県事例を参考にしてフォーラムでの取組みを行う 健康住宅で 1500 ㎡の幼稚園を
計画 
中大規模木造も視野に入れたい 
「もりんく」説明 地域型とも連携するためにも効果的に機能するので必要 
福岡では建築数も多いため必要となり。工務店 木造住宅を作っているが木に興味がな
い方も多いが木質材料に香味を持つことが必要 理解・視野を広める。 
発信もリアルタイムに可能となるメリット 会員同士の連携メリットがある。 

 
・進捗状況 来年度経過 
ＪＡＳ構造材セミナーの実施 健康住宅技術センター棟で開催 
木材に対しての興味が増えてきた。木材の良さを発信する必要性がある。 
デザイン・構造を理解している人から発信 サプライチェーンのありようを説明 
活動計画、コロナ、ウッドショックにより活動が制限された。 
今年度か体制の構築、ウッドショックにより SCMの必要性が認識された。 
今年度目標 30棟に対し 21棟、来年度は 60棟ほど予定 100坪ほどの在庫倉庫の借入れ 
山側の再造林の意欲が向上 
合板等の建材価格は向上 
ウッドショック 製材側には良い効果が出た 
住宅関係が少ないがシステム構築が出来た段階で参加者（工務店）を広げる 
普及する考えがベースで川上への貢献を考えて行く。 
共感できる方を増やす。 
川上へ返す必要がある。 
協定はないが秩父を参考にしている。流通機能が大切 
坪発注から柱 1本 1本での発注、立部での発注はない為、流通店の関わり（川下へのサ
ービス）務店レベル・癖を読み解く事が必要 
適材・適正な価格を知る事が必要 柱 1本ごとのか価格も知る事 
大工からすると木材はタダのような感覚がある。必要なところだけ取り他は捨てる。木
材の使い方や流通点の大切さを伝える必要性がある。 
原価の考え方を変える必要性あり 
在庫も見える化を図る。 

山に戻す事が必要。 
住宅分野でのＳＣＭ取組みを強化して中大規模木造への取組みに広げる 
設計士不足 ノウハウ共有が出来ていない。勉強会の資料を持って市町村に説明する。 
どうやったら木造でできるかを考える 
木造でないと作れない 木造前提 埋蔵文化財 基礎を浅くするため 
幼稚園 ２階建てだと耐火要件が係る 
エコスクール・プラスの詳細を知りたい 
2ｍ材の仕様用途 パレット材 瓦屋が仕様 建具材 伝統建築材料で無節が必要 

   
・会員募集に向けた具体的な活動計画 

木材 SCM 支援システム「もりんく」の有効活用・業務支援ツールの内容十分に理解
した上で、フォーラム会員となる有益性を伝え広く会員を募る。 

 
 

〈第５回〉 
開催日時 令和 4年 1月 25日（火） 
開催場所 リモート会議（Zoom） 
出席者  １１名 
議題  
・ＩＣＴを活用したＳＣＭでのスプレッドシート需給情報ｼｽﾃﾑ構築・運用協議 
・フォーラムでの木材需給情報の共有、製材品保管施設の管理運用について 
・フォーラムでのスギ梁材の許容応力度の解説および利用範囲拡大の検討 
・ＳＣＭでの低層・非住宅、ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ木造（1000㎡以下）への取組提案 
・保育園舎、幼稚園舎へのＳＣＭ機能を活かした木造・木質化への取組み提案 
・フォーラム会員募集に向けた活動計画 
・今年度の概括および来年度計画概要について 
・その他 

 
議事 
・ＩＣＴを活用したＳＣＭでのスプレッドシート需給情報ｼｽﾃﾑ構築・運用協議 
スプレッドシートの組み込みと新規の工務店加入を見込んだ準備を行う。 
新規の場合、木材流通店やプレカット会社の了解が取れるか確認が必要。 
森林パートナーズからのデーターにてクラウドでの運用に向け２月半ばからテスト運用を
実施する。 

・フォーラムでの木材需給情報の共有と製材品保管施設の管理運用について 
倉庫の効率の良い運用ならびに先読みした木材発注を行える体制を整備。 
月間１０棟以上などスケール的なものを考えると、在庫切れにならないように情報共有は
不可欠。製品倉庫は２月１５日より稼働する。 
使用頻度の高いものを含めて在庫コントロールを行いながら、他工務店参入の場合でも需
要予測を立てて調整を進めることが必要。 
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現状、月間４～５棟程度の在庫量のストックで運用、共販所の市は月２回開催され、その
都度発注を行っている。 
 
 在庫を持つところはどこか？ 原木の買付および健康住宅が使用する木材として加工し
プレカットに出す前に邸別の区分を行っている。 
フォーラムの取組み拡大を行う際、地域の工務店を入れた場合の在庫管理方法をどのよ

うに行うのか？ 最近は製品問屋が在庫を持たないようになった影響もあり在庫の重要性
が見られる。既存の製品市場も視野に入れて活動してはどうか？ 
ＳＣＭでは木材流通店が介在しているためリスク回避できる。 

 
・フォーラムでのスギ梁材の許容応力度の解説および利用範囲拡大の検討 
国産材シフトによる使用範囲を情報共有する。 
マンスリーハウジングデーター説明および福岡県の動向説明。 
持ち家は人口増を背景として好調であるが、今年度は伸び率が低下。注文住宅では2％の伸
びで足踏み状態 
サプライチェーンでは強度にこだわっておりグレーディングで良い結果が出ているが横架
材へのＳＣＭ材の利用検討を図り、有効利用を設計再度に伝える。品質の高い材を供給す
る事が必要。 
全国組織の住宅会社からＪＡＳの構造材を使って欲しいとの要望があるため、来年度は普
及を図りたい。 
「もりんく」ＪＡＳ認証工場検索説明および認証工場の所在地が分かる。 
八女林産では機械等級を９月を目途に取得する予定であり、非住宅分野へも利用を拡大し
て欲しい。グレーディングをかける事で材の品質を表示することも可能 

 
外材の価格上昇がある反面、スギを代替材として使う場合の問題は？ 
機械等級があると設計入力対応は可。外材から地域材へ替わっても対応できる。 
集成材を使って構造計算をおこなっている所は少ないが、ただ単に安いから使用している
所が大多数であるが、地域材でも強度が出るアピール 
構造設計を伴う建物ではヤングが必要（中規模建築）製品の品質明示は必要であり、広く
提供する為には品質確保が課題となる。 

 
・ＳＣＭでの低層・非住宅、ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ木造（1000㎡以下）への取組提案 
・保育園舎、幼稚園舎へのＳＣＭ機能を活かした木造・木質化への取組み提案 
 
ＳＣＭで低層の集会場などのコンパクト・ハイブリッドに取組む事も視野に入れる事を考えれ
ばよいのではないか？今後、ニーズがでてくる可能性もある。 
中規模では構造の安定のさせ方が必要となり、住宅設計ではないが大きなスパンに対応する事
も必要。意匠設計者が構造設計を考える機会が増えてきた。 
八女地区での伝統建築物の改修工事も順調で、新築以上の価値を与える取組みとして伝統建築
でＺＥＨグレード仕様に取り組んでいる。 

256
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・フォーラムでのスギ梁材の許容応力度の解説および利用範囲拡大の検討 
国産材シフトによる使用範囲を情報共有する。 
マンスリーハウジングデーター説明および福岡県の動向説明。 
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びで足踏み状態 
サプライチェーンでは強度にこだわっておりグレーディングで良い結果が出ているが横架
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る事が必要。 
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八女林産では機械等級を９月を目途に取得する予定であり、非住宅分野へも利用を拡大し
て欲しい。グレーディングをかける事で材の品質を表示することも可能 

 
外材の価格上昇がある反面、スギを代替材として使う場合の問題は？ 
機械等級があると設計入力対応は可。外材から地域材へ替わっても対応できる。 
集成材を使って構造計算をおこなっている所は少ないが、ただ単に安いから使用している
所が大多数であるが、地域材でも強度が出るアピール 
構造設計を伴う建物ではヤングが必要（中規模建築）製品の品質明示は必要であり、広く
提供する為には品質確保が課題となる。 

 
・ＳＣＭでの低層・非住宅、ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ木造（1000㎡以下）への取組提案 
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ＳＣＭで低層の集会場などのコンパクト・ハイブリッドに取組む事も視野に入れる事を考えれ
ばよいのではないか？今後、ニーズがでてくる可能性もある。 
中規模では構造の安定のさせ方が必要となり、住宅設計ではないが大きなスパンに対応する事
も必要。意匠設計者が構造設計を考える機会が増えてきた。 
八女地区での伝統建築物の改修工事も順調で、新築以上の価値を与える取組みとして伝統建築
でＺＥＨグレード仕様に取り組んでいる。 

エコスクール関連の説明 木造・木質化による支援措置での補助率アップは廃止されたが、公
共建築物での補助率が上がった。 
厚労省 新子育て安心プラン人口増に伴う保育所への補助率のかさ上げがある。 
学校木質化への取組み説明 建築物価が上がっている中で、建築工事予算から切り離した予算
枠での取組みが検討されている。 
大手建材会社から試験製材の依頼など多数の案件も増えている。 
福岡県内の他地域では対応できないケースが多いため、八女地区への依頼が増えてきた。 
ただ単に木質化を行うのではなく今後は木質化デザインも必要となる。 
今ある材料、技術を拾って地域で継承する事も必要。 
ＳＭＣの中でのデザイン、出口側とつながった流通と、木を美しく表現しつながった形をつく
りながら川上との需要情報を図る事も必要。 
 
美しいものを造り出すサプライチェーン、バリューチェーンを発展させるが大切。 
ＪＡＳに関連する川中からの情報提供も必要で木材情報を県木連のＨＰで検索できるように
している。 
建築資材の納期が全般的遅れているが、ＳＣＭでの木材供給が有効に機能しているため、上棟
はスムーズに進んでいる。 
現在検討していることが確立すれば外にうって出れるのではないか。 
 
・今年度の概括および来年度計画概要について 
・フォーラム会員募集に向けた活動計画 
ＳＣＭフォーラムでの機能と有効性や強みが、ウッドショックになってから再認識されて繋が
った 
今年度は基盤整備であったが、来年度は「もりんく」を活用しながら新規加入活動への取組を
広げていく 

 
 

〈第６回〉 
開催日時 令和 4年 2月 24日（木） 
開催場所 リモート会議（Zoom） 
出席者  １１名 
議題  
・ＩＣＴを活用したＳＣＭでのスプレッドシート運用協議 
・フォーラムでの木材需給情報の共有と製材品保管施設の運用状況について 
・ＳＣＭでの生産体制拡大に伴う情報共有方法と自然災害リスクヘッジについて 
・ＳＣＭでのモデル住宅に向けた取り組みについて 
・令和3年12月新設木造住宅着工統計情報および福岡県内動向 
・フォーラム会員募集に向けた活動計画 
・今年度の概括および来年度計画概要について 
 

エコスクール関連の説明 ⽊造・⽊質化による⽀援措置での補助率アップは廃⽌されたが、公
共建築物での補助率が上がった。 
厚労省 新⼦育て安⼼プラン⼈⼝増に伴う保育所への補助率のかさ上げがある。 
学校⽊質化への取組み説明 建築物価が上がっている中で、建築⼯事予算から切り離した予算
枠での取組みが検討されている。 
⼤⼿建材会社から試験製材の依頼など多数の案件も増えている。 
福岡県内の他地域では対応できないケースが多いため、⼋⼥地区への依頼が増えてきた。 
ただ単に⽊質化を⾏うのではなく今後は⽊質化デザインも必要となる。 
今ある材料、技術を拾って地域で継承する事も必要。 
ＳＣＭの中でのデザイン、出⼝側とつながった流通と、⽊を美しく表現しつながった形をつく
りながら川上との需要情報を図る事も必要。 
 
美しいものを造り出すサプライチェーン、バリューチェーンを発展させるが⼤切。 
ＪＡＳに関連する川中からの情報提供も必要で⽊材情報を県⽊連のＨＰで検索できるように
している。 
建築資材の納期が全般的遅れているが、ＳＣＭでの⽊材供給が有効に機能しているため、上棟
はスムーズに進んでいる。 
現在検討していることが確⽴すれば外にうって出れるのではないか。 
 
・今年度の概括および来年度計画概要について 
・フォーラム会員募集に向けた活動計画 
ＳＣＭフォーラムでの機能と有効性や強みが、ウッドショックになってから再認識されて繋が
った 
今年度は基盤整備であったが、来年度は「もりんく」を活⽤しながら新規加⼊活動への取組を
広げていく 

 
 

〈第６回〉 
開催⽇時 令和 4 年 2 ⽉ 24 ⽇（⽊） 
開催場所 リモート会議（Zoom） 
出席者  １１名 
議題  

・ＩＣＴを活⽤したＳＣＭでのスプレッドシート運⽤協議 
・フォーラムでの⽊材需給情報の共有と製材品保管施設の運⽤状況について 
・ＳＣＭでの⽣産体制拡⼤に伴う情報共有⽅法と⾃然災害リスクヘッジについて 
・ＳＣＭでのモデル住宅に向けた取り組みについて 
・令和3年12⽉新設⽊造住宅着⼯統計情報および福岡県内動向 
・フォーラム会員募集に向けた活動計画 
・今年度の概括および来年度計画概要について 
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議事 
・ＩＣＴを活用したＳＣＭでのスプレッドシート運用協議 
在庫管理情報を広く活用しながら、スプレッドシート上で内容共有を行いリアルタイムに動
かす事が必要。月2回の共販所からの出材量が増えるため効率の良い運用が求められる。 
川上～川下までの情報共有し体系化を進めていくが、各事業者ごとにＩＴセキュリティーの
確認が必要。 
スプレッドシート運営のホストはループスアーキテクト吉本社長が担う。 
 

・フォーラムでの木材需給情報の共有と製材品保管施設の運用状況について 
スムーズに運営していくためには在庫の共有化が大切となるが、在庫不足分をどう補填して
いくのかを今後協議する必要がある。 
川上の森林組合も需給情報を確認しながら必要在庫を先読みして材を確保する。 
保管施設は2月16日より稼働し棟別在庫ストックを４棟分保管しながら運営 
常に足らない材料がないようにする。 
倉庫効率を図る為、邸別の区分を行い効率の良い在庫管理を行う。 
常時２棟ほどをベースに、10ｔトラックで効率よくプレカット工場へ搬入できる体制を取り
ながら運搬コストと管理コストの低減を図る。 
現在、集成材で40棟～50棟 無垢材で40棟～50棟の年間施工棟数があるが、今は集成材の発
注は停止してすべて無垢材に切り替えている。今後3～4か月の間ですべて無垢材での施工と
なるが、年間で100棟前後の需給を賄える倉庫キャパが取れるのかが課題となる。 
現在、大型テント倉庫の一部分を借りてストックしているが、広い倉庫のためストックスペ
ースに問題はない。 
特に梅雨時期の需給が不足する為、早めに発注をお願いしたい。  
 
・ＳＣＭでの生産体制拡大に伴う情報共有方法と自然災害リスクヘッジについて 
年間１００棟近くがＳＣＭの体制で動きだすが、自然災害によりサプライチェーンの分断が
危惧される。 
ＳＣＭの分断も考えながら、他地区と連携できるよう今後議論する必要がある。 
今後、世界情勢にも左右される可能性もある。ここもでもリスクヘッジを考えていくことが
必要。 
強靭なＳＣＭを構築するためにもグローバルな動向も取り込んで考える事も必要 
 

・ＳＣＭでのモデル住宅に向けた取り組みについて 
建売モデルにはシフトしないが20～30棟程を計画中なので実証モデルの取組を考えてみる。 
意義のある建物を地域ビルダーとして建てる。在来軸組みのパネル化が進んでいる傾向があ
るが、地域ビルダーして住宅の高規格化を図りながらＳＣＭでの地域材利用を進めて行く。 
モデル住宅のコンセプトは今後発表する。 
 

・令和3年12月新設木造住宅着工統計情報および福岡県内動向 
全国の新設住宅着工推移の説明 
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議事 
・ＩＣＴを活用したＳＣＭでのスプレッドシート運用協議 
在庫管理情報を広く活用しながら、スプレッドシート上で内容共有を行いリアルタイムに動
かす事が必要。月2回の共販所からの出材量が増えるため効率の良い運用が求められる。 
川上～川下までの情報共有し体系化を進めていくが、各事業者ごとにＩＴセキュリティーの
確認が必要。 
スプレッドシート運営のホストはループスアーキテクト吉本社長が担う。 
 

・フォーラムでの木材需給情報の共有と製材品保管施設の運用状況について 
スムーズに運営していくためには在庫の共有化が大切となるが、在庫不足分をどう補填して
いくのかを今後協議する必要がある。 
川上の森林組合も需給情報を確認しながら必要在庫を先読みして材を確保する。 
保管施設は2月16日より稼働し棟別在庫ストックを４棟分保管しながら運営 
常に足らない材料がないようにする。 
倉庫効率を図る為、邸別の区分を行い効率の良い在庫管理を行う。 
常時２棟ほどをベースに、10ｔトラックで効率よくプレカット工場へ搬入できる体制を取り
ながら運搬コストと管理コストの低減を図る。 
現在、集成材で40棟～50棟 無垢材で40棟～50棟の年間施工棟数があるが、今は集成材の発
注は停止してすべて無垢材に切り替えている。今後3～4か月の間ですべて無垢材での施工と
なるが、年間で100棟前後の需給を賄える倉庫キャパが取れるのかが課題となる。 
現在、大型テント倉庫の一部分を借りてストックしているが、広い倉庫のためストックスペ
ースに問題はない。 
特に梅雨時期の需給が不足する為、早めに発注をお願いしたい。  
 
・ＳＣＭでの生産体制拡大に伴う情報共有方法と自然災害リスクヘッジについて 
年間１００棟近くがＳＣＭの体制で動きだすが、自然災害によりサプライチェーンの分断が
危惧される。 
ＳＣＭの分断も考えながら、他地区と連携できるよう今後議論する必要がある。 
今後、世界情勢にも左右される可能性もある。ここもでもリスクヘッジを考えていくことが
必要。 
強靭なＳＣＭを構築するためにもグローバルな動向も取り込んで考える事も必要 
 

・ＳＣＭでのモデル住宅に向けた取り組みについて 
建売モデルにはシフトしないが20～30棟程を計画中なので実証モデルの取組を考えてみる。 
意義のある建物を地域ビルダーとして建てる。在来軸組みのパネル化が進んでいる傾向があ
るが、地域ビルダーして住宅の高規格化を図りながらＳＣＭでの地域材利用を進めて行く。 
モデル住宅のコンセプトは今後発表する。 
 

・令和3年12月新設木造住宅着工統計情報および福岡県内動向 
全国の新設住宅着工推移の説明 

コロナの時期ではなく、コロナ前の18年比で計れば増えている地域も見散されるが、九州地
区全体は順調に動き出している。 
福岡県では人口増以上に工務店の努力により2桁増となっている。 
沖縄も木造住宅へシフトしており今後の棟数増が注目される。18年比で143.5％ 
九州全体 102.8％増 熊本県は85.9％で低迷している。全国は101.3％増で推移している。 
 
消費者全体が木造木質に目を向けており木造木質化に取組む企業は好感度が高い 
不動産部分でも関心度は高くなっており、ビジネスパーソンの関心度も高い 
ＳＣＭの取組が中大規模建築へ繋がるのでは。 
設計・施工も５割以上が関心を示す。 
決め手 快適性・コスト・デザイン ＳＤＧｓへの取組 不動産の関心が高い 
建築物のイマージ デザインの美しさの有効性は高く100％に近い好感度がある。取り組まな
いといけない課題は、構造設計者・意匠設計者などの技術・技能不足が懸念されるが、福岡
県ＳＣＭでは高い技術力がある。 
宿泊施設での取組み 
ウィズコロナ時代で生き残るための取組では、以前の市場動向は参考にならない。 
競争力の高い取組みを行うことが必要 
星野リゾート界 別府、別府杉乃井ホテル ハード・ソフトでの差別化により 
高付加価値を与える事で消費者に認めて頂くことが出来ている。ＳＣＭでも同様な取組みが
必要。 
ＳＣＭでも競争力の高いサプライを目指し、ただ単なる組織体ではなく常にブラッシュアッ
プを図り成長していく事が必要。 
 

・フォーラム会員募集に向けた活動計画 
今後、棟数の急激な上昇が見込めるが、しっかりと基盤整備義を行いながら広げていく事が
大切 
市場変化の先読みしながら拡大を図っていく。 
大手も木質化デザインを行っている。全体的に増えている印象がある。 
さまざまな知識・デザイン・設計を活かしながら取り組んでいくことも必要。 
木のデザインの幅を広げ、美しく表現しながら木の大切さを消費者に伝えていく。 
福岡県産の普及を真剣に考える事が大切 

 
・今年度の概括および来年度計画概要について 
今年度は基盤整備が整いつつあるので、これをもって来年度へ取組んでいく 
先行事例モデルが少ないが、ＳＣＭ連携を図り可能な限りベストな方向で進める。 
ＳＣＭグループとして地域全体に波及すればいいのでは 
ＳＣＭで情報共有し全体の流れを先読みし次のステップへ進んで行くことが必要 
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