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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。 

また、本事業においては、サプライチェーン構築の必要性、参加事業者、具体的な内

容や波及効果、実施体制と年次計画等を内容とした「サプライチェーン構想・計画」を

作成することとしております。 

この度、１６フォーラムの「サプライチェーン構想・計画」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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１ 地域の概要 

（１）取組を行う地域 

茨城県全域及び首都圏 

（２）フォーラムの参画者 / 別添 1 参加者名簿 

 

２ 地域の木材流通の現状・課題 

（１）現在の茨城県産材のサプライチェーン図 / 別添２  

（２）参画者の事業実績   

①素材生産業者 

認定事業体として茨城県から認定されている。有限会社佐川運送、美和木材協同 

組合は「国有林間伐・再造林推進コンクール」において最優秀賞、優 

秀賞をとるなど、優れた品質の森林整備を行うとともに、高効率かつ低コストな 

間伐、主伐・再造林等の例として表彰されている。 

②製材所  

品質の確かな茨城県産材の安定的な供給体制の整備及び市場開拓を目的として設 

立された茨城県産材推進協議会に加盟。産地の適正な証明と一定の品質基準を満 

たした木材である「いばらき優良木材」を生産することが出来る。 

③市場・木材小売  

株式会社茨城木材相互市場は取扱い材積３２００㎥/月、県内市場の中で特に茨城 

県産材の取り扱いに力を入れている。また株式会社角幸は創業１１０年の木材 

小売店で、近年では非住宅建築にも取り組んでいる。  

④設計事務所・工務店 

Live Haus建築設計所藤田克則は一級建築士で農学博士、東大大学院御非常勤講 

師も務めており、飯田貴之建築設計事務所とともにグッドデザイン賞、ウッ 

ドデザイン賞などの受賞歴がある。ICA建築設計事務所は茨城県産材普及促進協 

議会の建築家部会チーム長を務め、住宅・非住宅建築において数々の受賞歴があ 

る。 株式会社茨城県南木造住宅センターは茨城県産材の住宅利用に設計施工に取 

り組むほか、県内工務店に対する技術講習会を毎年行っている。 

（３）当該地域構想の実現を図る上での課題 

■県産丸太の確保 

県内素材生産量は４３万㎥、うち県外移出量は２４万㎥と約 6割を占め、県内の中

小製材工場は県産材の確保に苦労している。また近県に立地している大規模製材工場

との競合が激しい。 

 

■県産材のシェア拡大 

木材需給量のうち県産材のシェアが 24.4％と少ない。 

県北、県央地区を本社とする工務店には県産材が流通しているが、県南、県西、鹿

行地区では県産材がほとんど流通していないことがわかった。 

山が多く木材の生産地である県北、県央部と、平野部で消費地である県西、県南、

鹿行地域では地域材、県産材への認識が異なるということが明らかになった。 
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■県産材のシェア拡大 

木材需給量のうち県産材のシェアが 24.4％と少ない。 

県北、県央地区を本社とする工務店には県産材が流通しているが、県南、県西、鹿

行地区では県産材がほとんど流通していないことがわかった。 

山が多く木材の生産地である県北、県央部と、平野部で消費地である県西、県南、

鹿行地域では地域材、県産材への認識が異なるということが明らかになった。 

特に木材の発注決定権者である工務店の意識の違いが大きかった。 

県北、県央地域は、素材生産業者、製材所が多く、工務店にも地域材を積極的に利

用しようとする意識があるが、平野部では、産地を気にして木材を利用するという意

識はなく、「なぜ県産材を利用しなければならないかがわからない」という意見も出

た。 

まだ茨城県産材のサプライチェーン（以下 SC）が形成されていない非住宅物件も

同様。住宅非住宅ともに県産材のシェア拡大が課題である。 

 

■住宅分野の調査の必要性 

平野部では「県産材は割高である」という認識が強くあったが、川上、川中の事業

者からは他県産材よりも割高になる理由が見当たらないという意見が出た。 

既存の流通については利害関係が複雑で、かつ不明瞭な部分が多く、不用意な介入

は反発や誤解を招くため、来年度以降、流通経路、価格等の実態を調査し、平野部へ

の SC構築を図る必要がある。 

 

■ A材の需要先の確保 

これまでは人口減少による住宅着工数減の中にあっても、つくばエクスプレス沿線

開発等の宅地開発によって、他県よりも住宅着工件数の減少が緩やかであったが、令

和 2年度には県内の主だった宅地開発が終了することから A材の需要先の確保が課題

になることが予測されている。 

 

■非住宅分野の需要対応 

首都圏に近いことから非住宅分野の需要は旺盛である。また、A材が活用可能で非

住宅への利用が期待されることから、官民を挙げて誘致した接着重ね材(ＢＰ材)の新

工場 WOOD ＢＰ関東㈱が宮の郷工業団地において令和元年 11月に稼働開始した 

• ＢＰ材生産に適した原木・製品の安定供給体制が構築できておらず、特に乾燥

材の安定供給体制の構築が必要。 

• 非住宅建築物においては、早期（施行の 2～3年前）に必要な木材の情報（仕

様・納期等）を川中・川上に伝えていく仕組みが必要。 

 

■非住宅物件の木造化推進～各段階での課題 

１)．発注段階 

市町村営繕担当者からのヒアリングによると、中大規模建築物の場合、発注者が木造

を指定しなければ、S造、RC造になってしまい、供給のスタートラインにつけないのが

現状である。まれに建築家から木造が提案されても、発注者、または利用者の不安から

他構造に変更になってしまう例も少なくない。まず推進すべき公共建築物の木造化を考

えたとき、これまでの実績や経験が少ない中で、発注者側の役割は大きく、庁内の調整

も含め、労力や負担も少なくない。 

・建築物の用途、規模などスペックの設定、 

・予算の確保、 
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・設計者選定 /木造に詳しい設計者が少ない。 

・施工者の選定 /ランク付けと木造への理解度が必ずしも一致しない 

・木造化等のメリットを利用者に理解してもらう必要。 

Ex）古い木造建築のイメージが残り、２階の床なりを心配して議会で反対された。 

・施設の計画においてはコストパフォーマンス、 

・メンテナンス性の確保やメンテナンス計画の策定 

・県産材供給のキャパシティを踏まえた上での木造化や木質化の程度の設定も必要。 

 

２)．材料供給段階 

生物材料である木材には伐採に適した時期（切り旬）があり、一方で、公共建築物の

発注や竣工の時期は重なることが多いため、同時に大量の急な発注への対応が迫られる

ことになる。その対応は困難な場合が多く、あるいは売り手市場となって価格の高騰を

招いたり、供給側の通常の業務に支障を与えたりするという問題がある。また、設計の

内容によっては県産材では調達が不可能な場合があるなど、設計者や使用者など川下側

との意思の疎通や情報の不足が問題になることもある。 

また、木材の規格は住宅向けに整備されてきたため、よりスパンの大きさが求められ

ることが多い中大規模木造建築にそのまま使うには難しく、さらに、県産材は他の国産

材と比べて製材品種が少ない。住宅用の規格品の中にも需要の多い断面寸法や材長の部

材は「流通材」として出回っていて調達が容易であるのに対し、需要の少ない部材は国

産材の規格品であるにもかかわらず「特殊材」となってしまい、割高で調達にも時間が

かかるという実情がある。それとは別に、供給可能な木材量やコストに関する情報も十

分には整備されていないことも影響して、設計者や消費者等にとって「県産材は割高だ」

という印象や、「本当に県産材で賄えるのか」といった不安を与えているのが実態であ

る。 

それに輪をかけて事情を複雑にしているのは、木材の流通経路による単価の違いであ

る。建設物価版等に記載のある、全国的に普及している「一般流通材」の価格を１とし

た場合、経由する事業者の数が多くなると、時によってその価格は、1.4～1.5 にもな

ることがある。県産材で施設整備を行うためには、上限単価の設定なども不可欠な事項

である。 

①発注者（設計者、施行者）が木材の供給側に求めるもの 

・径級や数量を把握するための立木の調査、 

・伐採から製材、乾燥に至る工程を経て、含水率やヤング率など木材品質の管理 

・一定程度の木材の発注に備えたストック機能 

②特徴 

・茨城県は森林面積も多くはなく、県内製材所等は小規模な事業者がほとんどである。 

・安定供給に難がある。特に公共物件の場合、予算が決まる時期が同じなので、一時 

的に大量の発注が出てしまい、その供給に堪えない。昨年度 2,000㎡弱の認定こど 

も園建築に際し 400㎥の発注があったが、他の公共物件と重なり、納期が 2か 

月弱しかなかったため、対応できなかった。 

・小規模な事業者の利点として、個別の注文に対応している。 
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ることが多い中大規模木造建築にそのまま使うには難しく、さらに、県産材は他の国産

材と比べて製材品種が少ない。住宅用の規格品の中にも需要の多い断面寸法や材長の部

材は「流通材」として出回っていて調達が容易であるのに対し、需要の少ない部材は国

産材の規格品であるにもかかわらず「特殊材」となってしまい、割高で調達にも時間が

かかるという実情がある。それとは別に、供給可能な木材量やコストに関する情報も十

分には整備されていないことも影響して、設計者や消費者等にとって「県産材は割高だ」

という印象や、「本当に県産材で賄えるのか」といった不安を与えているのが実態であ

る。 

それに輪をかけて事情を複雑にしているのは、木材の流通経路による単価の違いであ

る。建設物価版等に記載のある、全国的に普及している「一般流通材」の価格を１とし

た場合、経由する事業者の数が多くなると、時によってその価格は、1.4～1.5 にもな

ることがある。県産材で施設整備を行うためには、上限単価の設定なども不可欠な事項

である。 

①発注者（設計者、施行者）が木材の供給側に求めるもの 

・径級や数量を把握するための立木の調査、 

・伐採から製材、乾燥に至る工程を経て、含水率やヤング率など木材品質の管理 

・一定程度の木材の発注に備えたストック機能 

②特徴 

・茨城県は森林面積も多くはなく、県内製材所等は小規模な事業者がほとんどである。 

・安定供給に難がある。特に公共物件の場合、予算が決まる時期が同じなので、一時 

的に大量の発注が出てしまい、その供給に堪えない。昨年度 2,000㎡弱の認定こど 

も園建築に際し 400㎥の発注があったが、他の公共物件と重なり、納期が 2か 

月弱しかなかったため、対応できなかった。 

・小規模な事業者の利点として、個別の注文に対応している。 

・宮の郷工業団地とその周辺に素材生産、製材、乾燥が集中しているため、川上から 

川中への物流効率が高い。 

③非住宅建築物、特に中大規模建築物に対する SCが未構築 

・建築規模が大きくなる程一般材や長尺材等、必要とする品質や材積を集めることが 

困難。 

・短期間で集めようとするとコストが高くなる。 

• ＢＰ材生産に適した原木・製品の安定供給体制が構築できておらず、特に乾燥材

の安定供給体制の構築が必要。 

• 非住宅建築物においては、早期に必要な木材の情報（仕様・納期等）を川中・川

上に伝えていく仕組みが必要。 

 

３)．情報の取得段階と体制面 

①これまで 

県産材の定義、流通材と特殊材の区分けや物価版の整備をするため、平成２７年度

（2015）から「茨城県産材の未来創造事業」を実施。 

・「茨城県産材中大規模木造建築物促進マニュアル」を作成し県内全市町村及び茨城 

 県建築士会会員に配布した。 

・平成 29年までの 3年間、茨城県や建築士会等の方々を委員とする茨城県産材中大 

規模木造建築物促進協議会を茨城県産材普及促進協議会が事務局となり実施。 

・その事業を茨城県産材普及促進協議会が引き継いで、茨城型木造建築コーディネー 

ター制度を試験運用。 

 ・流通材と特殊材の区分けや納期を明記した物価版の整備として、公共建築物用の積

算用価格表を公表。 

②今後の材料供給側の課題 

・供給可能な量や品質等の情報整備や発信が必要。 

・関係者間での調整や同意が重要な要素であり、現実性を踏まえた前提条件の設定も 

必要。 

 ・中大規模建築に求められる寸法、強度・含水率等の品質、納期の理解と供給体制。 

 ・個別注文に対応している業者間の横の連携。 

 ・物件ごとに必要な材料の早期把握と設計段階での調整。 

 

３ フォーラムで展開する取組の内容  

1). 中大規模建築物を核とした SCの構築 

非住宅分野は SCが未整備であることから、県産材利用を念頭に新規に SCを構築す

る。特に住宅用製材だけでは対応出来ない、また一時期に集中した需要が生まれる中

大規模建築物に対応する体制の整備を目指す。 

①製材、集成材、BP材のそれぞれの製造ルートと総合的な販売ルートを作る。 

②設計事務所・建築家を積極的にメンバーに迎える。 

・設計段階から素材生産業者と連携して、必要な材の伐採を行うことで、特殊材・ 

大量の一般製材、の確保に係る供給側・需要側双方のリスク低減を図り、コスト 
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削減につなげる。 

③ＢＰ材生産に適した原木・製材の安定供給体制を作る。 

・ＢＰ材生産に適した原木・製品の安定供給体制の構築。 

・乾燥設備と技術を強化し、ＢＰ材に必要な乾燥性能を満たした製品供給体制を整 

備するとともに、JAS製材の供給を強化したい。 

・素材生産者と製材工場、乾燥組合の連携のもと、川下にジャストインタイムで 

 ＢＰ材を安定供給できる体制を構築する。 

 

2). 茨城県木造建築コーディネーターと連携  

ファーラム事務局の茨城県産材普及促進協議会が試験運用をしている茨城県木造建

築コーディネーターと連携する。 

 ・SCコーディネーター、SC各窓口と連携する。 

・茨城県木造建築コーディネーター制度は素材生産業者との連携が無かったので、

素材生産業者との情報共有を支援する。 

・非住宅建築物の企画・設計段階から参画する仕組みを構築する。 

・設計者が目指すデザインや建築性能を実現するための木材（仕様、納期、見積も

り等）に関する情報を早期に共有する。 

・設計事務所の発注、設計 VEに対し、木造建築コーディネーターと連携して対応す

る仕組みを作る。

 

 

3). 住宅用材料について更なる流通調査 

住宅用材料は運用の歴史も長く、小さなエリアで既存の流通が複雑に構築されてお

り、不明瞭な部分が多く、不用意な介入は反発や誤解を招く恐れが多いことから、来

年度以降、流通経路、価格等の実態を調査し、SCの再構築を行う。 

 

4). フォーラムによる原木調達や製造工場へ振り分け 
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・設計者が目指すデザインや建築性能を実現するための木材（仕様、納期、見積も

り等）に関する情報を早期に共有する。 

・設計事務所の発注、設計 VEに対し、木造建築コーディネーターと連携して対応す

る仕組みを作る。

 

 

3). 住宅用材料について更なる流通調査 

住宅用材料は運用の歴史も長く、小さなエリアで既存の流通が複雑に構築されてお

り、不明瞭な部分が多く、不用意な介入は反発や誤解を招く恐れが多いことから、来

年度以降、流通経路、価格等の実態を調査し、SCの再構築を行う。 

 

4). フォーラムによる原木調達や製造工場へ振り分け 

・参加者に中小規模事業者が多いことから、川上・川中・川下の窓口が連携して、木 

材調達情報を共有し、原木調達や製材工場への振り分けを行う。 

・出荷可能量等の情報を提供する。 

 

5). 情報共有 

SC内の情報の共有化を図る。 

・早期に必要な木材の情報（仕様・納期等）を川中・川上に伝えていく仕組みを構 

 築し、特注材、一時的な需要の山に対応する仕組みを作る。 

・情報の早期獲得と分析によって、SC各段階の作業スケジュールを最適化し、機会 

ロスと各段階のストックコストの低減を図る。 

・情報共有による工期短縮により建設コストの低減を目指す。 

 

6). 基準の共有 

基準を SCと木造建築コーディネーターで共有すると共に一般に明示し、講習会・見

学会などの機会に周知を図る。特に積算、設計時に役立つ基準を共有。 

①いばらき優良木材証明制度の手引き 

②いばらき優良木材(品質証明材)価格表 

いばらき産地証明木材（無等級）価格 

名称・寸法・納期を規定 

  ①規格流通材    納期 10日 

  ②規格注文材       30日 

  ③特注材         60日 

③いばらき集成材価格表 

④いばらき県産スギ横架材スパン表 

・ 

７). 国有林との連携 

民有林に限らず国有林とも連携して安定供給を目指す。 

・SC内の素材生産業者は、国有林での施業でも活躍している。 

・茨城県内は森林に占める国有林の比率がたかく、良材がとれるのでこれを活用し 

ていく。 

 

8). 「もりんく」の活用 

来年度以降も、県内事業者に木材 SCM支援システム「もりんく」の普及を行う。コ

ミュニケーション機能や、発注機能の利用し、上記の連携、情報共有を円滑に行う。 

 

9). 広報活動 

木造化等の意義や、木造や木材ならではの利点や欠点を含むその特徴を、使い手側に

理解してもらうことが、木造化等へ向けた最大の推進力と捉え、関係団体とも連携し

て広く候補活動を行う。 

・木の魅力とともに、防音、防耐火性や耐震性の確保、メンテナンス性の向上、イニ
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シャル・ランニングコスト低減のための具体策の提案 

・不安や懸念材料を取り除くべく、日進月歩の技術やデザインを広報。 

 

10). 連携を図る。 

今年度ヒアリング等に協力をいただいた方々と連携をとる。 

■公共団体 

①オブザーバーとしての参加を願う機関。 

・茨城県農林水産部 林政課・林業課 

・茨城県土木部都市局 住宅課・営繕課・建築指導課 

・茨城県林業協会 

・茨城県建築士会・茨城県建築士事務所協会 

②情報共有する行政機関 

・茨城県保健福祉部子供政策局子ども未来課 

②市町村 

 要望によって SCコーディネーター・茨城県木造建築コーディネーターを派遣。 

 

■関係団体 

・茨城県認定事業体連絡協議会 

・茨城県森林組合連合会 

・茨城県木材協同組合連合会 

・茨城県産材推進協議会 

・茨城県建築士会 

・茨城県建築士事務所協会 

・茨城県産材普及促進協議会 

 

■構想実現に向けて必要な木材流通加工施設等の整備を実施  

1）事業内容 

木材乾燥施設整備 

2）事業実施主体 

八溝多賀木材乾燥協同組合 

3）当該地域構想や４（２）の指標との関連性 

 製材所 4 社が乾燥機とグレーディングマシンの不足によって中大規模建築物に求め

られる JAS製品精度の製品ができない。 

一時的な発注の増加に対応しながら、出荷量の平準化をするために、また BP 材は一

度に大量の製材が必要なため、雨に濡れない倉庫の確保が必要。 

4）整備内容 

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ーン 1基  
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 製材所 4 社が乾燥機とグレーディングマシンの不足によって中大規模建築物に求め

られる JAS製品精度の製品ができない。 

一時的な発注の増加に対応しながら、出荷量の平準化をするために、また BP 材は一

度に大量の製材が必要なため、雨に濡れない倉庫の確保が必要。 

4）整備内容 

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  
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～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       

5）運用開始 

 令和４年度運用開始 

   

４ フォーラムで実現する将来像と目標 

（１）フォーラムの関係者で実現する将来像 

① 相談窓口の拠点化 

川上川中川下の窓口はフォーラム参加者及び参加希望者の窓口として継続しつ

つ、フォーラム参加者の実情を把握し、近くて気軽に相談できる SCコーディネ

ーター・木造建築コーディネーターの紹介、情報の拠点となる。 

② 中大規模建築物 SCが稼働 

③ SCコーディネーターと茨城県木造建築コーディネーターの連携による中大規模

建築物か完成し、木造の良さが県民に伝わる。また建築家が目指すデザインや

建築性能を実現した建築物が、建築家の支持を得て木材が正しく評価されると

ともに、次の可能性を共に引き出す動きが生まれ、県の枠を超えて木材が普及

する。 

④ 住宅用材料について製品種類が増え、価格も安定し。県内平野部に普及す 

⑤「もりんく」の実情に合った活用が進み、マッチングが進み、新たな利用え

る。 

 

（２）目標を定量化する指標 

令和 5年度に、当フォーラムの SCによって非住宅部門への製材 1,000㎥の出荷を見

込む。これは原木では約 2,500㎥、建築面積では約 5,000㎡に当たる。 

① 素材生産量のうち、生産量を 1割向上、またその 1割を高齢級とすることを目

指す。 

現在素材生産量は 10年程度の長期間安定的に伐採できる権利を民間事業者に

与える改正国有林野法によって、生産量を増やせる可能性がある。茨城県が行

う GIS調査データを認定事業体は利用できることから、BP材に適した材料の各

頬を行う。 

② 製材出荷量 200㎥向上を目指す。 

製材所は昨年一昨年と製材機械を増設したもの、乾燥設備の不足によってグリ

ン材の出荷が増えている。川下から情報を吸い上げ共有し、乾燥設備、グレー

ディングマシンを増設することで、生産量を向上させる。 

③ 物流コストについては、すでに宮の郷工業団地の整備によって、コストダウン

がなされている。BP材については今年度物流コストがほとんどかかっていない

ので、比較できないため、特に目標は上げないが、住宅の SC見直しの際に取

り組む。 
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令和３年３月(改訂分) 

１．取組みの概要 

 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。 

事業初年度の昨年は、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年目にあたる今年度は下記の項目に取組むこととしました。 

① 川下の需要動向が川上に伝わる仕組みが不十分であることから、「とやま県産

材需給情報センター」が要となり、川下から川中、川上へ需要情報を効率よく

伝えるとともに、川上側の情報も共有しあえる体制の構築を図る。 

② 川下の需要の変化に対応できる供給体制が不十分であることから、川中の在庫

管理の高度化によりニーズに応じた供給体制の整備に取組む。 

③ 市町村をはじめ、自治体の公共建築では木造の建築仕様書が「国土交通省基準」

の全国統一仕様のため、歩留まりが悪くコストアップを招いていることから、

富山県の杉材にあった「木構造仕様書」の作成に取組む。 

④ 県産材の需給情報が集まるプラットホームが整備されていないことから、県産

材を使って建築しようとする事業主に対する適切な情報開示や情報提供がで

きる組織や ICTネットワークの構築を行う。 

特に、②の項目にある川中の在庫管理の高度化をおこなうために、富山県産

版の製材品規格リストの整理を行い、その規格材を中心に③の項目にある富山

県産材版の「木構造仕様書」を作成することに取組むことにより、安定した県

産材製品の流通体制の構築に取組むことといたしました。 

 

２ フォーラムで実現する将来像と目標  

 令和元年度の当 SCM推進フォーラムでは、まず公共建築物での県産材の利用促進

を図ることとし、そのための課題を整備し、まず具体的な取組みを絞り込みました。 

その中から、特に川中における在庫を整備することが重要であることが見えてき
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ました。令和 2年度では、どんな規格の製材品を在庫すればいいかを整理するため、

公共建築物での富山県産材の特徴をより生かすための仕様書の作成と、需要性の高

い製材規格品を整備するため製材品規格リストの作成に取組みました。 

今後はそれらの内容の充実と、令和 2年度に作成した「富山県版木材特記仕様書」

「とやま県産木材規格」に基づいた川中での横連携による県産材製材品の在庫量の

整備、川下側の富山県産材に対する認識を深めていただくことにより、とやま県産

材をより使い易くするための体制づくりに取組むこととします。 

このことに加え、早い段階での発注者からの情報を入手し、SCM推進フォーラム

に参画する川上、川中、川下のネットワークの強化により、効率のいい県産材供給

体制の推進に取組みたい。 

 

 

 

３ 実施体制 

 富山県ＳＣＭ推進フォーラムは「とやま県産材需給情報センター」が中心となり

取組んでいますが、そのセンターは「富山県森林組合連合会」「富山県木材組合連合

会」「富山県素材生産組合」「富山県建築設計監理協同組合」の連携により事業運営

を行っております。 

富山県産材を使った建築物を建てようとするお施主は「とやま県産材需給情報セ

ンター」にまず相談いただければ、設計から木材の納材までがすべて対応可能なコ

ーディネーターを揃えていることから、川下から川上までの情報共有による安定し

た県産材の供給が可能となり、こうした実証事例を重ね、組織としての充実を図る
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ことにより、富山県産材の使い易い体制作りを強化・推進します。 

             

４ 年次計画 

①令和 2年度で作成した「とやま県産木材規格」を基にした製材品の供給体制の整備 

  ・「とやま県産木材規格」でリストアップした規格製材品の標準価格の設定 

  ・「とやま県産木材規格」でリストアップした規格製材品を製材する事業体の 

認定 

  ・川中側の横連携による「とやま県産木材規格」でリストアップした規格製 

材品のストック体制の整備 

 

 ②富山県木材研究所との連携により「とやま県産材」の強度、乾燥などに関する 

  勉強会を行い川下側への普及啓発を行う。 

 

 ③とやま県産材需給情報センターを中心としてできるだけ早い段階での物件情報 

の入手に努め、公共建築物件については、川上から川下までの参画する事業者 

が、県産材の特性を理解し、適材適所に県産材を使用して実証事例を積み重 

ね、県産材の使易い環境の推進に努める。 
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以下、令和２年度作成 

１ 地域の概要 

（１）取組を行う地域 

 富山県の森林面積は 28 万４千 ha で県土面積の 67％を占めている。その森林面積の 63％

は民有林でその内人工林は 4万 9千 haとなっている。人工林の植生はスギがほとんどで 93％

（４万６千 ha）を占めている。森林資源としては 9 齢級（樹齢４１年以上）のスギが面積、

蓄積ともに 8 割以上あり、木材としての利用適齢を迎えている。 

 富山県における木材需要量は約 24 万 2 千㎥あるのに対して、素材生産量は平成 30 年度で

は製材用材、合板用材、チップ用材合わせて 9 万 7 千㎥で、製材用の供給量は平成 28 年度

2 万 8 千㎥であり県内需要の 1 割程度しか満たしていない。北洋材の輸入減により、外材の

需要も減少し、国産材への転換が進んでいるので素材生産量を拡大し、それに応える必要が

ある。しかし、富山県産材はほとんどがスギであり建築用材としての樹種の選択性が乏しく

また急峻な地形と降雪の影響等による根曲りや節の多発することが原因で製材・乾燥する際

にそのクセが出るなどの質的な課題がある。場合によっては乾燥後にもう一度挽き直す（二

度挽き）必要が出たりするので価格面で不利な状況もある。したがってこうした素材を理解

したうえで適材適所で県産材を使いこなす技術も求められる厳しい環境となっている。 

 県内の住宅の木造率は 84％だが、建築主は、県産材で建築することに対するこだわりは

ない。住宅メーカも品質とコストのバランスの良さを求めており産地に対するこだわりはな

い。こうした状況から住宅建築での県産材の需給は伸び悩んでいる。一方で、非住宅分野で

は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施行を受けて公共建築物の木造

率が上昇しておりこの分野での県産材のマッチングの余地が高まっている。しかし工事の発

注の仕組みが県産材の調達時期に合わないことや建築士の理解不足から特注寸法の材料が

多くコストアップに繋がっており県産材の使用実績が 3 割程度に留まっている。今後一層、

公共建築物の川下からの要望に応えるために川中と川上が垂直連携し、設計段階から木材調

達の検討ができる仕組みづくりが必要になっている。 

 富山県産材の流通は、川上の森林組合や、民間素材生産者が伐採し、伐りだされた原木は

森林組合連合会が運営する共販所に集められ、一部が製材工場に直接納材される。その後、

ほとんどは各工場で加工され製品となったあと県内のプレカット工場を経て施工現場へ納

入されている。伐採、原木取引、製材・加工、工事に至るまで生産流通工程のほとんどが県

内で可能である。県内製材所には、JAS 認定工場もあるが一つの工場で多品目を製材する中

小の製材所が多く在庫による保有力がなく急な発注や大量の発注に対応できない場合があ

るなどプレカット工場との連携がうまくいかない状況が見受けられる。川下側（プレカット

工場や住宅メーカー）としては県産材のサプライ側に対して量と質の安定供給体制の確保お
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よび価格競争力の確保を求めているが流通改革が進まず問題解決に至っていないので、県産

材を選択しにくい状況にある。 

 

（２）フォーラムの参画者 

 本県の SCM 推進フォーラムの参画者は企業、団体含め１９社となっている。川上では素材

生産業者 2 社及び県内すべての森林組合とその連合会の５社、川中からは製材業者３社 

とプレカット工場を持ち木工事も一括で受注している木材流通業者２社、また、川下からは

本フォーラムの特徴である非住宅建築分野での県産材の需要拡大を目指していることから

設計段階からの取り組みが必要だとの観点にたち木造の公共建築物や非住宅建築物などの

設計経験が豊富な設計事務所に参画を依頼した。 

 

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      ○ 

 

 

２ 地域の木材流通の現状・課題 

①住宅分野での県産材利用促進は困難である 

 住宅などの既存の流通分野は一定のサプライチェーンが確立しているため、県産材需

要への転換は難しい。このため、市場開拓の余地が大きい非住宅分野、それも地域材の

訴求が比較的し易い公共建築物の分野をターゲットとする。 
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②川下の需要の動向が川上に伝わる仕組みをつくる 

 川上側の素材生産量自体を拡大させることは難しいが、川上側に川中・川下の需要動

向に関する情報を積極的に提供するとともに、川上側の情報を共有し合えるような関係

を構築するべき。 

③川下の需要の変化に対応できる供給体制をつくる 

 原木保管のための中間土場やストックヤードの整備、川中の在庫管理の高度化により、

ニーズに応じた供給の安定化に取り組む体制をつくる。 

④とやまの杉材の実情にあった建築仕様書の整備を行う 

 市町村はじめ、自治体の公共建築では、木造の設計仕様が国土交通省基準の全国統一

仕様なので歩留まりが悪くコストアップになってしまう。富山県産材のスギ材の特徴を

生かした地域の建築仕様書が出来ないか。 
⑤県産材の需給情報が集まるプラットフォームが必要 

 発注者、設計者が基本設計の段階で一般市場に無い希少価値の県産材を使った建物を

構想し、計画することが難しいので県産材を使って建築しようという事業主に対する適

切な情報開示や情報提供ができる組織や ICT ネットワークの構築が必要となっている。 

 

 

３ フォーラムで展開する取組の内容 

（１）サプライチェーンが取り組む施作の方向性 

 富山県では、県産材の需給情報の共有化等による安定供給体制の整備を目的とした「とや

ま県産材需給情報センター（以下「需給情報センター」という）を平成２９年４月に関係団

体（富山県森林組合連合会、富山県木材組合連合会、富山県素材生産組合）により設立し、

大口需給先への県産材の安定供給、住宅分野での県産材の供給促進、木造公共建築物等非住

宅分野での県産材の調達支援などの業務を行なっている。 

 本事業における木造公共建築等非住宅分野を中心としたとやま型のサプライチェーンで

は、新築物件の情報収集から設計段階での技術支援や積算情報の提供など需給情報センター

がサプライチェーンの要となるプラットフォームの役割を果たすことが重要となる。 

 別図のとおり木材の川上から川下までの流れのはじめの段階から需給情報センターが建

築主や設計者との情報交換を通して木材関連情報を収集し川中、川上に早い段階からの情報

を伝えることで需要に合わせた生産体制のサプライチェーンを作ることが出来る。そのこと

で事業主や設計者が安心して県産材を使った建物を当初の目標の工事費と工期で建設する

ことが出来るようにする。 

  

①公共建築物木造化の推進と県産材の利活用を促進する。 

 公共施設の新築事業に対して企画段階からの積極的な情報収集・情報提供に努め、基本設
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計時点で木造化の方針を取り付け、木材調達に関しては需給情報センターが中心となった

SCM の体制を盛り込むように要請する。 

とやま型サプライチェーンの関係図 

 

①  物件情報を早い段階で素材生産者に伝達する。 

②  設計における木材情報を需給情報センターに伝達する。 

③  材料の断面を標準化・リスト化し製材所と設計事務所が共有する。 

④  小断面材（母屋、束、成 210 以下の梁など）のストックを持つ 

⑤  ラミナ材のストックを製材所と集成材加工所で持つ。（横連携で需要に応える） 

⑥  富山県産材木材の構造材における特記仕様書の制定（県営繕課との協議必要） 
 

川川  

下下  
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②マーケットインの流通体制をつくり素材の価値を高める。 

  需給情報センターが中心となって、特殊材を含めた立木情報の共有、伐採計画の共有、四

半期に一度はお互いの生産計画を共有するなど、できるだけ具体的で有効な情報交換を行う

体制を作る。 

 

③川下の需要の変化に対応できる供給能力を高める 

 原木での在庫やストックは、品質の低下に繋がるので難しいが小断面の製材品や集成材用

のラミナ材であれば在庫が可能である。製材品は、工場間の情報の共有化、高度化による横

連携で在庫体制を作り、ラミナ材は集成材工場での在庫受け入れで実現できる。一方でこの

取組は、歩留まり向上の観点からも増加する大径木の活用として有効である。 

 

④とやまのスギを活かせる実情に合った建築仕様書をつくる。 

 富山県産スギ材でつくる建物の建築特記仕様書を木材研究所の協力を得て作成する。また、

JAS 材を前提とした富山県産材構造材の製材品や集成材品別の断面の規格化を設計者と製

材所が協議して作り運用する。 

 

⑤県産材の SCM 体制を活用できるプラットフォームを充実する 

 設計者に対する情報提供のプラットフォーム（構造計画、資材調達方法、工事費の概算検

討）として需給情報センターの機能の充実を図る。需給情報センターが工事費の積算協力体

制を構築する。 

 

⑥実証事例で実績を積み重ねる 

 令和２年度は、南砺市木造倉庫の事例を参考にして富山 SCM の各事業者が、有峰庁舎の

設計・建築工事の各工程に参画し実績を重ねる。令和３年度には、有峰庁舎の建築が完成し

そこで得た知見を県産材 SC の構成員で共有化し次のプロジェクトに生かし SC の充実をは

かる。 

 

（２）サプライチェーンの具体的な取組 

①需給情報センターの機能強化 

 ▼新築物件の情報収集および県産材の利用促進に係る営業活動等の充実 

 ▼川上の素材生産計画と川中の非住宅物件を中心とした需要のマッチングを行う 

 ▼川下の県産材利用に係る新規見積もりを川中から徴収し素材生産計画に反映する 

 ▼製材品の断面性能を明記した部材の規格品リストをつくり構造設計者と共有する 
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②サプライチェーンの中での在庫の確保 

 ▼製材所で、中小規格断面材の在庫を持てるような流通システムを構築する 

 ▼集成材用のラミナ材を SCM 参画製材所で生産し、集成材工場が買入れ在庫する 

③木材研究所と富山県建築設計監理協同組合の共同で県産材利用促進につながる技術資 

 料をつくる。 

 ▼製材品の部材性能を考慮した「メンバー表」をつくり構造設計者に提供する 

 ▼県産スギ材でつくる建物の JAS を前提とした建築特記仕様書を官民共同でつくる 

 

④新規プロジェクトでの実践事業 

 ▼富山県有峰庁舎新築事業に際し当 SCM の参画企業が工事に参加して具体的な事例で 

  実績を積み県産材の普及に繋げる 

  

４ フォーラムで実現する将来像と目標 

 富山県サプライチェーンは上記のような具体的な取り組みを実現することで川上から川

下にいたるスギ材の流通が円滑になり需要の拡大が見込める。またサプライチェーンの中で

も様々な変化を生むと思われる。 

 

① 川下から川上への正確な情報の伝達 

  公共建築物の建設情報をできるだけ早く取得し、建設規模から推定した素材の概算必要

量を予測することで、必要な丸太換算体積を割り出し伐採の時点から素材の調達が計画的

に行えるようになる。また設計者からの情報伝達が JAS 材を前提とした共通の仕様で尚且

つ「メンバー表」を基準とした正確な数量で行われる事で相互の信頼関係が生まれ、つな

がりの強いサプライチェーンに育つと思われる。 

 

 ②在庫を持つ供給体制の強化 

   製材品での在庫量やラミナ材での在庫量をどの程度確保するかは今後の木造公共建 

  築物の建設計画の推移と在庫を持つ事業所の資金力によるが従来とはまったく違った 

  流通環境が期待できるので今後のサプライチェーンの発展には欠かせない取組となる。 

 

 ③山の情報をまちに伝える活動につながるサプライチェーン 

   川上から川中、川下が社会に開かれたオープンなサプライチェーンでつながれば山 

  の情報がインターネットや様々な情報媒体で広く知られることとなり山の自然環境に 

  対する意識の向上につながり木材産業全般の環境改善にもつながることが期待される。 
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 ④サプライチェーンの効率的な運用から生産量の拡大に繋ぐ 

   素材生産量は川下の需要が拡大しない限り飛躍的な増加は望めないがサプライチェ 

  ーンの参画者全員の協力と努力で令和３年の生産目標 130,000㎥を達成できるように 

  進めて行きたい。 

 

５ 実施体制 

 令和元年の実施体制は、参加者の理解と協力のもと円滑に進んだと評価できるので、次年

度からも同じ様な体制で取り組んで行きたい。ただし当サプライチェーンの特徴である機械

や施設の拡充による体制強化ではなく、様々な情報伝達のネットワークの強化によって効率

的なサプライチェーンを構築することが目標なるので、情報を集めたり評価したりするマン

パワーの補強が当然必要になる。特にコーディネイターは今後様々な機会での活躍が期待さ

れるので、新たなコーディネイターの増員と育成と増強が今後の体制づくりの重要なポイン

トになる。 

 

６ 年次計画 

 年次計画では本年の構想年度を含めて令和２年度、３年度の３ケ年に渡る計画を構想する。

令和２年度の取組内容は当サプライチェーンにとってかなり高い目標を設定しているため

にその成果によってその後の取り組みの方向性が変わる可能性があるので、令和３年度の内

容は現時点で計画することが難しい。令和２年度の高い目標を構成員全員の協力と努力によ

って達成し令和３年度にはこれらの取り組みが着実なものになる期間とする。 

 令和２年度は川上から川下までのサプライチェーンの各構成員がそれぞれの目標に対し

ての取組を具体的に始める。中でも需給情報センターはサプライチェーンの要としての態勢

強化を図るため新たな体制での活動を早い段階から始める必要がある。以下主な取組を相互

の関係を調整しながら順序ロードマップ上に下記の事柄をレイアウトした。 

①情報交換会は相互の連携を確実にするために定期的に開催する。 

②製品在庫の確保 

 規格材の在庫は製材所で受け持ちラミナ材は集成材加工工場が計画的に製材所から買い

取り在庫を準備し需給調整を行う。これらの取組は具体的な木造公共建築物の建設工程に合

わせながら需給調整センターとの情報共有を図りながらスタートする。 

④受給情報センターの体制強化 

⑤県産材の材料にあった設計仕様書の制定 

⑥実証事例での検証 
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岐阜県サプライチェーン構想・計画 

（改訂版） 

 

 

 

 

 

（岐阜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：岐阜県木材協同組合連合会 

 

 

 

令和４年３月  
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１ 地域の概要 

（１）取組を行う地域 

 

 

 

 

 

（２）フォーラムの参画者 

基本的に、岐阜県木材協同組合連合会の会員・一般賛助会員・特定賛助会員を対象とする

が、会員以外の森林組合や木材生産事業者、建築設計士等へも働きかけを行う。 

※以下はフォーラム加入表明事業者数。（ ）は、その内「もりんく」登録事業者数。 

 ①川上事業者（素材生産。業者、森林組合等） 

 

 

 ②川中事業者（製材所、集成材工場、流通業者（市場、商社、運送業者等）等） 

 

 

 ③川下事業者（プレカット工場、工務店、ハウスメーカー等） 

 

 

  〈令和 4年 3月 4日現在〉以下名簿参照 

 ④白川ＬＳＣシステム参画者 

  

岐阜県全域を対象とするが、地域により樹種や木材生産量等に差があるため、基盤が整っ

た地域から取り組みを実施し、県内全域に拡大させていく。 
（令和 3 年度の取組み地域）・・・白川流域一帯（中津川市加子母地区・東白川村・白川町） 
 
 

９団体（４団体＋２事業者） 
 
 
 １９団体＋１０事業者（１６団体＋１４事業者） 
 
 
 １１団体＋１５事業者（７団体＋１８事業者） 
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１ 地域の概要 

（１）取組を行う地域 

 

 

 

 

 

（２）フォーラムの参画者 

基本的に、岐阜県木材協同組合連合会の会員・一般賛助会員・特定賛助会員を対象とする

が、会員以外の森林組合や木材生産事業者、建築設計士等へも働きかけを行う。 

※以下はフォーラム加入表明事業者数。（ ）は、その内「もりんく」登録事業者数。 

 ①川上事業者（素材生産。業者、森林組合等） 

 

 

 ②川中事業者（製材所、集成材工場、流通業者（市場、商社、運送業者等）等） 

 

 

 ③川下事業者（プレカット工場、工務店、ハウスメーカー等） 

 

 

  〈令和 4年 3月 4日現在〉以下名簿参照 

 ④白川ＬＳＣシステム参画者 

  

岐阜県全域を対象とするが、地域により樹種や木材生産量等に差があるため、基盤が整っ

た地域から取り組みを実施し、県内全域に拡大させていく。 
（令和 3 年度の取組み地域）・・・白川流域一帯（中津川市加子母地区・東白川村・白川町） 
 
 

９団体（４団体＋２事業者） 
 
 
 １９団体＋１０事業者（１６団体＋１４事業者） 
 
 
 １１団体＋１５事業者（７団体＋１８事業者） 
 
 
 

  

  

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

岐阜県　『もりんく』登録者名簿

川
上

計6

　団　体　・　事 業 者　名

計 30

計26

川
下

川
中

川
中

　団　体　・　事 業 者　名

25



２ 地域の木材流通の現状・課題（数値は令和２年度の統計数値より） 

・県内に製材工場は 182 工場あり全国 1 位であるが、小規模工場が多い。(130 件)

・木材生産量は令和元年（2019）57.3 万㎥、令和２年（2020）57.6 万㎥と年々増加傾向にあ

るが、その内訳は、バイオマス燃料用（D 材）の伸びが著しく、一方で建築製材用（A
材）、合板用（B 材）は減少状況である。

・森林資源（民有林人工林蓄積量）は、年間約 140 万㎥増加している。

・県内で消費される A 材の 2 割、B 材の 5 割が県外から供給されている。

・住宅新設数は令和３年 11,364 戸(木造 8,853戸)で、全国４位の愛知県の住宅新設数の 19％

(木造 26％)である。

◆ 県産材の需要量 ◆（令和２年度）

岐阜県の原木（県産材）需要の推測値 

平成 30 年 42.4 万㎥  令和８年 60.6 万㎥ 

これらの現状を踏まえ、県産材（主に A、B 材）の生産及び供給の拡大と需要開拓への

取り組みが必須である。 

26



２ 地域の木材流通の現状・課題（数値は令和２年度の統計数値より） 

・県内に製材工場は 182 工場あり全国 1 位であるが、小規模工場が多い。(130 件)

・木材生産量は令和元年（2019）57.3 万㎥、令和２年（2020）57.6 万㎥と年々増加傾向にあ

るが、その内訳は、バイオマス燃料用（D 材）の伸びが著しく、一方で建築製材用（A
材）、合板用（B 材）は減少状況である。

・森林資源（民有林人工林蓄積量）は、年間約 140 万㎥増加している。

・県内で消費される A 材の 2 割、B 材の 5 割が県外から供給されている。

・住宅新設数は令和３年 11,364 戸(木造 8,853戸)で、全国４位の愛知県の住宅新設数の 19％

(木造 26％)である。

◆ 県産材の需要量 ◆（令和２年度）

岐阜県の原木（県産材）需要の推測値 

平成 30 年 42.4 万㎥  令和８年 60.6 万㎥ 

これらの現状を踏まえ、県産材（主に A、B 材）の生産及び供給の拡大と需要開拓への

取り組みが必須である。 

３ フォーラムで展開する取組の内容 

（１）継続していく取組 

 ①ＳＣＭ推進フォーラムの継続 

 

 

 

 

②「もりんく」の活用強化及び情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

③各地の協議会との連携 

 

 

 

 

 

（２）新たな取組 

 ①中小事業所向け原木システム販売 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）今後の検討事項 

 ①山元からの立木の情報発信 

 

 

 

 

 

 

今年度、新型コロナウイルス感染症の影響により思うように情報交換会が開催されなか

ったが、Web を活用した会議の開催や整備等も整いつつあるため、今後は定期的な情報

交換の場を設けるとともに、マッチングの機会を創出していく。 

 
 
 
再構築され使いやすくなった「もりんく」の普及に注力し、県木連会員をはじめとする

個別企業の登録を推進していく。その中で、システムの操作方法や商機につながる情報

発信のアドバイスを行い、企業間のマッチングを図る。 
また、大型公共木造建築物等を手掛ける大手設計事務所や、木造の建築・住宅等に関心

が高い建築士（岐阜県木造建築マイスター・木造住宅アドバイザー）への PR も積極的

に行う。さらには森林組合や木材生産事業者への普及を図り、川上側の情報収集に努め

需要と供給のマッチングを図る。 
 

県内に存在する各協議会（川上事業者中心の『郡上森林マネジメント協議会』、川中事業者

中心の『中津川・白川・東白川地域林業成長産業化推進協議会』、川下事業者中心の『ぎふ

の木ネット協議会』）との連携を図り、情報の交換・発信に努める。 

岐阜県においては、すでに岐阜県森林組合連合会により、大型製材工場や合板工場を対象

に協定単価と直送による「システム販売」が行われているが、県内には前述の通り 210 に

も及ぶ製材工場があり、地域の木材産業を支えている。これら製材工場においては流通コ

ストの削減を期待するところが多く、この課題の解決策として、中小事業所（「もりんく」

登録事業者）を対象としたシステム販売の構築に取り組む。この取り組みの中で、県森林

組合連合会との協力の可能性も模索する。 

原木を安定的に供給するためには、伐採林分の情報を確保するとともに需要とのマッチン

グを図る必要があるが、そのためには伐採できる状態にある立木情報の収集が不可欠にな

ってくる。現状において情報発信が不得手な傾向にある山元へ ICT 等の活用を推進して

いく中で、供給側と需要側の情報交換をすすめ、課題の解決に取り組んでいく。 
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 ②集荷・配送における効率的な運用 

 

 

 

 

 

 ③公共木造建築物等における早期の情報入手 

 

 

 

 

 

 

４ フォーラムで実現する将来像と目標 

（１）フォーラムの関係者で実現する将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）目標を定量化する指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内産木材生産量 平成 30 年 42.4 万㎥     令和 5 年 62.4万㎥ 

 

（新規事業） 

中小事業所向け原木システム販売における取扱量  令和 8 年度 1.0 万㎥ 

白川ＬＳＣシステムにおける個別協定の締結および事業の稼働と新たな課題の抽出 

                        当初取扱量 1,000 ㎥／年 

① 情報交換会や県木連会員向け情報誌により「もりんく」の登録案内や PR を行うこと

で個別企業の登録を促し、マッチングの商機を増やす。例えば、県内 JAS 認定工場、

岐阜県東濃桧品質管理センター、岐阜県プレカット協議会、岐阜県産直住宅協会をは

じめとする県木連の部会及び会員協同組合等に働きかけるとともに、各組合員も登録

を促す。 
② 中小事業所を対象とした機動的なシステム（協定）販売の構築に取り組む中で、それ

ら事業所の必要とする時期・量の把握を行い、数量を取りまとめ、市場等に買取材を

計画的にストックし、小口（協定）販売することにより、木材の安定的な生産につな

がり、県産 A・B 材の生産と供給が拡大される。 
③ どこに、どんな材がどれだけあるかが明確になれば、川下の需要にこたえる供給が可

能となり、それが中小向けシステム販売で直送が可能になれば、流通コストの削減に

つながり、山元へ還元されるようになる。 

中小事業所を対象としたシステム販売を検討していくうえでの課題は、需要が間断的で

小ロットという点があげられるが、「もりんく」登録事業者等を対象とした需要者側の情

報を収集し、中間土場の確保と併せて、木材の集配においてもトラックの効率的な運用

をはかり、集荷・配送におけるロジスティックス向上を目指す取り組みを検討する。 

 

この SCM 構築支援事業に取り組む他の府県でも課題とされている公共事業の早期情報入

手については、岐阜県においても重要な課題であるが、各市町村への聞き取り及び働きか

けを行う一方で、実際に大規模な受注を受けた際に対応できる体制が LSC システムを活

用し運用可能か検討する。 
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 ③公共木造建築物等における早期の情報入手 

 

 

 

 

 

 

４ フォーラムで実現する将来像と目標 

（１）フォーラムの関係者で実現する将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）目標を定量化する指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内産木材生産量 平成 30 年 42.4 万㎥     令和 5 年 62.4万㎥ 

 

（新規事業） 

中小事業所向け原木システム販売における取扱量  令和 8 年度 1.0 万㎥ 

白川ＬＳＣシステムにおける個別協定の締結および事業の稼働と新たな課題の抽出 

                        当初取扱量 1,000 ㎥／年 
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がり、県産 A・B 材の生産と供給が拡大される。 
③ どこに、どんな材がどれだけあるかが明確になれば、川下の需要にこたえる供給が可

能となり、それが中小向けシステム販売で直送が可能になれば、流通コストの削減に

つながり、山元へ還元されるようになる。 
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小ロットという点があげられるが、「もりんく」登録事業者等を対象とした需要者側の情

報を収集し、中間土場の確保と併せて、木材の集配においてもトラックの効率的な運用

をはかり、集荷・配送におけるロジスティックス向上を目指す取り組みを検討する。 

 

この SCM 構築支援事業に取り組む他の府県でも課題とされている公共事業の早期情報入
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6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
参加事業者募集
情報交換会
各地協議会連携
中小事業者向け
　　原木システム販売
システム操作方法の指導
コーディネーターによる
　　マッチング

2021年 2022年

５ 実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

白白川川ＬＬＳＳＣＣシシスステテムム概概念念図図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 年次計画 

             2022 年                 2023 年 

29



 
 
 
 
 
 
 
 

京都府サプライチェーン構想・計画 

事務局：（一社）京都府木材組合連合会 

京都府森林組合連合会 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年 3月 10日 

（令和 4年 3月 4日改正） 
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京都府サプライチェーン構想・計画 

事務局：（一社）京都府木材組合連合会 

京都府森林組合連合会 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年 3月 10日 

（令和 4年 3月 4日改正） 

  

 

１ 地域の概要 

（１） 取組を行う地域 

京都府内一円。ただし、素材や木材製品の供給能力、木材流通の構造には地域差がある

ことから、地域の実情に応じて段階的に需給体制を検討する。 

 

（２） フォーラム登録者 全 33社→全 41社 

 ①川上事業者（素材生産業者、森林組合等） 7社→7社 

 ②川中事業者（製材所、集成材工場、流通業者（市場、商社、運送業者等）等） 

16社→20社 

 ③川下事業者（プレカット工場、工務店、ハウスメーカー等）10社→14社 

（令和 4年 2月 28日現在） 

 

２ 地域の木材流通の現状・課題 

 京都府内の木材需要量は約 40万㎥（R2）と多くある一方、このうち府内産木材の供給

量は 12.4万㎥（R2）に留まっており（シェア約 31％）、製材用では外国産材が、合板用

では府外産材が多く利用されている現状にある。このため、府内産木材の生産量を拡大す

るとともに、その木材が府内でしっかりと利用されるよう、府内産木材の需要への転換

と、府内産木材の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。 （注）H30年のシェア約 28％から 31％に上昇しているが、府内産木材供給量には

大きな変化はなく、全体需要量が 43万 m3から 40.2万ｍ3に減少したことによることが

大きい。 

 

図１ 京都府の木材流通の現状と課題 
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３ フォーラムで展開する取組 

（１）当面の取組 

 府内木材流通の課題と令和元年度に開催した情報交換会で得られた各段階（川上、川

中、川下）からの意見を踏まえ、以下のとおり取組の方向性を整理し、当面は「府内産木

材が利用しやすい仕組みをつくる」「非住宅分野の需要を新たに開拓する」を柱に取り組

むこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①府内産木材が利用しやすい仕組みをつくる 

○長尺材、特注材等の森林資源情報の情報発信 

 通常、長尺材は市場にあまり流通していないことから、設計・施工業者は情報がつかめ

ず、基本設計段階から折り込みにくい現状にある。素材生産業者や森林組合が所有する山

林の中から、長尺材、特注材等の森林資源情報を京都府木材組合連合会木材コーディネー

ター「以下、（府木連コーディネーター）」と共有化し、設計・施工業者に情報提供できる

体制を整える。 

 

○木材加工ネットによる造作材標準単価の発信（後出の『構想・計画樹立後、実施した主

な取り組み』参照） 

 民間・公共木造建設が進まない原因として、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をもつ設計者が少ないことが木造化の足かせとなっていると考えられ

る。このため、京都木材加工ネットでは府内産木材（構造材）での標準単価の発信や見積

サービスなど、府内産木材の需要拡大に向けた取組を製材工場同士の連携のもと進めてい

る。また、木造建設の相談や具体的な協議については木材コーディネーターによる事業者

間調整・行政機関への情報発信という体制のもと進めてきたところである。 

図２ 木材流通の課題と情報交換会を踏まえた対策 
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図２ 木材流通の課題と情報交換会を踏まえた対策 

○京都府産スギ材の横架材への利用の検討（令和３年度新規） 

（後出の『ベイマツの代替品としてのスギ横架材の供給体制の検討』を参照） 

「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。 

今後、研究機関の協力を得ながら、部位を選べばスギが「安心・安全」に使えるという

データーを積み上げ、情報発信をしていく。 

 

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 

 

②非住宅分野の新たな需要を開拓する 

○ホテル、オフィス等非住宅分野の需要開拓 

 令和元年 6月に「建築基準法の一部を改正する法律」が施行され、木造建築のさらな 

る推進が期待されているものの、具体的に木造建築を進めようとすると特に都市部におい

ては防耐火基準が、また、外構部においては防腐が課題となる。 

ホテル、オフィス等の非住宅分野で安心して府内産木材を使用していただけるよう建材

メーカーと連携して、新しい工法を用いた不燃・準不燃の内装材（フローリング、壁材

等）の供給を検討する。また、この他にも圧密材の供給や、天井への不燃材使用・スプリ

ンクラー設置など内装制限が緩和される条件を活かしながら一般的な内装材の利用も図る

など、府内産木材の製品ラインナップを充実させる必要がある。さらに、供給体制の整備

に当たっては府木連コーディネーターが木材加工ネットに参画する製材工場間の調整に当

たるとともに、民間・行政機関等への需要を掘り起こすことで非住宅分野での需要を開拓

していく。 

 

③その他、継続する取組 

 京都木材規格（ＫＴＳ）、日本農林規格（ＪＡＳ）等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、府内産木材を使用するメリット感（地域経済波及効果）

の情報発信、各種講習会・セミナー等での情報収集など、これらの従来からの取組につい

ても継続・強化する。 
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（２）今後の取組 

 

 川上側が川中・川下の需要情報を把握した上で、川上側から安定供給する体制整備は府

内産木材の販路を開拓する上で重要な取組であり対策が必要である。 

 京都府森林組合連合会では京都府サプライチェーン構想の構築に向け、川上側から提供

できる供給情報の内容を検討してきた。その結果、丸太の在庫を有し供給できる木材の

量・質を明らかにできるストックヤード等の役割が重要であり、森林組合等からの短期的

な素材入荷予測と組み合わせることで、需要側に供給情報を共有できる可能性を整理した

ところである。 

また、施主に木造化・木質化を提案する設計者の育成は川中と川下を繋ぐための重要な

取組であり、講習会の実施等をフォーラムの活動として検討する。 

 

◆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） 

  

◆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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４ フォーラムで実現する将来像と目標 

（１） フォーラムの関係者で実現する将来像 

 

これらの対策を進めることで、「住宅から非住宅分野まで府内産木材で供給できる製品

ラインナップの充実」と「民間・公共物件に対して積極的に府内産木材の利用を提案でき

る体制」を強化し、川下の需要に対して川中側から供給する体制を整える。また、ストッ

クヤード等を活用した適切な仕分けと在庫情報のデータベース化から「Ａ材～Ｂ材までの

府内産木材情報を幅広く共有する体制」を構築し、川中の需要に対して川上側から供給す

る体制を整えることで、府内産木材のサプライチェーンを構築する。 

 この取組から、外国産材や府外産材から府内産木材への需要に順次、切り替えていくこ

とで、府内産木材のシェア（H30時点：28％、R2時点：31％）を拡大していく。 

 

 

（２）目標を定量化する指標 

府内産木材生産量 平成 30年度 13.7万㎥ → 令和 11年度 31.4万㎥ 

府内産木材利用量 平成 30年度 11.8万㎥ → 令和 11年度 28.9万㎥ 

（注）京都府全体での目標 
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５ 実施体制 

 京都府ＳＣＭ推進フォーラムでは、川上から川下までの会員の相互連携と、また、京都

府の協力を得ながら次の通りの分担により実施していく。 

 

川上会員（７社） 川中会員（16社） 川下会員（10社） 

◆京都府森林組合連合会 

・ストックヤード情報の掲載 

・川上側コーディネーターの育成 

・傘下の森林組合とりまとめ 

◆京都府木材組合連合会 

・民間素材生産事業体とりまとめ 

◆森林組合 

・森林資源情報の共有化検討 

◆素材林業事業体 

・森林資源情報の共有化検討 

◆京都府木材組合連合会 

・「木材加工ネット」での木

材需給支援体制の充実 

・木材コーディネーターの

育成強化 

・合板工場、製材工場とり

まとめ 

◆木材市場 

◆製材工場 

・「木材加工ネット」体制強

化 

・供給能力向上 

・木材標準単価の公表検討 

・需要情報の共有化検討 

◆合板工場 

◆木材流通 

◆プレカット工場 

◆京都府木材組合連合会 

・木造設計者の育成 

◆京都府知事登録の緑の事業体 

（工務店等） 

・供給側へのニーズ提示 

 

※福祉施設、商業施設、オフィス等

を展開する需要者の参画を継続的に

検討 

◆京都府（協力） 

 施設の木造化・木質化、木製品導入支援による利用量拡大の推進 

林業事業体の経営基盤強化、新たな森林管理システムの取組などによる生産量拡大の推進 など 

  

令和２年３月時点 
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令和２年３月時点 

川上会員 川中会員 川下会員

森連ストック
ヤードグループ

京都府木材加工ネットグループ
組織：素材、製材、加工プレカット、流通

・民間林業事業体
・森林組合

・サプライチェーンの構築と事業者の募集・登録
・府内産木材情報の収集と共有
・コーディネーターを配置し、会員間のマッチング支援
・情報交換会等の開催

・製材工場
・プレカット工場
・集成材工場、合板工場

・工務店
・建材メーカー
（・ハウスメーカー※）
（・ゼネコン※）

京都府サプライチェーンフォーラム

全国各地のＳＣＭフォーラム

木材ＳＣＭ支援システム（もりんく）

※将来的に参加を想定

京都府ＳＣＭフォーラム

事務局（京都府木材組合連合会）

 

図３ 京都府 SCM 推進フォーラム（協議会）のイメージ 

京都府サプライチェーンフォーラム

・調査地の選定・実施

・提供可能な情報取り纏め

・工務店、設計事務所への情
報発信

・具体的な施工案件での活用

○森林資源情報の共有化

・標準化、公表する規格の検討
・価格の検討

・ストックヤード、
木材市場の機能
強化

・合板工場、製材
工場の機能強化

・製材工場の連携
（木材加工ネット）
した供給体制の
強化

・民間・公共施設
の木造化、材工
分離発注

・住宅における府
内産木材の利用
（認証制度による
環境性の発信）

・JAS、KTSの取
得推進

・木造計画の木
材価格見積サー
ビス

・見積依頼前の
設計コンサルと
事前調整

・各種講習会・セ
ミナー等での情
報収集

○造作材の規格標準化と
参考価格の公表

・府内産木材で不燃材処理し
た際の性能検査

・一次製品の歩留まりと採算性
の検討。大径材活用の検討。

・一次製品の供給と不燃材の
試作品製造

・施主への提案活動とホテル、
商業施設等需要の掘り起こし

・木材加工ネットが連携した一
次製品の安定供給体制の強
化

・設計事務所等と連携した基
本設計段階への反映

・具体的な施工案件での採用

ＳＣＭの取組

④今後検討

・山土場やストック
ヤード等で仕分けし
た丸太情報（径級、
長さ、材積）をデータ
ベース化し川中（合
板工場、製材工場）
へ共有。長尺材、大
径材情報の充実

○丸太情報の共有化

・住宅から非住宅分野まで府内産木材で供給できる体制の構築
・A材～Ｂ材までの府内産木材情報を川中、川下と幅広く共有する体制の構築
・民間・公共物件に対して積極的に府内産木材の利用を提案できる体制の構築

※コーディネーター
による調整
（府森連）

外国産材、府外産材からの転換を
図り、府内産木材の利用量を拡大

加えて

令和
２

年度
～

※数年
を掛け
て順次、
取り組
む

非住宅分野の新たな需
要の開拓

【川下・川中】

府内産木材が利用し
やすい仕組みづくり
【川上・川中⇒川下】

①現在の取組

※木材コーディネーター
による調整（府木連）

木材情報を製材
工場等と共有
【川上⇔川中】

・加工ネットで連携した安定
供給

※木材
コーディ
ネー
ターに
よる調
整（府木
連）

継
続
・
強
化

・講習会の検討・開催

木造設計者の
育成【川下】

③情報交換会を踏まえた当面の取組

※設計に係る
コーディネーター
を新たに育成

※木材コーディネーター
による調整（府木連）

②「もりんく」を活用した関係者間の情報共有体制の強化

・木材加工ネットが連携し一般
の下地、造作材を供給する体
制の検討

 

図４ 構想・計画の達成に向けた全体の工程 
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６ 当初構想・計画樹立後、実施した主な取組 

 

①構造材標準単価表、造作材標準単価表の公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府内産材 

主要製材品 

標準価格表 

（KTS基準材） 

 

 

 

 

 

 

 

京都府産材 

フローリング・

羽目板標準価格 
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６ 当初構想・計画樹立後、実施した主な取組 

 

①構造材標準単価表、造作材標準単価表の公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府内産材 

主要製材品 

標準価格表 

（KTS基準材） 

 

 

 

 

 

 

 

京都府産材 

フローリング・

羽目板標準価格 

 

 

  

②マッチングサイト「もりんく」を活用した京都府森林組合連合会綾部ストックヤードの 

在庫情報公開 

 

  京都府内には２か所の原木市場があるが、市日（いちび）以外での原木入手が可能で 

あることが明確になったことから、柔軟な原木調達計画を立てることができる。 

 

 
「もりんく」掲示板から京都府森林組合連合会ホームページへ誘導。 

 

 

 

③長尺材、大径材を流通させるための森林資源調査及び公開手法の検討 

 

 製材業者はホームページ上で森林を判断するため、より具体的に判断できる材料を提供

する方法を綾部市及び京都市の森林で実際に計測を行い検討した。 

 

   

  

 

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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④ベイマツの代替品としてのスギ横架材の供給体制の検討 

 

 新型コロナウイルス感染症を契機としたアメリカでの住宅ニーズの増加、中華人民共和

国内での木材需要の増加、コンテナ不足等の要因により外材の価格が高騰、輸入量が減少

した。関西地方では「横架材＝ベイマツ」との考えが強く、外材不足の影響を受けた。ス

ギは圧縮に弱いことや乾燥が難しいことが課題となるが、荷重がかからない横架材であれ

ば代替品としての可能性があることから、京都大学生存圏研究所五十田研究室と共同で早

見表の作成、使用部位等の検討を行った。 

 

 

 

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 

 

 

 

【調査方法 】 

プレカット工場 4 社を対象に、 

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 90.5 ％が米松また

はレッドウッド集成材 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

～5000mm の需要が多かった。 
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④ベイマツの代替品としてのスギ横架材の供給体制の検討 
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棟当たり 5.51 ㎥の梁が使用されて

おり、そのうち 90.5 ％が米松また
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た。 
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～5000mm の需要が多かった。 

 

 

 

【まとめ】 

１ 横架材は種類が多いことから使用量が多い４～５種類に品目を絞る。 

２ 耐力壁などの荷重がかからない『小梁』から使用することを検討する。 
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⑤品質管理材の普及 

 府内製材業者を対象に日本農林規格（ＪＡＳ）、京都木材規格（ＫＴＳ）の品質管理者

講習会を開催し、京都府産木材関係者の品質管理のスキル向上を図った。 

 

  

令和 3年 12月 22日に京都府立大学で実施した講習会の様子 

 

 

⑥マッチングサイト「もりんく」の普及 

 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。 

（京都府での「もりんく」登録者数：２２社、令和４年２月２８日調べ） 

 

  
 

講習会開催時に「もりんく」を宣伝（左）、会社訪問（中央）、情報誌への広告掲載（右） 
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⑤品質管理材の普及 
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令和 3年 12月 22日に京都府立大学で実施した講習会の様子 

 

 

⑥マッチングサイト「もりんく」の普及 

 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。 

（京都府での「もりんく」登録者数：２２社、令和４年２月２８日調べ） 

 

  
 

講習会開催時に「もりんく」を宣伝（左）、会社訪問（中央）、情報誌への広告掲載（右） 

 

 

 

  

（参考１）京都府ＳＣＭ推進フォーラムの木造・木質化を進めるための普及グッズ 

 

 

京都府の木で木造建築物を建てるためのイロハ（導入編） 

～中大規模建築物に京都府産の木材を使う手順書～ 

 

・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 

 

京都府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） 

～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】 

 

京都府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） 

～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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（参考２）京都府ＳＣＭ推進フォーラムの情報交換会 

 

【令和元年度】 

第 1回情報交換会 

 令和元年 9月 25日 京都府福利厚生センター 

 参加者：18事業体 

 ①効率的なサプライチェーンの構築支援事業の説明 

 ②参加者の自己紹介 

 ③フォーラムの設立（会長、規約等の紹介） 

 ④当地区における木材流通の現状と課題等について 

 ⑤その他 

 

第 2回情報交換会 

 令和 2年 1月 14日 ルビノ京都堀川 

 参加者：16事業体 

 ①需給情報データベースシステムの概要について 

 ②データベース登録項目と活用について 

 ③課題解決の向けた意見交換 

 ④その他 

 

第 3回情報交換会 

 令和 2年 3月 2日 ルビノ京都堀川 

①銘木等の需給情報の共有化について 

②サプライチェーン構想・計画について 

③木材ＳＣＭ支援システム「もりんく」の使用方法について 

＊新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から中止。 

 

【令和 2年度】 

第 1回情報交換会 

 令和 2年 10月 6日 ルビノ京都堀川 

①木材ＳＣＭ支援システム「もりんく」の課題と改善の方向性 

②京都府ＳＣＭ推進フォーラム構想の説明及び取り組み状況について 

③京丹波町オンライン原木販売「原木京丹波」について 

 

第 2回情報交換会 

 令和 3年 2月 17日 ルビノ京都堀川 

①令和 2年度の取り組みについて 

②令和 3年度の取り組み（森林認証制度の勉強会等）について 

③木材ＳＣＭ支援システム「もりんく」の基本機能公開及び登録について 
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（参考２）京都府ＳＣＭ推進フォーラムの情報交換会 

 

【令和元年度】 

第 1回情報交換会 

 令和元年 9月 25日 京都府福利厚生センター 

 参加者：18事業体 

 ①効率的なサプライチェーンの構築支援事業の説明 

 ②参加者の自己紹介 

 ③フォーラムの設立（会長、規約等の紹介） 

 ④当地区における木材流通の現状と課題等について 

 ⑤その他 

 

第 2回情報交換会 

 令和 2年 1月 14日 ルビノ京都堀川 

 参加者：16事業体 

 ①需給情報データベースシステムの概要について 

 ②データベース登録項目と活用について 

 ③課題解決の向けた意見交換 

 ④その他 

 

第 3回情報交換会 

 令和 2年 3月 2日 ルビノ京都堀川 

①銘木等の需給情報の共有化について 

②サプライチェーン構想・計画について 

③木材ＳＣＭ支援システム「もりんく」の使用方法について 

＊新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から中止。 

 

【令和 2年度】 

第 1回情報交換会 

 令和 2年 10月 6日 ルビノ京都堀川 

①木材ＳＣＭ支援システム「もりんく」の課題と改善の方向性 

②京都府ＳＣＭ推進フォーラム構想の説明及び取り組み状況について 

③京丹波町オンライン原木販売「原木京丹波」について 

 

第 2回情報交換会 

 令和 3年 2月 17日 ルビノ京都堀川 

①令和 2年度の取り組みについて 

②令和 3年度の取り組み（森林認証制度の勉強会等）について 

③木材ＳＣＭ支援システム「もりんく」の基本機能公開及び登録について 

  

【令和 3年度】 

第 1回情報交換会 

 令和 3年 9月 9日 ルビノ京都堀川 

①ウッドショックで明らかとなった課題と対策 

②「もりんく」の登録と利用について 

③京都府ＳＣＭ推進フォーラム規約の変更について 

 

第 2回情報交換会 

 令和 4年 2月 25日 ルビノ京都堀川 

①令和 3年度の取り組みについて 

②京都府産スギ材の横架材への利用について 

③今後の取り組みについて 
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11 地地域域のの概概要要  
((１１))  取取組組をを行行うう地地域域  

 
高知県全域 
 
 

((２２)) フフォォーーララムムのの参参画画者者  
当地域のフォーラム参画者は、以下の表のとおりである。なお、表中の「第１回参

加」「第２回参加」は、それぞれ令和元年度に 2 回実施した「マッチング等に向けた
情報交換会」への出席状況をそれぞれ指す。 
 
①① 川川上上事事業業者者（（素素材材生生産産業業者者、、森森林林組組合合等等））  

川上事業者のフォーラム参画者は、素材生産業者が９事業者、森林組合が８
組合の１７事業者からなる。事業規模は多様であるが、比較的大規模な素材生
産者が多く参画している。 

 
 事業者名 第1回参加 第2回参加 登録希望 
素材生産業者 1 有限会社 伊藤林業 ○  ○ 
素材生産業者 2 国友商事 株式会社 ○  ○ 
素材生産業者 3 有限会社 川井木材 ○  ○ 
素材生産業者 4 石川産業 有限会社 ○ ○ ○ 
素材生産業者 5 佐竹林業 ○  ○ 
素材生産業者 6 株式会社 遠山産業 ○  ○ 
素材生産業者 7 株式会社 高知林業 ○  ○ 
素材生産業者 8 株式会社 高知管材 ○  ○ 
素材生産業者 9 高知県素材性産業協同組合連合会 ○   
森林組合 1 幡東森林組合   ○ 
森林組合 2 梼原町森林組合 ○  ○ 
森林組合 3 三原村森林組合   ○ 
森林組合 4 高知市森林組合   ○ 
森林組合 5 仁淀川森林組合 ○  ○ 
森林組合 6 津野町森林組合 ○ ○  
森林組合 7 須崎地区森林組合 ○ ○  
森林組合 8 物部森林組合 ○   

 
 
 

49



4 
 

②② 川川中中事事業業者者（（製製材材工工場場、、集集成成材材工工場場、、流流通通業業者者（（市市場場、、商商社社、、運運送送業業者者））等等））  
川中事業者のフォーラム参画者は、製材工場が７事業者、集成材工場が１事

業者、流通業者が４事業者の１２事業者からなる。県内の JAS 認定工場のほぼ
全てが参画している。 

 
 事業者名 第1回参加 第2回参加 登録希望 
製材工場 1 レイホク木材工業 協同組合 ○  ○ 
製材工場 2 有限会社 関西木材建設 ○ ○ ○ 
製材工場 3 高知おおとよ製材 株式会社   ○ 
製材工場 4 池川木材工業 有限会社 ○  ○ 
製材工場 5  協同組合 ドライウッド土佐会 ○  ○ 
製材工場 6 馬路林材加工 協同組合 ○   
製材工場 7 梼原町森林組合  ○  
集成材工場 1 正和木材 株式会社 ○   
流通業者 1 高知県林材 株式会社 ○  ○ 
流通業者 2 株式会社 ゲンボク市場 ○  ○ 
流通業者 3 高知県森林組合連合会  ○  
流通業者 4 協同組合 高幡木材センター  ○  

 
 

③③ 川川下下事事業業者者（（ププレレカカッットト工工場場、、工工務務店店、、ハハウウススメメーーカカーー等等））  
川下事業者のフォーラム参画者は、プレカット工場が２事業者、工務店等が

９事業者、木工業者が２事業者の１３事業者からなる。県内の主要な川下事業
者が参画している。 

 
 事業者名 第1回参加 第2回参加 登録希望 
プレカット 1 株式会社 吾川森林 ○ ○ ○ 
プレカット 2 高知県木材商業 協同組合  ○  
工務店 1 株式会社 井上建築   ○ 
工務店 2 株式会社 トラスト建設   ○ 
工務店 3 有限会社 山川工務店 ○  ○ 
工務店 4 須藤工業  ○  
工務店 5 有限会社 勇工務店  ○  
設計 1 建築舎 KIT ○ ○  
設計 2 株式会社 細木建築研究所  ○  
設計 3 有限会社 艸建築工房  ○  
設計 4 建築工房望 有限会社  ○  
木工 1 株式会社 土佐龍 ○   
木工 2 株式会社 ミロクテクノウッド ○ ○  
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②② 川川中中事事業業者者（（製製材材工工場場、、集集成成材材工工場場、、流流通通業業者者（（市市場場、、商商社社、、運運送送業業者者））等等））  
川中事業者のフォーラム参画者は、製材工場が７事業者、集成材工場が１事

業者、流通業者が４事業者の１２事業者からなる。県内の JAS 認定工場のほぼ
全てが参画している。 

 
 事業者名 第1回参加 第2回参加 登録希望 
製材工場 1 レイホク木材工業 協同組合 ○  ○ 
製材工場 2 有限会社 関西木材建設 ○ ○ ○ 
製材工場 3 高知おおとよ製材 株式会社   ○ 
製材工場 4 池川木材工業 有限会社 ○  ○ 
製材工場 5  協同組合 ドライウッド土佐会 ○  ○ 
製材工場 6 馬路林材加工 協同組合 ○   
製材工場 7 梼原町森林組合  ○  
集成材工場 1 正和木材 株式会社 ○   
流通業者 1 高知県林材 株式会社 ○  ○ 
流通業者 2 株式会社 ゲンボク市場 ○  ○ 
流通業者 3 高知県森林組合連合会  ○  
流通業者 4 協同組合 高幡木材センター  ○  

 
 

③③ 川川下下事事業業者者（（ププレレカカッットト工工場場、、工工務務店店、、ハハウウススメメーーカカーー等等））  
川下事業者のフォーラム参画者は、プレカット工場が２事業者、工務店等が

９事業者、木工業者が２事業者の１３事業者からなる。県内の主要な川下事業
者が参画している。 

 
 事業者名 第1回参加 第2回参加 登録希望 
プレカット 1 株式会社 吾川森林 ○ ○ ○ 
プレカット 2 高知県木材商業 協同組合  ○  
工務店 1 株式会社 井上建築   ○ 
工務店 2 株式会社 トラスト建設   ○ 
工務店 3 有限会社 山川工務店 ○  ○ 
工務店 4 須藤工業  ○  
工務店 5 有限会社 勇工務店  ○  
設計 1 建築舎 KIT ○ ○  
設計 2 株式会社 細木建築研究所  ○  
設計 3 有限会社 艸建築工房  ○  
設計 4 建築工房望 有限会社  ○  
木工 1 株式会社 土佐龍 ○   
木工 2 株式会社 ミロクテクノウッド ○ ○  

5 
 

 
④④ 行行政政関関係係者者（（森森林林管管理理局局、、自自治治体体等等））  

行政関係者のフォーラム参画者は、森林管理局から四国森林管理局、自治体
から高知県関係３課と２市町村がある。 

 
 事業者名 第1回参加 第2回参加 登録希望 
森林管理局 四国森林管理局 ○ ○  
自治体 1 香美市 ○ ○ ○ 
自治体 2 馬路村  ○  
自治体 3 高知県森づくり推進課 ○   
自治体 4 高知県木材産業振興課 ○   
自治体 5 高知県木材増産推進課  ○  
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22 地地域域のの木木材材流流通通のの現現状状・・課課題題  
((１１))地地域域のの木木材材流流通通のの現現状状  

①① 住住宅宅着着工工件件数数のの推推移移  
我が国の木材需給は、木材需要の影響を強く受ける構造となっている。主要

な木材需要は、建築用の製材需要と燃焼用・製紙用のパルプ・チップ用材の需
要である。近年はバイオマス発電施設の建築が相次いでいることもあり、パル
プ・チップ用材の需要が製材需要を抜いて最大需要となっている。他方で、建
築や建設用材である製材や合板の需要は減少傾向が続いており、平成 11 年に
は 4 千万㎥あった製材需要は平成 29 年には 2.6 千万㎥まで、20 年足らずで
35％も減少している。 

 

 

資料：「木材需給報告書」（農林水産省） 
 

製材需要減少の背景には、我が国の人口減少社会への突入があり、新設住宅
着工戸数もまた減少傾向を示している。平成 11 年に 122 万 6 千戸あった新設
住宅着工戸数は、平成 18 年までは 120 万戸前後で推移していたが、建築強度
偽装問題とそれに伴う建築法改正、リーマンショックによる経済不況が重なっ
た平成 19 年から 21 年の急落を経て、100 万戸を下回りつつ推移するようにな
っている。 
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図図22--11--11 用用材材需需要要量量のの推推移移
総数 製材用 合板用 パルプ・チップ用 その他単位：千㎥

52



6 
 

22 地地域域のの木木材材流流通通のの現現状状・・課課題題  
((１１))地地域域のの木木材材流流通通のの現現状状  

①① 住住宅宅着着工工件件数数のの推推移移  
我が国の木材需給は、木材需要の影響を強く受ける構造となっている。主要

な木材需要は、建築用の製材需要と燃焼用・製紙用のパルプ・チップ用材の需
要である。近年はバイオマス発電施設の建築が相次いでいることもあり、パル
プ・チップ用材の需要が製材需要を抜いて最大需要となっている。他方で、建
築や建設用材である製材や合板の需要は減少傾向が続いており、平成 11 年に
は 4 千万㎥あった製材需要は平成 29 年には 2.6 千万㎥まで、20 年足らずで
35％も減少している。 

 

 

資料：「木材需給報告書」（農林水産省） 
 

製材需要減少の背景には、我が国の人口減少社会への突入があり、新設住宅
着工戸数もまた減少傾向を示している。平成 11 年に 122 万 6 千戸あった新設
住宅着工戸数は、平成 18 年までは 120 万戸前後で推移していたが、建築強度
偽装問題とそれに伴う建築法改正、リーマンショックによる経済不況が重なっ
た平成 19 年から 21 年の急落を経て、100 万戸を下回りつつ推移するようにな
っている。 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

H 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9

図図22--11--11 用用材材需需要要量量のの推推移移
総数 製材用 合板用 パルプ・チップ用 その他単位：千㎥

7 
 

 
資料：住宅着工統計（国土交通省） 

 

特に高知県における住宅着工戸数の推移は厳しく、平成 7 年まで 8 千戸前後
で推移していたものが、平成 22 年には 3 千戸を切り、現在も回復への兆しは
見えない。背景には、やはり人口推移の影響がある。高知県における生産年齢
人口は、早期に減少傾向を示し、特に 50 万人を切り 48.7 万人となった平成 17
年以降は急落し、平成 27 年には 40 万人とこの 10 年間で 20%の減少を見せて
いる。平成 12 年までは世帯数の増加が見られたが、平成 17 年以降は緩やかな
減少傾向に転じており、住宅需要の基盤の弱体化が鮮明に表れている。 

 

 
資料：住宅着工統計（国土交通省） 
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図図22--11--22 新新設設住住宅宅着着工工戸戸数数のの推推移移
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図図22--11--33 高高知知県県のの世世帯帯数数、、生生産産年年齢齢人人
口口、、住住宅宅着着工工戸戸数数のの推推移移
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②② 素素材材生生産産量量のの推推移移  
川下需要の見通しの厳しい高知県であるが、森林率 84%を誇る豊かな森林資

源を背景として、川上の素材生産力は力強さを見せている。平成 22 年までは
40 万㎥前後で推移していたが、その後は増加傾向を示しており、平成 29 年に
は 56 万㎥まで増加している。また、主要な需要先である住宅需要の低迷が全
国的に見られた平成 21 年以降にあっても、製材需要はそれほどの落ち込みは
見せず、早期に回復している。これは、平成 25 年からの県内での大型製材工
場の稼働開始の影響が大きい。 

 

 
資料：「木材需給報告書」（農林水産省） 

 

 全国の素材生産量の約３％を占める高知県の素材生産量を樹種別にみると、
針葉樹、特にスギの生産量が大きく、スギでは製材用と合板等用、木材チップ
用の構成比が 60％、16％、24％となっており、製材用を中心としつつ多様な需
要に対応している。次いでヒノキの生産量となるが、ヒノキでは製材用と合板
等用、木材チップ用の構成比が、94％、2％、4％で、主に製材用に供給されて
いる。 
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図2-1-4 高知県における需要部門別素材生産量の
推移

計 製材用 合板用 木材パルプ・チップ用

単位：千㎥
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表 2-1-1 主要部門別、樹種別素材生産量（平成 29 年） 

 
資料：「平成 29 年木材需給報告書」（農林水産省） 

 
③③ 素素材材交交流流のの現現状状  

平成 29 年における素材交流をみると、高知県の 56.1 万㎥の素材生産は、36.1
万㎥（64％）を県内に供給し、約 20 万㎥（36％）を四国内の他 3 県に移出、
四国外への移出量は中国地方への 0.2 万㎥にとどまる。これは移入の面にも表
れており、高知県での木材消費量 39.9 万㎥は、高知県内から 36.1 万㎥（90％）
が供給され、四国内の他３県からは約 3.7 万㎥（9％）の供給を受けているが、
四国外からの供給量は 0.1 万㎥程度に過ぎない。このように、高知県の素材需
給圏はほぼ四国内に限定されている状況である。 

 

表 2-1-2 素材交流表（平成 29 年） 

 
資料：「平成 29 年木材需給報告書」（農林水産省） 

注）表内（）内数値は推計値である。 

高知県を取り巻く素材の交流の現状は、高知県の課題の一つを浮き彫りにし
ている。ここでいう課題とは運送ハンディキャップである。北に四国山脈、南
に太平洋を置く高知県は、海運の衰退とともに運送ハンディキャップを抱える
ようになった。豊かな森林資源を抱える高知県は、同時に人口減少に伴う木材

単位：千ｍ3

まつ
その
他

21,408 19,258 12,276 2,762 4,021 198 2,153

561 100% 536 100% 297 100% 214 100% 5 19 25

3% 3% 2% 8% 0% 10% 1%

100% 96% 53% 38% 1% 3% 4%

385 69% 384 72% 177 60% 201 94% - 0 1

53 9% 53 10% 49 16% 4 2% - - - 

123 22% 99 18% 71 24% 9 4% - 19 24

対全国比

構成比

製材用

合板等用

木材チップ用

全 国

高 知

計

針葉樹

広葉樹
小計 すぎ ひのき

単位：千ｍ3

21,408 302 6 606 561
1 x(9) 
6 0 15 2

397 x 0 266 - 24 84 x
8 - - x(1) 6 x(1) x(1) - 

748 19 56 24 - 524 112 13
399 0 1 x(4) - x(33) 361 -

- - - - 

生産県
計

入荷県
九州地方徳 島 香 川 愛 媛 高 知中国地方

その他
地域

全 国

中国地方

徳 島
香 川

その他地域

愛 媛
高 知
九州地方
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需要の低さゆえに県内需要には限界がある中で、県外需要に頼らざるを得ない。
しかし、運送費が取引に大きく影響する素材の流通において、高知県は運送費
の高さゆえに四国内の取引に限定されることとなる。 
更に、運送ハンディキャップの影響は、素材流通のみに限られた課題ではな

く、製材流通や他産業における県外出荷において、重要な課題となっている。 
 
 

④④ 木木材材価価格格のの推推移移  
((アア)) 製製材材品品価価格格のの地地域域差差  

平成 30 年の木材需給報告書の木材製品卸売価格には、残念ながら高知県の
統計値はないが、調査対象地域間の価格差から高知県の状況を垣間見ることが
出来る。表 2-3 からは、スギ材、ヒノキ材を問わず、全国平均価格を牽引して
いるのは東京の木材製品価格であることが分かる。そのため、東京近郊ほど価
格帯は高く、遠方の福岡になると東京の半額ほどに価格が下落している。この
傾向は、樹種だけではなく、材の品質区分でも変わらず見られる。 
高知県を福岡県と比較した場合、「① 住宅着工件数の推移」での指摘のと

おり、高知県は地元の建築需要の脆さがあり、製材品価格を支えるだけの基盤
が福岡県と比較して大きく劣ることは明らかである。また、「③ 素材交流の
現状」での指摘のとおり、高知県は木材運送の面で大きなハンディキャップを
背負っており、その負担は製材品価格にも影を落としていると考えられる。つ
まり、高知県は統計値で明確な価格差が示された福岡県以上に製材品価格の面
で苦戦していると考える必要がある。 

 

表 2-1-3 木材製品卸売価格（平成 30 年） 

  
資料：「平成 30 年木材需給報告書」（農林水産省） 

注）横欄の価格差を網掛けの濃さ（網掛けが濃いほど高値）で表現している。 

単位：円／㎥
樹種 品質 材長 厚・幅 全国 埼玉 千葉 東京 神奈川 愛知 大阪 兵庫 福岡

10.5㎝ 61,183 52,600 64,800 54,000 38,500
12.0㎝ 58,917 52,667 64,500

3.65-
4.0m

10.5㎝ 54,092 44,000 47,075 63,400 54,650 43,200

10.5㎝ 66,525 61,333 66,992 75,500 68,100 67,692 69,550 74,983 60,300
12.0㎝ 68,792 61,442 68,500 75,500 68,300 58,233 68,167 75,000 59,400
10.5㎝ 76,583 72,500 91,800 79,025 67,017 70,433 50,042
12.0㎝ 73,042 91,800 68,467 70,550

3.65-
4.0m

10.5㎝ 75,292 91,800 64,800 76,050 68,825 70,250 48,917

10.5㎝ 85,550 79,500 93,100 97,175 76,267 93,000 80,900 83,375
12.0㎝ 86,883 78,100 97,050 77,433 91,000 85,317

G２級

KD２級

3.0m

3.0m

3.0m

3.0m

木材製品区分

ス
ギ

ヒ
ノ
キ

G２級

KD２級
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3.65-
4.0m
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G２級

KD２級
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ス
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ヒ
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((イイ)) チチッッププ価価格格のの地地域域差差  
木材製品卸売価格が厳しさを見せる一方で、高知県が他地域よりも恵まれて

いる条件も存在する。それは、パルプ向け針葉樹チップ価格である。これに関
しては、高知県は全国平均を大きく上回っており、平成 30 年の統計値では全
国比で 123％を示している。「②素材生産量の推移」で触れた通り、高知県の素
材生産量の約 2 割が木材チップ向けに供給されており、この木材チップ価格の
高さが、高知県の厳しい木材需要の中でも増産を続ける素材性産業を支えてい
ることがわかる。 

 
表 2-1-4 パルプ向け針葉樹チップ価格（平成 30 年） 

 
資料：「平成 30 年木材需給報告書」（農林水産省） 

 
⑤⑤ 原原木木丸丸太太のの大大径径化化  

森林状態の変化も地域内の林業および木材流通に大きな影響を与えつつあ
る。特に懸念される変化は、近年の皆伐延期による長伐期化がもたらした立木
の大径化である。以下にその一端を示す。データは、登録希望者でもある物部
森林組合から提供された 2009年の 2月初回市と 10年後の 2012 年 2月初回市
とにおける、スギ材（図 2-1-5）とヒノキ材（図 2-1-6）の材長別の丸太径級分
布である。 

 
図 2-1-5 取扱原木の変化（2009/2019：スギ） 

 
資料：物部森林組合 提供資料 

単位：円／ｔ
全国 兵庫 岡山 広島 愛媛 高高知知 熊本 大分 宮崎

パルプ向け針葉樹
チップ価格

14,042 16,800 14,100 12,867 12,600 17,575 17,317 12,200 10,900

全国比 100% 120% 100% 92% 90% 125% 123% 87% 78%
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まず、図 2-1-5 からは、末口径 7 ㎝や 10 ㎝といった小径材の 3m 材や 4m 材
の本数が大きく減少していることがわかる。出材手間の問題でチップ用材とし
て林地残材に吸収されている影響が大きいと考えられる。また、末口径 30 ㎝
以上の本数分布も確実に増加し、大径化の様相を呈している。加えて、2009 年
の 3ｍ材と 2019 年の 4ｍ材の本数分布の傾向が近いことから、現在は大径化の
影響が採材長の拡張現象として起きてきていると推察される。背景には、高知
県の市場が 4m 採材を重視する傾向にあることと、合板用材の搬出サイズとし
て 4m が好まれる事情もある。しかしながら、そういった採材変化による現場
対応も定着しつつあり、本格的な出材木の大径化の動きは、これから明確化し
ていくと考えられる。 

 
図 2-1-6 取扱原木の変化（2009/2019：ヒノキ） 

 
資料：物部森林組合 提供資料 

 

図 2-1-6 からも、末口径 7 ㎝や 10 ㎝といった小径材の 3m 材や 4m 材の本
数が大きく減少していること、末口径 30 ㎝以上の本数分布も確実に増加し、
大径化の様相を呈していることが分かる。加えて、土台としての需要がある 2m
材について、2009 年と 2019 年とで本数が大きく減少していることから、3m
から 4m 材への採材長の拡張現象と同様の減少が 2m と 3m との間にも起きて
きていると推察される。背景には、合板用材の搬出サイズとして 4m が好まれ
る事情もある。以上、ヒノキ材においてもスギ材と同様に、本格的な出材木の
大径化の動きは、これから明確化していくと考えられる。 
立木の大径化の影響は、以前は、単木当たりの採材量の増加による素材生産
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効率の向上や、希少価値の上昇による販売価格の上昇につながっていた。しか
しながら、搬出材径級の大径化は林内路網の拡張や林業機械の大型化という大
規模投資を要求し、また、集成材などの製材加工技術の向上に伴い、無垢大径
材（特に一般材）においてその価値が大きく下がってもいる。このため、立木
の大径化がもたらす出材径級の変化は、川上側にとって軽視できない課題であ
る。 

 
 

⑥⑥ 新新ししいい木木材材需需要要へへのの進進出出  
全国的に住宅需要の先行きが厳しい中で、木材業界は新たな需要を求めて住

宅需要以外への進出を進めている。特に、耐火性能を高めた構造用集成材や
CLT を始めとする建築資材の高度化が後押しする中で、中高層建築物を主とす
る非住宅需要への展開が図られている。 
対象となるのは民間非住宅需要である。民間住宅需要が平成 19 年から 21 年

の急落を経て現在も低迷を続けている一方で、民間非住宅需要は平成 20 年か
ら 22 年の下落を経たものの、平成 27 年には以前の状況まで回復し、平成 30
年見通しでも増加傾向が見込まれている。この需要にいかに参入していくかが
木材産業における重要課題となっており、特に住宅需要の見通しが厳しい高知
県においては喫緊の課題である。 

 

 
資料：平成 30 年度建設投資見通し（国土交通省） 

 

0
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50,000

75,000
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見込み見込み見通し

H 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0

図図22--11--77 建建設設投投資資のの推推移移
政府住宅 政府非住宅 政府土木 民間住宅 民間非住宅 民間土木

単位：億円
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⑦⑦ 木木造造建建築築ササププラライイチチェェーーンン事事例例    
木造非住宅需要への参入を検討する当地域（高知県）であるが、県内には先

駆的な取り組み例が存在している。それは、「協同組合ドライウッド土佐会」に
よる木造建築に対応したサプライチェーンマネジメントの事例である。 
協同組合ドライウッド土佐会は、統一した規格での乾燥材の安定供給を目的

として、平成 9 年 5 月に発足した団体である。現在、高知県内で人工乾燥施設
を設置している製材工場 6 社（池川木材工業 有限会社、有限会社 関西木材建
設、梼原町森林組合、馬路林材加工協同組合、嶺北林材協同組合、株式会社 中
成）が加盟している。本事業に対しても、加盟者の多くが登録希望者として、
また情報交換会出席者として関わっている。加盟事業体の所在地は図 2-1-8 の
とおりであり、県内の東部から西部まで分散的に存在している。 

 
 

図 2-1-8 協同組合ドライウッド土佐会 メンバー位置図 

 

資料：協同組合ドライウッド土佐会 HP 
 

協同組合ドライウッド土佐会では、加盟業者が連携して、国有林のシステム
販売や素材生産業者との直接取引により原木の安定確保を図り、グレーディン
グマシンによる選別を経た県産人工乾燥材の供給を行っている。その他にも、
全国に向けて住宅 1 棟分の県産人工乾燥材を一貫供給できる体制や、国際森林
認証（FSC：1 社）や国内森林認証（SGEC：2 社）の材の取り扱いのほか、木
拾いから構造材や羽柄材のプレカット（手加工を含む）、建築現場への納品まで
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の細やかな対応が整備されているのが特徴である。 
協同組合ドライウッド土佐会は、基本的には建築需要を対象としているが、

近年の県内公共建築物の木造化の動きに対しても、木材供給者として支えてい
る。事例としては、「JR 高知駅前とさてらす」、「街の駅ゆすはら」、「JR 高知駅
前観光拠点施設 龍馬伝幕末志士社中」などがある。 
このように、県内外の住宅・非住宅木造建造物に対する県産人工乾燥材の供

給窓口として実績のあるドライウッド土佐会であるが、現時点では受注・発注
の権限はなく、加盟業者の紹介者および個別取引における情報仲介者に止まっ
ている。 
本事業では、この協同組合ドライウッド土佐会による木造住宅需要へのサプ

ライチェーン対応を基礎としつつ、木造非住宅需要に対するサプライチェーン
の構築を図るものである。 

 

図 2-1-9 現時点での域内供給構造 
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((２２))地地域域のの木木材材流流通通のの課課題題  
フォーラム参画者が認識している地域の木材流通の課題について、情報交換会の

前にアンケート調査を行うとともに、情報交換会の場で状況確認を行った。 
そこから見えてきた課題は、①運送基盤、②高度加工、③需給ミスマッチ、④品

質保証、⑤人材（確保・育成・環境改善）、⑥連携強化、の６点であった。 
 
①① 運運送送基基盤盤  

課題区分 コメント 

原木受入体
制 

トレーラーが入る製材工場の整備 
２４時間原木を納入できる製材工場の整備 
敷地が狭く在庫管理に苦慮 
協定取引の導入時に椪分けの細分化で土場が圧迫される 

小口対応 邸別物件や小口注文材など、1 ㎥以下～20 ㎥までの材料の運送が課題 

路網・ヤー
ド 

大型車両の入る道の整備が必要 
林道整備が重要 
運賃負担が大きい（現場付近にトレーラーが入れる小規模ストックヤードが多数あ
れば良い） 
路網整備に地域差が大きい 
路網整備への行政理解が薄い 
材の検知方法の改善 

長尺材供給 
長尺材の適材は山にはあるが、路網が未整備で搬出できないことが多い 
長尺材供給には林内路網の拡張が不可欠 

流通簡素化 
直売りを模索中（市売り経費が負担） 
現場のプロセッサーで用途別選木が可能であり、市場や製材での選木は省略可能 

 
高知県における運送費用のハンディキャップについては、先述のとおりであ

るが、やはりフォーラム参画者間においても、その課題意識は高いものがあっ
た。 
コメントには、「トレーラーが入る製材工場の整備」や「24 時間原木を納入

できる製材工場の整備」など素材生産業者からの具体的な改善策の提案もあり、
現状の運送環境において需給両者の協力の下で改善を目指そうという機運が
感じられた。一方で、「敷地が狭く在庫管理に苦慮」しているといった製材工場
側の状況も共有された。 
原木市売市場や原木ストックヤードにおいても、流通経費削減や消費市場対

応への取り組みは行われている。先述の物部森林組合の原木ストックヤードに
おける 2 月初回市の比較を、2009 年、2014 年、2019 年の 5 年ごとに見たもの
が、表 2-2-1 である。 
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注目すべきは、材長区分と径級区分である。材長区分では、2009 年には 100
㎝～1,000 ㎝の幅で 21 区分に対応していたものが、2014 年には 150 ㎝～800
㎝で 10 区分に半減し、2019 年には更に 200 ㎝~700 ㎝の 6 区分にまで簡素化
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表 2-2-1 ２月初回市における原木取り扱いの推移 

調査年 2009（H21） 2014（H26） 2019（H31） 
市日 H21.2.7 H26.2.7 H31.2.8 

取扱材積 1,039.035 ㎥ （100％） 1,444.110 ㎥（139％） 1,594.531 ㎥ （153％） 
取扱本数 10,739 本 （100％） 14,767 本 （138％） 12,768 本 （119％） 
材長区分 100～1,000cm（21 区分） 150～800cm（10 区分） 200～700cm（6 区分） 
径級区分 4～58cm（28 区分） 3～44cm （30 区分） 3～68cm （37 区分） 

資料：物部森林組合 提供資料 
注）スギ・ヒノキのみを対象として作表している。  

 

また、林内路網整備の改善についても注文が相次いでいた。豊かな森林資源
を活用可能にして、高くはない木材価格の下でも安定した素材供給を継続する
ためにも、林内路網の整備は重要であるとの認識は強くあった。加えて、川下
側が求める長尺材の供給においても林内路網の拡張が必要であることが話し
合われ、林内路網の整備が参画者全体の課題であるとの認識がなされた。一方
で、「路網整備に地域差が大きい」、「路網整備への行政理解が薄い」といった整
備への財政支援の厳しさも示された。また、林内作業機械の高度化に伴い「現
場のプロセッサーで用途別選木が可能であり、市場や製材での選木は省略可
能」、「直売りを模索中」などの流通形態の見直しも挙げられた。 
その他、「邸別物件や小口注文材など、1 ㎥以下～20 ㎥までの材料の運送が
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課題」など、近年の運送業界の人手不足からくる運賃値上げに伴って、モデル
とする協同組合ドライウッド土佐会が強みとする細やかな配送サービスの提
供に関わる課題も出された。 
 

②② 高高度度加加工工  
課題区分 コメント 

加工度向上 

消費地から遠く、運送コストで他地域に負ける（加工品販売へのシフトが重要） 
高機能木材化（防腐・不燃化） 
簡易組み立て式 CLT、ジラフユニットなど開発が必要 
新機能を持つ製品の開発（センサー機能を持つ木製品など）の拠点づくり 
材の成分品質などの特徴を活かす 

長尺材加工 

長尺材は意匠性が高く高評価（東京では規格材の 2 倍の単価）、安定した供給を期
待する 
長尺材は製材時の歩留まりが悪く、製材品価格にコストオンされる 
プレカット加工機は長尺材にも対応可能 
長尺材専用レーンの整備を検討中 

基盤整備
（人工乾燥
など） 

乾燥スケジュールは 12 日回転が望ましいが、製材加工量を処理するため現在は 7
日回転していて、それでも納期にはギリギリ 
近隣の製材工場に人工乾燥施設がない 
大径材の受け入れ先となる製材工場が無い 

 
先述の「①運送基盤」の課題解決策の一つとして、高度加工についても意見

が出た。「消費地から遠く、運送コストで他地域に負ける」のであれば、加工品
販売にシフトすべきで、尚且つ、一般的な加工品ではなく、付加価値付けがな
された加工品の供給を目指すべきだというものである。具体的には、「防腐・不
燃化」や災害対策を見据えた「簡易組み立て式 CLT、ジラフユニット」などで
あり、それらに取り組むべく「新機能を持つ製品の開発（センサー機能を持つ
木製品など）の拠点づくり」の必要性も提案された。 
その他、高価格・高需要が期待できる商品として「長尺材」に注目した議論

も行われ、長尺材供給における資源状況や路網など生産基盤の強化の必要性、
製材加工までの価格構造の内訳、製材品供給側の準備状況について、幅広い意
見が交わされた。 
高度加工の基礎として、人工乾燥材供給などの基盤強化の話も出たが、現在

の稼働状況について、既にフル稼働で対応している現状が紹介され、材の安定
供給に向けた余裕をサプライチェーンのどこに作るかの議論の重要性が示さ
れた。他に、「近隣の製材工場に人工乾燥施設がない」や「大径材の受け入れ先
となる製材工場が無い」など、製材基盤の地域格差も課題として挙げられた。 
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③③ 需需給給ミミススママッッチチ  
需給ミスマッチに関しては、課題区分を「原木出荷」、「原木集荷」、「製品出

荷」、「納期」の 4 つに区分してみてみる。 
 

課題区分 コメント 

原木出荷 

木材価格の低迷が続いているし、今後の需要見込みが不安 
所有者還元できる木材価格での安定した需要が必要 
材の平均単価が厳しい 
短期供給の大量の丸太注文は対応が困難（気象状況で生産性が異なるため） 
取引中に突然受け入れ停止を受けることがある 
良質材の販路はあるか 
需要適材以外の出材の販路確保が難しい 
県内製材が少なく、出荷先が足りない 
原木の販売先・価格（特に 40 ㎝以上の材）が難しい 
国有林の出荷に市況が左右される（出荷量の凹凸に苦慮） 

 
まず、「原木出荷」であるが、ここでは川上側の強い不安感や困難な状況が多

く挙がっている。素材生産業者は素材の供給に強く関わっているが、森林資源
の所有の流動化が盛んではない我が国において、彼らが森林の大規模所有者で
あることは稀である。当地域の登録希望者の多くもまた、所有山林規模は決し
て大きくはなく、伐採事業のために立木を購入するか、間伐や皆伐の施業委託
を担っているかしており、森林所有者との交渉を不可欠としている。このため、
一定の立木買取価格の確保が重要となっており、「所有者還元できる木材価格
での安定した需要が必要」といった価格面の不安の背景が示され、共有された。
所有の問題は当面継続されるものであり、持続可能な森林経営が可能となる原
木価格への配慮の必要性が確認された。この点に関しては、森林経営管理制度
を活かした取り組みなどで対応することも必要である。 
また、取引に関しては、直接取引において、「短期供給の大量の丸太注文は対

応が困難」、「取引中に突然受け入れ停止を受けることがある」という課題が指
摘された。間接取引においては、「国有林の出荷に市況が左右される（出荷量の
凹凸に苦慮）」などが挙げられた。いずれにせよ、現行の取引においても関係者
の多くが多様な課題を感じている。 
その他、「需要適材以外の出材の販路確保が難しい」などの意見が挙がった。

先述した立木の大径化が進み、1 本の立木で何本もの建築用丸太が生産可能と
なり、需要適寸の丸太のみの選別伐採が出来なくなったことが影響していると
考えられる。これは大径化の中で回避することが難しい課題であり、原木価格
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への配慮や多様な需要の創出などへの取り組みの必要性が確認された。 
 

課題区分 コメント 

原木集荷 

必要な条件（径級・材長・品質・価格）での原木が必要量集まらない 
大型工場への供給が優先的であり、原木単価が高止まりで厳しい 
供給は大径材が多く 120 ㎜角原木を売りたいが、川下需要は 105 ㎜角原木を希望 
短期供給の物件は対応が困難 
県森連系統 4 市場 5 ストックヤードで需給情報の共有を週 1 で行い、素材業者へ
の打診や分担受注などで注文材や大型発注にも対応している 
100 ㎥の丸太在庫を保有し、素材生産業者からの即納にも対応 

 
次に、「原木集荷」については、「必要な条件（径級・材長・品質・価格）で

の原木が必要量集まらない」という需要側の苦悩が多く聞かれた。具体的には、
「供給は大径材が多く 120 ㎜角原木を売りたいが、川下需要は 105 ㎜角原木を
希望」ということであった。背景には、先述の立木の大径化の影響が考えられ
るが、それ以外に「大型工場への供給が優先的」であるとの認識がされている。 
こういった原木集荷が難しい状況下で、原木市場側では「県森連系統 4 市場

5 ストックヤードで需給情報の共有を週 1 で行い、素材業者への打診や分担受
注などで大型発注にも対応している」という説明があり、製材加工側からは
「100 ㎥の丸太在庫を保有し、素材生産業者からの即納にも対応」という独自
の供給網による対応策の紹介があった。 
これらのことから、現在の当地域におけるサプライチェーンは、直接的な深

い信頼関係に基づく短いチェーンが多数存在していることが推察された。特に、
県森連系統市場による情報網は、最も広範囲の素材供給者への発信力を持って
いる。しかしながら、「大型工場への供給が優先的であり、原木単価が高止まり
で厳しい」とあるように、県森連系統市場の基本方針が、大型製材加工場との
協定取引にあることへの反応が多様であることから、当地域の目指すサプライ
チェーンにおいて、その位置づけには配慮を必要とする。 

 
課題区分 コメント 

製品出荷 

供給は大径材が多く 120 ㎜角原木を売りたいが、川下需要は 105 ㎜角原木を希望 
構造現しも多く、特一でも綺麗なものが欲しい 
注文材は切断が必要な場合があり、余材が多く発生し原木価格の安価につながる 
定尺材以外の細やかな寸法要求への対応を希望 
短期供給の物件は対応が困難 
手加工への対応のため、大工加工の手順を考慮し、土台部分から漸次納品 
乾燥機器の種類が同じ製材工場と製品を融通し合っている 
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「製品出荷」については、材寸法への「川下需要は 105 ㎜角原木を希望」、

「定尺材以外の細やかな寸法要求への対応を希望」という要求がある一方で、
「注文材は切断が必要な場合があり、余材が多く発生し原木価格の安価につな
がる」などの供給側の課題があることが共有された。また、見た目品質への「構
造現しも多く、特一でも綺麗なものが欲しい」という要求も挙げられた。 
この他、需要側の要求への対応として、「短期供給の物件は対応が困難」とし

ながらも、「手加工への対応のため、大工加工の手順を考慮し、土台部分から漸
次納品」するという納品方法の工夫が示され、一部の製材工場間での「乾燥機
器の種類が同じ製材工場と製品を融通」についても、そこに至った経緯や課題
などが共有された。 

 
課題区分 コメント 

納期 

民間物件の場合、優良材が納入されるのであれば、発注者に説明して 1 か月程度
は納入が待てる 
公共物件の場合は、納期は待てず厳しいものになることが多い 
納期は現状 1 か月だが手加工が多いので即納品を希望 
公共物件には、複数年度発注の検討などをして欲しい 
構造図が出来て 2～3 か月で納品が必要となる（早めの情報発信が可能） 
納品前にはプレカット CAD 図の承認が必要だが、設計監理者の対応が遅く、全て
の行程がずれていく 

 
「納期」については、納期の短さにどう対応するかについて、具体的な意見

が交わされた。意見は、民間物件と公共物件とに区分され、民間物件について
は「民間物件の場合、優良材が納入されるのであれば、発注者に説明して 1 か
月程度は納入が待てる」などの融通の余地について確認された。公共物件に関
しては、「公共物件の場合は、納期は待てず厳しいものになることが多い」や
「公共物件には、複数年度発注の検討などをして欲しい」などの意見が挙がっ
た。他方で、「構造図が出来て 2～3 か月で納品が必要となる（早めの情報発信
が可能）」という前向きな意見もあり、「納品前にはプレカット CAD 図の承認
が必要だが、設計監理者の対応が遅く、全ての行程がずれていく」など、既存
の流通の中でも着手できる取り組みへの提案も挙がった。 
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④④ 品品質質保保証証  
課題区分 コメント 

説明責任 
木材調達での品質の信頼性には伐採から製材までの履歴が重要 
含水率の品質保証が重要 
建築・家具用・小物用に至るまでの活用グレイドのシステム化 

基盤整備 

近隣に JAS 認定工場がない 
含水率の計測器の能力上の問題で計測値にばらつきが出る 
応力処理済を保証するシステムの整備が必要 
性能表示（JAS 機械等級区分の自動印字）設備が足りない 

現物確認 
スギの場合は特に色合いで価格が左右され、品質認識が食い違うと困る 
原木は生産場所によって品質にばらつきがある（実生苗産地のため） 
丸太の買主、売主に山元まで来て立木を見て、枝の状態など確認してほしい 

 
品質保証に関しては、特に川下側から強い関心が寄せられた。 
「木材調達での品質の信頼性には伐採から製材までの履歴が重要」や「含水

率の品質保証が重要」、「建築・家具用・小物用に至るまでの活用グレイドのシ
ステム化」といった具体的な説明責任項目への提案が出された。これらの提案
を受けて、「含水率の計測器の能力上の問題で計測値にばらつきが出る」、「応力
処理済を保証するシステムの整備が必要」、「性能表示（JAS 機械等級区分の自
動印字）設備が足りない」などの今後の基盤整備に関する意見が挙がった。そ
の他、「スギの場合は特に色合いで価格が左右され、品質認識が食い違うと困
る」や「原木は生産場所によって品質にばらつきがある（実生苗産地のため）」
などの品質を共通認識とする難しさを背景に、「丸太の買主、売主に山元まで来
て立木を見て、枝の状態など確認してほしい」といった要望が川上から挙げら
れた。 

 
⑤⑤ 人人材材（（確確保保・・育育成成・・環環境境改改善善））  

課題区分 コメント 

確保 
全体：人手不足 
全体：作業環境の厳しい業界であり、継続雇用が難しい 
育林：皆伐地での育林労働力の不足が深刻な課題 

育成 
素材：素材生産業の現場リーダーの育成が必要 
製材：市内の製材工場４社のうち３社の社長が 70 歳以上で後継者が育っていない 

環境改善 
全体：労働環境の改善が課題 
素材：機械化促進や労働環境の整備に関する事業主の負担への配慮が必要 

 
人材に関しては、「確保」と「育成」、それらの充実のための「環境改善」の
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動印字）設備が足りない」などの今後の基盤整備に関する意見が挙がった。そ
の他、「スギの場合は特に色合いで価格が左右され、品質認識が食い違うと困
る」や「原木は生産場所によって品質にばらつきがある（実生苗産地のため）」
などの品質を共通認識とする難しさを背景に、「丸太の買主、売主に山元まで来
て立木を見て、枝の状態など確認してほしい」といった要望が川上から挙げら
れた。 
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育林：皆伐地での育林労働力の不足が深刻な課題 

育成 
素材：素材生産業の現場リーダーの育成が必要 
製材：市内の製材工場４社のうち３社の社長が 70 歳以上で後継者が育っていない 

環境改善 
全体：労働環境の改善が課題 
素材：機械化促進や労働環境の整備に関する事業主の負担への配慮が必要 

 
人材に関しては、「確保」と「育成」、それらの充実のための「環境改善」の
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3 つの側面からの意見が挙がった。 
「確保」については、関係業界全体に対する課題であるとの認識がまずあり、

特に育林において「皆伐地での育林労働力の不足が深刻な課題」との認識が出
された。地域内では、皆伐施業の増加や林地込みでの立木購入の増加、そして
育林事業体の減少を背景として、素材生産業者による育林活動の業務への組み
込みも見られるが、育林施業の過酷さを契機とする離職の急増が大きな課題と
なっている現状がある。近年、従来から育林事業を担ってきた森林組合の素材
生産事業へのシフトが県の施策として展開されてきたことから、森林組合が育
林需要を引き受けていくことが容易ではなくなってきていることもあり、重要
な課題として確認された。 
「育成」については、「素材生産業における現場リーダーの育成が必要」や

「市内の製材工場４社のうち３社の社長が70歳以上で後継者が育っていない」
など、組織を支える層の後継者育成が急務であることが確認された。前者につ
いては高知県立林業大学校による育成への取り組みが始まっているが、後者に
関しては中小企業向けの事業承継制度程度しかなく、制度の不備が指摘された。 
「環境改善」については、先述の「確保」や「育成」の基盤であり、関係業

界全体に対する課題であるとの認識が指摘されるとともに、「機械化促進や労
働環境の整備に関する事業主の負担への配慮が必要」といった具体的な推進支
援についての意見も出された。 

 
⑥⑥ 連連携携強強化化  

課題区分 コメント 

情報不足・
仕組みづく
り 

県下全域の業者との接点がなかった 
原木市場や同業者間の情報交換では、希望通りの流通が実現できないことが多い 
原木需給を公平に調整する機関が必要ではないか 
川上・川中・川下がお互いに連携し、安定した需給・利益確保の仕組みが必要 

 
連携強化に関しては、「県下全域の業者との接点がなかった」や「原木市場や

同業者間の情報交換では、希望通りの流通が実現できないことが多い」など、
交流不足による需給情報が不足しており、その改善を求めようとする関係者の
総意が確認された。加えて、「原木需給を公平に調整する機関が必要ではない
か」や「川上・川中・川下がお互いに連携し、安定した需給・利益確保の仕組
みが必要」というような連携組織に期待する意見も挙がった。相互連携による
安定した需要と供給のもとで、相互利益が確保できるサプライチェーンの構築
が求められる。 
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33 フフォォーーララムムでで展展開開すするる取取組組のの内内容容  
((１１))  基基本本的的方方向向性性  

フォーラムで展開する取組の基本的方向性は、「非住宅建築物の木造化に対応した
サプライチェーンの最適化」である。 
建造物の木質化・木造化が推進されている中で、今後の需要拡大が見込まれてい

る非住宅建築物の分野であるが、住宅分野以上の大ロットの短期供給が求められる。
しかしながら、当地域においては安定した量と品質を保証しうるサプライチェーン
は、今のところ構築できていない。 
フォーラムでは、川上から川下までの幅広い関係者の連携と計画的な機能強化の

もとで、サプライチェーンコーディネーターの配置・育成による非住宅建築物の木
造化提案機能の確保と県産人工乾燥材の供給能力向上とにより、安定した量と品質
を保証しうる非住宅建築物の木造化に対応したサプライチェーンの構築を目指す。 
 

((２２)) 具具体体的的なな取取組組  
具体的な取り組みについては、以下のとおりである。 
相互利益が確保できるサプライチェーンの構築を目指し、需要先が求める「①品質

性能」および「➁安定供給」に対応するため、TOSAZAI センターに全域担当サプラ
イチェーンコーディネーターを配置・育成することで非住宅建築物の木造化提案機能
の確保による事業掘り起しや原木調達への情報提供を行うとともに、ドライウッド土
佐会の県産人工乾燥材サプライチェーンコーディネーターの高度育成・機能強化によ
る組織強化にて県産人工乾燥材の供給能力の向上を図りつつ、サプライチェーンを意
識した木材供給各段階での事業体の強化および事業体間の連携強化を進める。 

 
①① 非非住住宅宅建建築築物物にに求求めめらられれるる「「品品質質性性能能」」へへのの対対応応  

AA)) ドドラライイウウッッドド土土佐佐会会のの県県産産人人工工乾乾燥燥材材ササププラライイチチェェーーンンココーーデディィネネーータターー
にによよるる品品質質基基準準・・価価格格のの統統一一  
aa)) 人人工工乾乾燥燥材材のの共共通通品品質質指指標標「「土土佐佐材材新新ブブラランンドド：：極極」」のの整整備備  

1. 製材工場別・乾燥施設別の人工乾燥材品質分布の現況調査 
2. 人工乾燥材の共通品質指標の導入に向けた制度設計の検討 
3. 人工乾燥材の共通品質指標に基づく製材工場別製材品の評価

および品質区分 
bb)) 人人工工乾乾燥燥材材のの品品質質区区分分別別定定価価制制のの導導入入  

1. 製材工場別・乾燥施設別の人工乾燥材製造経費の現況調査 
2. a)3.に基づく共通品質区分別の適正価格の導入に向けた検討 
3. 共通品質区分別の適正価格の運用システムの整備 
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33 フフォォーーララムムでで展展開開すするる取取組組のの内内容容  
((１１))  基基本本的的方方向向性性  

フォーラムで展開する取組の基本的方向性は、「非住宅建築物の木造化に対応した
サプライチェーンの最適化」である。 
建造物の木質化・木造化が推進されている中で、今後の需要拡大が見込まれてい

る非住宅建築物の分野であるが、住宅分野以上の大ロットの短期供給が求められる。
しかしながら、当地域においては安定した量と品質を保証しうるサプライチェーン
は、今のところ構築できていない。 
フォーラムでは、川上から川下までの幅広い関係者の連携と計画的な機能強化の

もとで、サプライチェーンコーディネーターの配置・育成による非住宅建築物の木
造化提案機能の確保と県産人工乾燥材の供給能力向上とにより、安定した量と品質
を保証しうる非住宅建築物の木造化に対応したサプライチェーンの構築を目指す。 
 

((２２)) 具具体体的的なな取取組組  
具体的な取り組みについては、以下のとおりである。 
相互利益が確保できるサプライチェーンの構築を目指し、需要先が求める「①品質

性能」および「➁安定供給」に対応するため、TOSAZAI センターに全域担当サプラ
イチェーンコーディネーターを配置・育成することで非住宅建築物の木造化提案機能
の確保による事業掘り起しや原木調達への情報提供を行うとともに、ドライウッド土
佐会の県産人工乾燥材サプライチェーンコーディネーターの高度育成・機能強化によ
る組織強化にて県産人工乾燥材の供給能力の向上を図りつつ、サプライチェーンを意
識した木材供給各段階での事業体の強化および事業体間の連携強化を進める。 

 
①① 非非住住宅宅建建築築物物にに求求めめらられれるる「「品品質質性性能能」」へへのの対対応応  

AA)) ドドラライイウウッッドド土土佐佐会会のの県県産産人人工工乾乾燥燥材材ササププラライイチチェェーーンンココーーデディィネネーータターー
にによよるる品品質質基基準準・・価価格格のの統統一一  
aa)) 人人工工乾乾燥燥材材のの共共通通品品質質指指標標「「土土佐佐材材新新ブブラランンドド：：極極」」のの整整備備  

1. 製材工場別・乾燥施設別の人工乾燥材品質分布の現況調査 
2. 人工乾燥材の共通品質指標の導入に向けた制度設計の検討 
3. 人工乾燥材の共通品質指標に基づく製材工場別製材品の評価

および品質区分 
bb)) 人人工工乾乾燥燥材材のの品品質質区区分分別別定定価価制制のの導導入入  

1. 製材工場別・乾燥施設別の人工乾燥材製造経費の現況調査 
2. a)3.に基づく共通品質区分別の適正価格の導入に向けた検討 
3. 共通品質区分別の適正価格の運用システムの整備 
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BB)) ササププラライイチチェェーーンンをを支支ええるる生生産産基基盤盤のの強強化化  

aa)) 林林内内かからら始始ままるるリリアアルルタタイイムム素素材材在在庫庫管管理理  
1. 生産管理可能な高性能林業機械の導入 
2. 特殊建築部材（長尺材など）に対応した大型搬出車両の導入 
3. 搬出を見据えた効率的な立木管理のための路網整備 

bb)) 原原木木流流通通かからら始始ままるる強強度度管管理理  
1. 選別機への丸太強度測定システムの検討・導入 

 
cc)) 製製材材加加工工段段階階ででのの「「品品質質管管理理」」レレベベルルのの向向上上  

1. 特殊建築部材（長尺材など）生産強化に向けた設備導入・更新 
2. 乾燥施設の増強・平準化の促進 
3. 機械等級区分設備の導入推進 
4. 混載乾燥の検討 

dd)) 新新ししいい「「品品質質」」のの付付加加  
1. 高度機能性（防腐・不燃化加工など）の付与設備の検討・導入 
2. 天然乾燥材の再検討 

 

②② 非非住住宅宅建建築築物物にに求求めめらられれるる「「安安定定供供給給」」へへのの対対応応  
AA)) 製製品品供供給給ににおおけけるる共共同同出出荷荷体体制制のの整整備備  

aa)) 共共同同出出荷荷体体制制のの強強化化（（一一括括見見積積のの導導入入をを含含むむ））  
1. ①A)b)3.に基づく一括見積の運用システムの検討・整備 
2. 非住宅木造建造物、県外市場への共同出荷の最適化のための運

送システムの改善 
 

BB)) 製製品品供供給給ににおおけけるる共共同同集集荷荷体体制制のの整整備備  
aa)) 素素材材供供給給体体制制のの情情報報網網のの強強化化  

1. 県森連系統共販所における需給情報網の強化・連携範囲拡張 
2. 民間原木市売市場における需給情報網の強化・連携範囲拡張 

 
CC)) 物物件件のの企企画画・・計計画画段段階階かかららののココーーデディィネネーータターー参参画画  

aa)) TTOOSSAAZZAAII セセンンタターーにに配配置置すするる全全域域担担当当ササププラライイチチェェーーンンココーーデディィネネ
ーータターーをを媒媒介介ととししたた非非住住宅宅木木材材建建造造物物のの発発注注者者ととのの連連携携体体制制のの構構築築  

1. コーディネーターによる木材供給・木造木質化に関する相談対
応の拠点・訪問体制整備 

71



26 
 

bb)) 企企画画初初期期段段階階かかららのの原原木木調調達達へへのの取取りり組組みみ  
1. ➁C)a)1.の活動に基づき入手した需要情報を、全域担当サプラ

イチェーンコーディネーターが➁B)a)の活動に基づく素材供
給の連携先に早期発信し、十分な素材供給準備期間を確保する 

 
③③  「「品品質質性性能能」」「「安安定定供供給給」」にに向向けけたた関関係係者者のの知知識識・・技技能能のの向向上上  

AA)) ササププラライイチチェェーーンンをを支支ええるる関関係係者者のの情情報報交交換換・・相相互互教教育育  
aa)) 各各種種検検討討会会おおよよびび情情報報交交換換会会のの開開催催  

1. 丸太強度測定システムの導入について 
2. 人工乾燥システムの高度標準化について 
3. 人工乾燥材の共通品質指標について 
4. 新規製材工場の整備について 
5. 共通品質区分別の適正価格化・一括見積の運用について 
6. 非住宅木造建造物への共同出荷・配送最適化について 
7. 運送コストの削減（県外出荷）に関する他分野連携について 
8. 非住宅木造建造物への地域材活用提案について 
9. サプライチェーン管理ソフト「もりんく」の域内適用について 
 

BB)) ココーーデディィネネーータターーのの活活動動基基盤盤のの形形成成  
aa)) 域域内内ササププラライイチチェェーーンン情情報報のの収収集集・・活活用用  

1. 域内の既存木材供給構造に関する理解および情報収集（①A）
での調査に連動） 

2. 目標とするサプライチェーンの関係領域の理解および情報収
集（③A）a)の取り組みに連動） 

3. サプライチェーン管理ソフトの域内利用に向けた調整・整備 
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44 フフォォーーララムムでで実実現現すするる将将来来像像とと目目標標  
((１１)) フフォォーーララムムのの関関係係者者でで実実現現すするる将将来来像像  

 
 

 
 

 
 

 

公共需要民間需要
木造住宅
建築物施主

原木市場

森林
組合

素材生産
業者

木造建造物施工者
設計事務所 工務店等

木材加工者 ＿製材工場 集成材工場

プレカット工場

森林所有者

連携

連 携

連 携

組織の機能強化
(品質指標の整備、定価
制の検討、出荷調整)

乾燥設備の共通化、
乾燥技術者の育成

組織の機能
強化・拡大

共同出荷
強化

(域外含む)

フォーラムの関係者で実現する将来像（３年後）

検討会・情報交換会
の開催

●丸太強度測定
●乾燥の標準化
●共通品質指標
●価格の適正化
●一括見積運用
●配送の最適化
●木材活用提案
●ソフトの運用 非住宅木造建造物施主

共同集荷
強化

地域材供給
コーディネーター

家具等木工
業者

連携
企画段階からの

木材供給・木造・木質化
相談対応

在庫・需要
の情報

設備・技術
の情報 全域建造担当

コーディネーター

TOSAZAI
センター

連携

木材協会

丸太強度測定
システムの検討

検知機能付き高性能
林業機械の導入

長径材搬出を容易に
する搬出体制整備

県産人工乾燥材
コーディネーター

需要情報の早期通知
による十分な

供給準備期間の確保

ぷらっとホーム
Moku

全域木材担当
コーディネーター

連携
連携
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公共需要民間需要
木造住宅
建築物施主

原木市場

森林
組合

素材生産
業者

木造建造物施工者
設計事務所 工務店等

木材加工者 ＿製材工場 集成材工場

プレカット工場

森林所有者

連携

連 携

連 携

乾燥設備の共通化、
乾燥技術者の育成

組織の機能
強化・拡大

フォーラムの関係者で実現する将来像（５年後）

検討会・情報交換会
の開催

●丸太強度測定
●乾燥の標準化
●共通品質指標
●価格の適正化
●一括見積運用
●配送の最適化
●木材活用提案
●ソフトの運用 非住宅木造建造物施主

地域材供給
コーディネーター

家具等木工
業者

連携

在庫・需要
の情報

連携
県産人工乾燥材
コーディネーター

木材協会

検知機能付き高性能
林業機械の導入

長径材搬出を容易に
する搬出体制整備

地域材供給
コーディネーター 地域材供給

コーディネーター

地域材供給
コーディネーター

地域材供給
コーディネーター

地域材供給
コーディネーター

共同集荷
強化

連携
ぷらっとホーム

Moku

全域木材担当
コーディネーター

企画段階からの
木材供給・木造・木質化

相談対応

設備・技術
の情報 全域建造担当

コーディネーター

TOSAZAI
センター

需要情報の早期通知
による十分な

供給準備期間の確保

連携

組織の機能強化
(品質指標の整備、定価
制の導入、一括見積の
導入、出荷調整 )

丸太強度測定
システムの導入

「極材」
共同出荷
強化

(域外含む)
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公共需要民間需要
木造住宅
建築物施主

原木市場

森林
組合

素材生産
業者

木造建造物施工者
設計事務所 工務店等

木材加工者 ＿製材工場 集成材工場

プレカット工場

森林所有者

連携

連 携

連 携

乾燥設備の共通化、
乾燥技術者の育成

組織の機能
強化・拡大

フォーラムの関係者で実現する将来像（５年後）

検討会・情報交換会
の開催

●丸太強度測定
●乾燥の標準化
●共通品質指標
●価格の適正化
●一括見積運用
●配送の最適化
●木材活用提案
●ソフトの運用 非住宅木造建造物施主

地域材供給
コーディネーター

家具等木工
業者

連携

在庫・需要
の情報

連携
県産人工乾燥材
コーディネーター

木材協会

検知機能付き高性能
林業機械の導入

長径材搬出を容易に
する搬出体制整備

地域材供給
コーディネーター 地域材供給

コーディネーター

地域材供給
コーディネーター

地域材供給
コーディネーター

地域材供給
コーディネーター

共同集荷
強化

連携
ぷらっとホーム

Moku

全域木材担当
コーディネーター

企画段階からの
木材供給・木造・木質化

相談対応

設備・技術
の情報 全域建造担当

コーディネーター

TOSAZAI
センター

需要情報の早期通知
による十分な

供給準備期間の確保

連携

組織の機能強化
(品質指標の整備、定価
制の導入、一括見積の
導入、出荷調整 )

丸太強度測定
システムの導入

「極材」
共同出荷
強化

(域外含む)
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((２２)) 目目標標をを定定量量化化すするる指指標標  
単位：千 m3 

定量化指標 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 
1 県産製材品の出荷量  

142 
 

135 
151 
146 

151 
 

152 162 169 
 

2 県内非住宅建築物の木造
率%（床面積ベース） 

 
12.4 

 
17.1 

17.7 
15.4 

18.0 18.5 19.0 20.0 
 

3 人工乾燥材生産量  
77 

 
75 

86 
90 

101 
 

106 126  126 
 

4 JAS 製材（機械等級区分）  
9 

 
11 

16 
11 

23 
 

26 36 36 
 

※第 4 期高知県産業振興計画の数値     上段：計画 下段：実績 
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55 実実施施体体制制  
 
 
 

対策一覧 

素
材
生
産 

原
木
市
場 

製
材
加
工 

設
計
施
工 

TOSAZAI

センター 

①    非住宅建築物に求められる「品質性能」への対応           
A)   ドライウッド土佐会による品質基準・価格の統一           

a)     人工乾燥材の共通品質指標「土佐材新ブランド：極」の整備     ● ● ● 
b)    人工乾燥材の品質区分別定価制の導入     ● ● ● 

B)   サプライチェーンを支える生産基盤の強化           
a)     林内から始まるリアルタイム素材在庫管理 ●         
b)    原木流通から始まる強度管理   ●       
c)     製材加工段階での「品質管理」レベルの向上     ●     
d)    新しい「品質」の付加     ●     

②    非住宅建築物に求められる「安定供給」への対応           
A)   製品供給における共同出荷体制の整備           

a)     共同出荷体制の強化（一括見積の導入を含む）     ●     
B)   製品供給における共同集荷体制の整備           

a)     素材供給体制の情報網の強化 ● ● ●   ● 
C)   物件の企画・計画段階からのコーディネーター参画           

a)     非住宅木材建造物の発注者とのコーディネーターを媒介とし
た連携体制の構築 

      ● ● 

b)    企画初期段階からの原木調達への取り組み ●     ● ● 
③     「品質性能」「安定供給」に向けた関係者の知識・技能の向
上 

          

A)   サプライチェーンを支える関係者の情報交換・相互教育           
a)     各種検討会および情報交換会の開催 ● ● ● ● ● 

B)   コーディネーターの活動基盤の形成           
a)     域内サプライチェーン情報の収集・活用 ● ● ● ● ● 
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66 年年次次計計画画  
 

  

 
 
 
 
 
編集後記 
改定したページは、ｐ７３～ｐ７７ 
 

対策一覧 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
①    非住宅建築物に求められる「品質性能」への対応
A)   品質基準・価格の統一
a)     人工乾燥材の共通品質指標「土佐材新ブランド：極」の整備
b)    人工乾燥材の品質区分別定価制の導入

B)   サプライチェーンを支える生産基盤の強化
a)     林内から始まるリアルタイム素材在庫管理
b)    原木流通から始まる強度管理
c)     製材加工段階での「品質管理」レベルの向上
d)    新しい「品質」の付加

②    非住宅建築物に求められる「安定供給」への対応
A)   製品供給における共同出荷体制の整備
a)     共同出荷体制の強化（一括見積の導入を含む）

B)   製品供給における共同集荷体制の整備
a)     素材供給体制の情報網の強化

C)   物件の企画・計画段階からのコーディネーター参画
a)     非住宅木材建造物の発注者とのコーディネーターを媒介とした連
携体制の構築
b)    企画初期段階からの原木調達への取り組み

③    　「品質性能」「安定供給」に向けた関係者の知識・技能の向上
A)   サプライチェーンを支える関係者の情報交換・相互教育
a)     各種検討会および情報交換会の開催

B)   コーディネーターの活動基盤の形成
a)     域内サプライチェーン情報の収集・活用
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長崎県 サプライチェーン構想・計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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長崎県 サプライチェーン構想・計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

- 1 - 
 

 

 

 

１   地域の概要 

 

（１）取組を行う地域 

本県は、九州の西北部に位置し、東西213km、南北307kmにおよぶ県域である。その中の陸地

（総面積4,105.47km2）は平坦地に乏しく、いたるところに山岳、丘陵が起伏し、海岸線は多

くの半島、岬と湾、入江から形成されており、海岸線の延長は4,184kmにおよび、北海道につ

ぎ全国第二位（北方四島を除くと第一位）の長さとなっている。 

森林率は土地面積（413,088ha）の59％（242,455ha）であり、その森林面積のうち離島部で

約47％（112,846ha）を占め、離島部の森林も多いことが特徴となっている。 

森林については、長崎県では国有林が少なく、民有林が全体の90％を占め、民有林の中で

も、県営林や林業公社などの公的な森林以外の個人有林が80％となっており、そのうち人工林

は92,028ha、人工林率41％となっている。 

また、民有林における樹種別の森林面積は、スギが28,955ha、ヒノキが59,566haとスギより

ヒノキの面積が多く、ヒノキ林の比率が67％となっており、ヒノキ林が多いのも長崎県の特徴

である。 

林業の状況をみると、佐賀県境である多良岳、国見山周辺の森林地域からの出材が最も多

く、県全体の半数以上を占めているが、離島の対馬地域においても約35％の生産を行ってお

り、離島からの出材も盛んにおこなわれている。 

さらに、認定林業事業体40者のうち、離島地域に17の事業体があり、離島における主要産業

の一つともなっている。 

 

（２） フォーラムの参画者 

    

   別紙名簿のとおり 

 

 

２  地域の木材流通の現状・課題 

以前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、これまでの伐捨間伐から搬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。 
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全体では、平成23年からの8年間で2倍以上に伸びており、特にチップ・バイオマス（畜産の

敷料を含む）は、この間約7倍に拡大している。 

しかしながら、木材が県内よりも県外へ多く流通している実態には変化がなく、県内におけ

る住宅等への県産材の利用が拡大しているとは言えない状況である。 

 

 

平成３０年度の木材の流れは、依然として県外木材市場をはじめ、県外の製材工場、合板工

場、さらには海外輸出等が多くを占めており、県内への直接の流通は約37％（52,903m3）にと

どまり、チップ・バイオマス用を除けば、約27％（28,633m3）となる。 

ちなみに、県内における木造住宅の多くは、プレカット工場において造作された製品を使用

しているが、プレカット工場での県産材の利用率は下表のとおり、7.1％となっている。 
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■長崎県下プレカット工場における県産材利用量（率） 

プレカット工場 総木材使用量 県産材利用量 県産材利用率 

10社 55,359 m3 3,919 m3 7.1 ％ 

※製材品ベース 

 

以上のように、木材生産量の拡大に伴い、木材流通が拡大しているものの、地域内での県産

材流通比率は低位であり、住宅関連で比重が大きいプレカット材においても県産材の使用率が

7.1％にとどまっており、県内における県産材流通を拡大していくため、川上から川下まで連

携し、需給のマッチングを進めることで、様々なサプライチェーンを構築していくことが重要

となっている。 

 

次に、川上、川中、川下のそれぞれの段階における課題について述べる、 

 

（１）川上 

現在の木材生産の形態は、搬出間伐が主体であり、皆伐による生産は少ないのが現状であ

り、国庫補助金やその制度により生産量が左右される面もある。そのため、施業の集約化によ

る作業効率の向上や運搬コストの軽減が必要となっている。 

また、個人有林が中心の森林組合と、公有林、林業公社などの事業体が近隣地区で施業を行

う場合も多く存在し、販売ロットの拡大のためにも緊密な連携が必要となっている。 

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とともに、川中や川下からの需要情報を一本化して、マッチン

グさせることで、川中、川下が要求する規格・品質・納期・量等を確保し、有利販売につなげ

ていくことが必要である。 

さらに、ＩＣＴを活用して森林組合等の事業体が原木情報をリアルタイム提供することによ

り、ある事業体の供給量が不足しそうな場合、他事業体から供給するなど安定的な原木供給を

行うことが可能となる。 

中間土場に集約することで、川中、川下の需要情報に基づいた造材を行った木材を一括して

仕分けすることができ、ロットをまとめた取引ができるとともに、ＩＣＴを活用した検知シス

テムを活用し、川中等と検知データを共有すること等により、規格、品質に応じた効率的な選

別仕分けを行い、中間流通コストの削減を図ることが重要である。 

特に、離島地域からの船舶による海上輸送において、港への集荷量及び期間の調整がスムー

ズに行え、効率的で安定的な配船をするうえで重要となっている。 

次に、木材生産そのものの効率化、低コスト化を図ることも重要である。 

木材の生産性は、搬出間伐が主体であることも影響し、3.3m3/日（H29県調査）と低い状況

が続いており、この生産性を向上させるため、高性能林業機械の導入や林業専用道、森林作業

道等の路網整備を推進していく必要があり、併せて、現場作業員の技術力向上や労働安全対策

の徹底を図るため、ＩＣＴを活用した機器、ソフトの導入も検討していく必要がある。 

今後、大型の製材工場、合板工場との取引や海外輸出など、取引量が増加する傾向にあり、

ロットの確保をするために、地域内にとどまらず、県内、周辺の県外地域との連携を図る必要

があり、様々の大きさのサプライチェーン構築を見据えていくことが重要である。 
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（２）川中 

本県には大型製材工場がなく、小中規模工場が主となっており、一部を除いて川上との協定

販売は実現できていない。また、需要者側からの県産材製品のオーダーにも十分応えられる状

況になっていない。 

そのため、川上を巻き込んだサプライチェーンの構築をめざし、川下の需要量に対応できる

体制をつくるとともに、小規模製材工場が連携して羽柄材、床材等少量多品種の部材を供給で

きないか検討していく必要がある。 

また、効率的な流通を確立するため、ＣＡＤデータ等を活用して資材の仕入情報や邸別出荷

情報等を共有してプレカット工場と連携した物流体制の構築や現在注目されている県外のCLT

工場や集成材工場向けへのラミナの供給、国が進めている製材品の輸出についても、県木材組

合連合会等と協力して取り組むことが重要となっている。 

さらに、県内にJAS認証工場がないことから、構造計算に対応できるJASの無垢製材品の供給

を可能とし、公共建築物や低層非住宅における木材利用の拡大や木造住宅において外材が使わ

れている部材を国産材に置き替える動きを加速させるため、既存の製材工場によるJAS認証取

得を推進する必要がある。 

 

（３）川下 

プレカット工場による県産材の使用量が少ない中、県内における県産材需要の創出が課題と

なっている。 

そのためには、まず、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、建築士等を対象とした木材利用研修会を開催し、木造が提案できる建築士等の人材

育成を行う必要がある。 

さらに、県産材に関してプレカット工場等の求める規格、品質、数量、納期などの需要情報

について、川上側がスピーディに把握し、的確に木材を流通させる体制の整備を図るため、川

上、川中、川下が情報の共有化など連携した取り組みを行う必要がある。 

また、長崎県の主要な樹種であるヒノキについては、住宅の土台に使われる以外には利用が

少なく、内装材としての拡がりが見えない中で、ヒノキの特性である強度を活かした県産材合

板など新たな製品開発に努め、土木・建築関係でだけでなく幅広く活用できる製品の供給体制

の構築を図り、県内における県産材の使用比率を高めていくとともに、県産材を使った家具、

遊具等の木製品の開発も木工業者と連携して製作し、木の良さを実感し次世代へ引き継ぐ「木

育」活動についても、推進していく必要がある。 

県内に大型発電所等の需要がない木質バイオマスについては、今後、皆伐等の拡大により、

Ａ材からＤ材まで、それぞれの規格の木材が生産されることが見込まれる中、山元への還元を

進めるためにも特に低質材の販売先の多様性が求められており、発電や熱利用のバイオマス需

要の拡大を図るとともに、畜産敷料への利用促進を進めていく必要があり、一般住宅や公共建

築物において、燃料用ボイラー等木質バイオマス利用の普及に取り組む。 

 

 

３   フォーラムで展開する取組の内容 

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、また、木材の規格品質に応じた販路を
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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、長崎県内においては、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、県産材の利用拡大を目指していく必要がある。 

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・量等を確保することが可能と

なり、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

げてことが重要である。 

加えて、県下全体の木材流通を効率的に行うためには、対馬、五島の離島地域と本土地域と

の連携が重要であり、海上輸送とトラック輸送を組み合わせた運用が想定されることから、現

地での調整や迅速なデータ処理にＩＣＴを活用するなど、流通段階での低コスト化のためシス

テム開発を含めた取り組みを進める必要がある。 

このことは、離島地域からの船舶による海上輸送において、港への集荷量及び期間の調整を

スムーズに行うことが可能となり、効率的で安定的な配船をするうえでも重要となっている。 

さらに、木材生産の効率化、低コスト化を図るため、高性能林業機械の導入や路網整備を推

進、併せて、現場作業員の技術力向上や労働安全対策の徹底を図る必要がある。 

また、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、建築

士等を対象とした木材利用研修会を開催し、木造が提案できかつ県産材の利用を進める建築士

等の人材育成を行うとともに、ヒノキの特性である強度を活かした県産材合板など新たな製品

開発及び普及に努め、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り、

県産材の使用比率を高めていく必要がある。 

そのためにもプレカット工場等の求める規格、品質、数量、納期などの需要情報について、

川上側がスピーディに把握し、的確に木材を流通させる体制の整備を図るため、川上、川中、

川下が情報の共有化など連携した取り組みを行う必要があるとともに、公共建築物や非住宅に

おける木材利用の拡大や木造住宅において県産材の利用拡大につながる既存の製材工場による

JAS認証取得を推進する必要がある。 

併せて、小規模製材工場が連携して川下の需要量に対応できる体制をつくるとともに、羽柄

材、床材等少量多品種の部材供給や広葉樹を含めた県産材の新たな製品の開発を行うなど、新

たなサプライチェーン構築をめざしていく必要がある。 

そこで、県内における効率的なサプライチェーンの構築を進めるため、地理的特徴を考慮し

つつ、川下側の需要状況に応じたサプライチェーンを検討していく中で、当面、以下の４つの

サプライチェーンを想定し、具体的な推進を図っていくことにする。 

 

 

（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 

ⅰ）事業内容 

南北に長い対馬地域において作業現場と最終積出港との間に中間土場を設け、周辺の

作業現場から、多くの事業体が生産する木材を一括して集約しロットをまとめるととも

に、販売ルート別にＩＣＴを活用した効率的な選別・仕分けを行い、有利販売につなげ

ていく。 
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ⅱ）事業実施主体 

対馬森林組合、対馬木材事業協同組合、対馬木材業組合、長崎県林業公社、長崎県、

対馬市、長崎県森林組合連合会など 

 

ⅲ）当該地域構想や４（２）の指標との関連性 

県内の木材生産の３分の１を占める対馬地域において取り組み、課題解決を図りなが

ら県内のモデルケースとして当該体制を構築することにより、流通段階へのＩＣＴの活

用と流通コストの低減を図り、その成果を県内へ波及させていく。 

また、ロットの拡大と有利販売の推進により、県産材の生産量の拡大が見込まれる。 

 

ⅳ）事業費・国費相当額（2年間） 

   〇ＩＣＴの活用とシステム開発による経費   20,000千円 

   〇サプライチェーン構築にかかる協議経費    3,000千円 

    （コーディネーターによるマッチング経費） 

 

ⅴ）実施年度（想定） 

令和２年度～令和３年度 

 

（２）県産材合板サプライチェーンの構築 

ⅰ）事業内容 

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（特にコンパネ）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。 

また、一定規模での生産が必要なことから、川上側の連携によりヒノキ材の供給体制

も構築する。 
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ⅱ）事業実施主体 

対馬森林組合、対馬木材事業協同組合、対馬木材業組合、長崎県林業公社、長崎県、
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   〇サプライチェーン構築にかかる協議経費    3,000千円 

    （コーディネーターによるマッチング経費） 

 

ⅴ）実施年度（想定） 

令和２年度～令和３年度 

 

（２）県産材合板サプライチェーンの構築 

ⅰ）事業内容 
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かったヒノキによる県産材合板（特にコンパネ）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。 

また、一定規模での生産が必要なことから、川上側の連携によりヒノキ材の供給体制

も構築する。 
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ⅱ）事業実施主体 

島根合板、県土木部局、県森林部局、プレカット工場、工務店、長崎県建築士事務所

協会、森林組合や林業公社等の事業体、長崎県森林組合連合会など 

 

ⅲ） 当該地域構想や４（２）の指標との関連性 

住宅建築工事や公共土木工事関係で一般に使われている合板（コンパネ）について、

県産材合板に転換することで、ヒノキ材の新たな活用方法につながり、県内における県

産材の使用比率を高めるとともに、多様な販売ルートが確保できることとなり、山元価

格の向上にも貢献できる。 

 

ⅳ）事業実施に必要となる経費（3年間） 

〇県産材合板製作に関するコスト分析や当該合板の利用促進に係る検討会の実施経費 

   15,000千円 

ⅴ）実施年度（想定） 

令和２年度～令和４年度 

 

（３）県産材木製品を活用した木育の推進 

ⅰ）事業内容 

ヒノキにとどまらず、ツバキやセンダン等の広葉樹も含め、県内各地域の特徴のある

樹種を中心に、木育活動等に利用可能な木製品を試作し、川下側だけでなく行政機関や

教育機関等と連携して、森林や木材に触れ親しむ各種木育イベント等への活用により県

産材のＰＲ効果を高め、プラスチック製品から木製品への転換を促し、県産材の需要の

拡大を図る。 

 

ⅱ）事業実施主体 
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小規模製材工場、木工業者、森林組合等事業体、県、市、長崎県森林組合連合会など 

 

ⅲ）当該地域構想や４（２）の指標との関連性 

木材需要を喚起するため、木の良さを実感し、さらに次世代へ引き継ぐために木育活

動を推進することが重要であり、県産材需要の喚起を図り、県産材による木製品の活用

を進め県産材需要を高めるとともに、ウッドファースト社会の実現に貢献できる。 

 

ⅳ）事業実施に必要となる経費（4年間） 

 県産材木製品の試作及び活用方法の検討会等の実施経費 12,000千円 

 

ⅴ）実施年度（想定） 

令和２年度～令和５年度 

 

（４）他県と連携した木材流通サプライチェーンの構築 

ⅰ）事業内容 

山元への利益還元を図るためには、県外の大型製材工場や合板工場さ、らには海外輸

出の取引等において、ロットをまとめ価格交渉力を高めて取引を行うことが必要となっ

てきているが、長崎県内だけでは計画的、安定的な数量が確保できない状況も想定され

ている。 

また、木材選別機能を持った土場等がない長崎県においては、近県の既存施設を活用

するなど、流通におけるコスト縮減も課題となっている。 

そのため、他県の川上、川中等と連携し、木材の効率的な流通を図り、輸出も含め大

ロットの取引ができる体制を構築するとともに、県外製材工場から県内のプレカット工

場や工務店へ製品が流れるサプライチェーンの構築をめざす。 
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小規模製材工場、木工業者、森林組合等事業体、県、市、長崎県森林組合連合会など 

 

ⅲ）当該地域構想や４（２）の指標との関連性 

木材需要を喚起するため、木の良さを実感し、さらに次世代へ引き継ぐために木育活

動を推進することが重要であり、県産材需要の喚起を図り、県産材による木製品の活用

を進め県産材需要を高めるとともに、ウッドファースト社会の実現に貢献できる。 

 

ⅳ）事業実施に必要となる経費（4年間） 

 県産材木製品の試作及び活用方法の検討会等の実施経費 12,000千円 

 

ⅴ）実施年度（想定） 

令和２年度～令和５年度 

 

（４）他県と連携した木材流通サプライチェーンの構築 

ⅰ）事業内容 

山元への利益還元を図るためには、県外の大型製材工場や合板工場さ、らには海外輸

出の取引等において、ロットをまとめ価格交渉力を高めて取引を行うことが必要となっ

てきているが、長崎県内だけでは計画的、安定的な数量が確保できない状況も想定され

ている。 

また、木材選別機能を持った土場等がない長崎県においては、近県の既存施設を活用

するなど、流通におけるコスト縮減も課題となっている。 

そのため、他県の川上、川中等と連携し、木材の効率的な流通を図り、輸出も含め大

ロットの取引ができる体制を構築するとともに、県外製材工場から県内のプレカット工

場や工務店へ製品が流れるサプライチェーンの構築をめざす。 

 

 

- 9 - 
 

ⅱ）事業実施主体 

森林組合等事業体、プレカット工場、工務店、長崎県森林組合連合会、他県森林組合

連合会など 

 

ⅲ）当該地域構想や４（２）の指標との関連性 

川中、川下の需要に対応した木材供給量の拡大を図る必要があるが、他県等広域に連

携することで、ロットの拡大が可能となり、多様な販路が確保できるとともに、効率的

な木材流通体制の構築を進めることができる。さらには、県内における県産材製品の供

給拡大につなげることができる。 

 

ⅳ）事業実施に必要となる経費（3年間） 

 他県との連携協議及び県産材活用の検討 6,000千円 

 

ⅴ）実施年度（想定） 

令和３年度～令和５年度 

 

４．フォーラムで実現する将来像と目標 

（１）フォーラムの関係者で実現する将来像 

川上においては、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

につなげており、ＩＣＴを活用して効率的な木材流通を行うとともに、現場の安全対策も向上

している。 

次に、川中においては、工務店等の需要に応じ、プレカット工場と連携した供給体制が構築

されるとともに、小規模製材工場が連携して少量多品種の木材製品の供給を行っており、さら

に、県外のCLT工場や集成材工場向けへのラミナの供給や製材品の輸出について、県木材組合

連合会等と協力して取り組んでいる。 
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川下においては、県産材需要の高まりに対応し、プレカット工場による県産材の使用率がた

かまり、特に、ヒノキについては土台のみならず内装材への利用や公共工事への活用が進んで

いる。 

このような川上、川中、川上の取り組みにより、これまでの課題につながり、長崎県産材の

安定供給体制の確立と需要拡大が図られ、県内を中心としたサプライチェーンと県外を巻き込

んだサプライチェーンが構築されることとなる。 

さらに、これらのサプライチェーンの参画者が連携することで、県内の効率的な木材流通が

実現し、ひいては、長崎県の林業、木材産業の活性化につながる。 

 

（２） 目標を定量化する指標 

 

項目 平成30年度（基準） 令和5年度（目標） 

素材生産量 144,000 m3 200,000 m3（4割向上） 

県産材製品出荷量（プレカット）    3,919 m3   5,800 m3（5割向上） 

中間土場選別・仕分等流通コスト  1割減 

 

 

５   実施体制 

フォーラムで展開する各サプライチェーンにおいて、関係するメンバーに対しコーディネー

ターを中心としたマッチングを行い、グループ化しを進めるとともに、サプライチェーンごと

にフォーラムや行政機関と連携により協議を進め、体制の構築を図る。  
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川下においては、県産材需要の高まりに対応し、プレカット工場による県産材の使用率がた
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６   年次計画 

 

2020年 2021年 

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

参加事業者募集                      

情報交換会     ● ●   ●        ●    

中間土場を活用した効

率的なサプライチェー

ンの構築 

                     

県産材合板サプライチ

ェーンの構築 
                   

県産材木製品を活用し

た木育の推進 
                     

他県と連携したサプラ

イチェーンの構築（準

備） 
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長崎県地域材供給倍増協議会会員名簿
役員名簿 R3.4現在
no 役職 団体名 氏名 団体数
1 会長 長崎県　林政課 永田　明広
2 副会長 （一社）長崎県木材組合連合会 鶴田　修
3 副会長 対馬森林組合 中島　均
4 監事 長崎県森林組合連合会 佐藤　義高
5 監事 ㈱長崎県県北木材市場 田代　洋典

【川上部会】
no 住所 団体名 備考 団体数
1 諫早市貝津町1122-6 （公社）長崎県林業公社
2 諫早市貝津町1122-6 長崎県森林組合連合会 川上部会長
3 諫早市貝津町988-1 ㈱長崎木材市場 川上副部会長
4 長崎市西海町2739-4 ㈱中央環境
5 大村市富の原町2丁目1019-1 長崎山陽㈱
6 長崎市浜口町5-2 真樹販売㈱
7 諫早市栗面町804-1 九州森林管理局　長崎森林管理署 オブザーバ

7団体
【川中部会】

no 住所 団体名 備考 団体数
1 諫早市貝津町1122-6 （一社）長崎県木材組合連合会 川中部会長
2 諫早市小野島町2223-1 長崎県木材青壮年連合会 高島建設工業㈱
3 諫早市貝津町988-1 ㈱長崎木材市場 重複
4 佐世保市沖新町2-18 佐世保木材協同組合
5 佐世保市桑木場町2627 ㈱長崎県北木材市場
6 佐世保市江迎町根引226-1 米倉製材所
7 島原市新馬場町894-1 ㈱内島材木店 川中副部会長
8 雲仙市千々石町戊652 不二山木材㈱
9 諫早市高来町小船津86-18 県央木材協同組合
10 諫早市貝津町1122-6 長崎県森林組合連合会 重複
11 長崎市琴海大平町2087 大江製材所

9団体
【川下部会】

no 住所 団体名 備考 団体数
1 長崎市矢上町23-6 ㈱西川木材
2 諫早市栄田町20-31 ㈱クロダ
3 大村市杭出津2丁目794-2 ㈱富建
4 諫早市小野島町2223-1 高島建設工業㈱
5 佐世保市沖新町2-18 佐世保木材協同組合 重複
6 佐世保市桑木場町2627 ㈱長崎県北木材市場 川下部会長 重複
7 東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1 ㈱上山建設 川下副部会長
8 諫早市森山町唐比北341-1 ㈱浜松建設
9 大村市富の原２丁目492 ㈱谷川商事
10 諫早市飯盛町平古場２９９ ㈱長崎木材市場　飯盛プレカット
11 北松浦郡佐々町羽須和免823-5 ㈱佐々総合産業
12 島原市礫石原町甲1202-43 ㈱福栄
13 佐世保市三川内本町201-15 親永産業㈱
14 諫早市永昌町4-36 ヤベホーム㈱
15 佐世保市大和町1-1 ㈱萩原材木店

13団体
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長崎県地域材供給倍増協議会会員名簿
役員名簿 R3.4現在
no 役職 団体名 氏名 団体数
1 会長 長崎県　林政課 永田　明広
2 副会長 （一社）長崎県木材組合連合会 鶴田　修
3 副会長 対馬森林組合 中島　均
4 監事 長崎県森林組合連合会 佐藤　義高
5 監事 ㈱長崎県県北木材市場 田代　洋典

【川上部会】
no 住所 団体名 備考 団体数
1 諫早市貝津町1122-6 （公社）長崎県林業公社
2 諫早市貝津町1122-6 長崎県森林組合連合会 川上部会長
3 諫早市貝津町988-1 ㈱長崎木材市場 川上副部会長
4 長崎市西海町2739-4 ㈱中央環境
5 大村市富の原町2丁目1019-1 長崎山陽㈱
6 長崎市浜口町5-2 真樹販売㈱
7 諫早市栗面町804-1 九州森林管理局　長崎森林管理署 オブザーバ

7団体
【川中部会】

no 住所 団体名 備考 団体数
1 諫早市貝津町1122-6 （一社）長崎県木材組合連合会 川中部会長
2 諫早市小野島町2223-1 長崎県木材青壮年連合会 高島建設工業㈱
3 諫早市貝津町988-1 ㈱長崎木材市場 重複
4 佐世保市沖新町2-18 佐世保木材協同組合
5 佐世保市桑木場町2627 ㈱長崎県北木材市場
6 佐世保市江迎町根引226-1 米倉製材所
7 島原市新馬場町894-1 ㈱内島材木店 川中副部会長
8 雲仙市千々石町戊652 不二山木材㈱
9 諫早市高来町小船津86-18 県央木材協同組合
10 諫早市貝津町1122-6 長崎県森林組合連合会 重複
11 長崎市琴海大平町2087 大江製材所

9団体
【川下部会】

no 住所 団体名 備考 団体数
1 長崎市矢上町23-6 ㈱西川木材
2 諫早市栄田町20-31 ㈱クロダ
3 大村市杭出津2丁目794-2 ㈱富建
4 諫早市小野島町2223-1 高島建設工業㈱
5 佐世保市沖新町2-18 佐世保木材協同組合 重複
6 佐世保市桑木場町2627 ㈱長崎県北木材市場 川下部会長 重複
7 東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1 ㈱上山建設 川下副部会長
8 諫早市森山町唐比北341-1 ㈱浜松建設
9 大村市富の原２丁目492 ㈱谷川商事
10 諫早市飯盛町平古場２９９ ㈱長崎木材市場　飯盛プレカット
11 北松浦郡佐々町羽須和免823-5 ㈱佐々総合産業
12 島原市礫石原町甲1202-43 ㈱福栄
13 佐世保市三川内本町201-15 親永産業㈱
14 諫早市永昌町4-36 ヤベホーム㈱
15 佐世保市大和町1-1 ㈱萩原材木店

13団体

- 13 - 
 

 

 

 

 

 

 

【CLT部会】　会員名簿
no 住所 団体名 備考 団体数
1 長崎市魚の町３－３３ （一社）長崎県建築士事務所協会 CLT部会長
2 長崎市魚の町３－３３ （一社）長崎県建設業協会
3 長崎市桜町９－６ （一社）長崎県中小建設業協会
4 諫早市栄田町20-31 ㈱クロダ 重複
5 大村市杭出津2丁目794-2 ㈱富建 重複
6 諫早市小野島町2223-1 高島建設工業㈱ 重複
7 佐世保市三川内本町201-15 親永産業㈱ 重複
8 島原市新馬場町894-1 （資）内島材木店 重複
9 東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1 ㈱上山建設 CLT副部会長 重複
10 諫早市高来町小船津86-18 県央木材協同組合 重複
11 長崎市元船町１７－１ （財）長崎県住宅・建設総合センター
12 佐世保市大和町1-1 ㈱萩原材木店 重複
13 佐世保市桑木場町2627 ㈱長崎県北木材市場 重複
14 長崎市矢上町23-6 ㈱西川木材 重複
15 長崎県　建築課
16 長崎県　住宅課
17 長崎県　林政課 事務局
18 東京都中央区東日本橋2-15-5　VORT東日本橋2階 (一社）日本CLT協会 オブザーバ

8団体
【対馬部会】　会員名簿

no 住所 団体名 備考 団体数
1 諫早市貝津町1122-6 （公社）長崎県林業公社 重複
2 対馬市厳原町国分1441 対馬林業懇話会
3 対馬市厳原町南室22-1 対馬森林組合 対馬部会長
4 対馬市厳原町天道茂519-2 未来りん業
5 対馬市厳原町内山320 フォレスト対馬協業体
6 対馬市峰町吉田186-1 （有）中央産業
7 対馬市美津島町根緒真星ノ浜８ 対馬木材業組合 対馬副部会長
8 対馬市上県町佐護東里10-4 対馬素材生産事業協同組合
9 対馬市美津島町洲藻99-6 もりのめぐみ協同組合
10 対馬市美津島町鶏知甲880 対馬資源開発協業体
11 対馬市豊玉町仁位2089 対馬木材事業協同組合
12 諫早市栗面町804-1 九州森林管理局　長崎森林管理署 重複
13 対馬市厳原町国分1441 対馬市
14 対馬市厳原町国分1441 対馬振興局 事務局 重複

11団体
【五島部会】　会員名簿

no 住所 団体名 備考 団体数
1 諫早市貝津町1122-6 （公社）長崎県林業公社 重複
2 五島市玉之浦町荒川285-10 下五島木材業組合 五島副部会長
3 南松浦郡新上五島町七目郷1152 上五島木材業組合
4 五島市吉田町3110番地8 五島森林組合 五島部会長
5 諫早市栗面町804-1 九州森林管理局　長崎森林管理署 重複
6 五島市福江町１－１ 五島市　農林整備課
7 新上五島町青方郷1585-1 新上五島町　農林課
8 五島市福江町７－１ 五島振興局 事務局 重複

5団体

合計（重複除く） 53団体

長崎市尾上町３－１
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１１..  大大分分県県のの木木材材流流通通等等のの現現状状  

(1) 素材生産業者・素材生産・素材の流通 

    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。これらの人工林は、戦後の拡大造林施策で植栽されたも

のが多く、育成の時代を経て、主伐期となる４５年生を超えるものが全体の６８％を占めるまでになり、利

用の時期を迎えている（図－１）。 

    このような中、大分県の素材生産量は、平成２５年次に９３万ｍ3であったものが、平成３０年次には１４５

万ｍ3 と５６％も増加している（図－２）。 

    また、令和元年度の県内原木市場（１６市場）の原木取扱量は、１３１．４万㎥となり、前年比１１７．５％

（＋１９．５万㎥）と大幅に増加している。今後数年の内に１６０万㎥に近づくことが予想されている。      

                    

図－１ 人工林の令級別面積                         図－２ 大分県の素材生産量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

この素材生産の拡大を支えているのが、県内の認定林業事業体等であり、平成２４年度末に６７事業

体であったものが、令和元年 1 月末には９２事業体と２５事業体増加（+３７％）している（表－１）。 

    また、林業の持続的発展及び森林の有する多面的機能の発揮に資することを目的に新たな森林の管

理制度である「森林経営管理法」が平成３１年４月に施行された。 

    大分県では、「管理法」第３６条に基づき、この受け皿となる民間事業者を「登録林業経営体」、林野庁

長官通知に基づき、このような能力を有する経営体を目指す意思のある民間事業者を「育成林業経営

体」として選定することとし、令和２年１月末現在、登録林業経営体３６事業体（表－２）、育成林業経営体

１１事業体（表－３）が登録された。 
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表-１ 認定林業事業体一覧表 
 

 

整理番号 認定番号 林業事業体名 住　　　所 整理番号 認定番号 林業事業体名 住　　　所

1 28-35-1 西高森林組合 豊後高田市鼎322 51 29-14-59 ㈲綾垣林業 日田市大字日高1751-30

2 28-1-2 東国東郡森林組合 国東市国東町小原4423-1 52 29-15-64 ひた森林有限責任事業組合 日田市天瀬町五馬市300

3 28-2-3 別杵速見森林組合 杵築市山香町大字内河野2788-6 53 29-16-65 石川商店 宇佐市四日市4463-12

4 28-4-4 おおいた森林組合 由布市庄内町大龍1711-1 54 29-17-66 ㈲藤義運輸 竹田市荻町高練木2335-4

5 28-5-5 臼津関森林組合 臼杵市大字板知屋1257-1 55 29-18-67 ㈱加藤木材 竹田市久住町大字栢木4761-2

6 28-14-6 佐伯広域森林組合 佐伯市宇目大字南田原283-2番地 56 30-13-68 ㈱酒井林業 玖珠郡玖珠町大字太田241-1

7 28-20-7 大野郡森林組合 豊後大野市三重町菅生123 57 30-5-69 ㈲財前木材 国東市安岐町両子463

8 28-21-8 竹田市森林組合 竹田市大字飛田川2246-7 58 30-14-70 九州林産㈱ 由布市湯布院町中川815-1

9 28-25-9 玖珠郡森林組合 玖珠郡玖珠町大字大隈1199-1 59 30-10-32 前津江森林産業事業㈿ 日田市前津江町赤石3016-1

10 28-26-10 日田市森林組合 日田市大字庄手850-5 60 30-11-74 吉野重機 日田市天瀬町出口1128-3

11 28-27-11 日田郡森林組合 日田市天瀬町五馬市300 61 30-15-75 (株)かわも林業 大分市旦野原400-3

12 28-36-12 山国川流域森林組合 中津市耶馬溪町大字柿坂138-1 62 27-1-56 (同)旭峰 佐伯市宇目大字木浦鉱山342

13 28-37-13 宇佐地区森林組合 宇佐市安心院町田ノ口250 63 27-2-76 ㈱山王 佐伯市宇目大字千束1498

14 28-28-14 ㈱トライ・ウッド 日田市上津江町川原2810-1 64 27-3-77 ㈲阿南忍製材所 竹田市大字神原390-1

15 28-6-15 大成木材㈱ 大分市弁天1-1-23 65 27-4-78 (株)藤本林産 竹田市久住町大字久住6412

16 28-7-16 大分林業㈲ 由布市庄内町平石507 66 27-6-79 井上林業 竹田市久住町大字久住2991-1

17 28-8-17 大分愛林㈲ 臼杵市野津町大字宮原2847-18 67 27-7-80 冨永林業 竹田市久住町大字白丹2199

18 28-9-18 菊地木材㈱ 大分市生石5-1-5 68 27-9-73 (同)和松 竹田市大字片ケ瀬244

19 28-15-19 ㈲一宮林業 佐伯市大字上岡字大平52-1 69 28-13-20 中野木材 大分市上春日町3組のCﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ春日101

20 28-16-21 やまもく㈱ 佐伯市大字青山4047 70 28-24-27 ㈲堀木材 竹田市荻町馬場487-7

21 28-29-22 久大林産㈱ 玖珠郡九重町大字野上3452 71 28-40-42 髙正林業 佐伯市中の島1丁目11-19ﾙｰﾗﾙ今泉B202

22 28-10-23 斉木木材産業㈲ 大分市大字中戸次906-3 72 28-41-26 ㈲伊藤山林 竹田市大字入田3495

23 28-38-24 中津造林㈲ 宇佐市院内町羽馬礼129-2 73 28-42-40 ㈱フォレストテック 豊後大野市三重町市場22-1

24 28-22-25 竹田愛林㈲ 豊後大野市緒方町鮒川1197-1 74 28-43-54 ㈱九州林機 日田市天瀬町女子畑590-32

25 28-30-28 ㈱中津江村農林支援ｾﾝﾀｰ 日田市中津江村栃野342-3 75 28-44-81 ㈱リタプラス 日田市上津江町上野田200-1

26 28-31-29 ㈲江藤索道 日田市串川町２丁目2438-1 76 28-45-82 穴井林業 日田市大字東有田2137-4

27 28-30-30 ㈲医大ヶ丘緑樹園 大分市大字東院320-9 77 28-46-83 ㈱松木林業 佐伯市中村北町2-21

28 28-3-31 ㈲福田林業 杵築市大田永松2117 78 28-47-84 ㈱頂 竹田市荻町馬場481-1

29 28-39-33 ㈲苅北林業 中津市山国町平小野800-3 79 29-5-62 ㈱ジオグリーン 豊後大野市三重町百枝2106-3

30 29-10-44 九州林業開発㈲ 日田市大字高瀬7978-1 80 29-6-63 ワタミエナジー㈱ 臼杵市野津町亀甲4013－1

31 29-11-45 ㈱MC河津 日田市大山町東大山622 81 29-7-85 久恒山林㈱ 中津市大字上宮永3-1

32 29-12-46 玖珠育林㈲ 玖珠郡九重町大字野上3846 82 29-8-86 甲斐林業 佐伯市宇目大字小野市4973-1

33 30-12-48 大豊林業 玖珠郡玖珠町大字山下1579 83 29-9-87 ㈱大心産業 佐伯市宇目大字重岡1754-5

34 30-7-49 森索道 日田市大山町西大山3713-2 84 30-1-88 (有)石井重機 日田市前津江町大野700

35 30-6-50 工藤林業 佐伯市弥生大字山梨子886 85 30-2-89 隆昇工業 大分市小原団地2A2-26

36 30-8-51 ㈱大村林業 日田市天瀬町塚田1443 86 30-3-90 (株)大分原木流通 中津市三光下深水934-2

37 30-9-52 ㈱ＦＭＣ 日田市大字求来里176 87 30-4-91 (株)エフバイオス 豊後大野市三重町菅生1-39

38 27-5-55 ㈲うすき林業 臼杵市大字野田53-12 88 30-16-92 （株）ＡＮＫＨ 中津市三光臼木1091-3

39 28-17-34 ㈱戸髙林業 佐伯市本匠大字小川1043-1 89 R0101 （株）日誠 佐伯市直川字下直見2538

40 28-32-35 ㈲タカシマ運送 日田市大字石井289-6 90 R0102 高田林業 玖珠郡玖珠町大字森942-4

41 28-33-36 マルマタ林業㈱ 日田市隈2-2-36 91 R0103 （有）キヨタキナーセリー 日田市大山町西大山5924-1

42 28-12-37 ㈱伊万里木材市場大分営業所 由布市庄内町大龍1208-1 92 R0104 田中林業 佐伯市本匠大字笠掛1375-1下ノ原住宅D-4

43 28-18-38 佐藤林業 佐伯市宇目大字木浦内226

44 28-34-41 田島山業㈱ 日田市中津江村合瀬3573

45 28-19-43 戸髙林素 佐伯市本匠大字小川1327

46 29-1-57 マルゲン㈱ 日田市東有田2579番地19

47 29-2-58 ㈲ダイシン 日田市内河野56-1

48 29-3-60 ㈱氏田木材 竹田市大字三宅1326

49 29-4-61 ㈲尾方木材センター 竹田市大字菅生1121-1

50 29-13-56 ㈱山克 佐伯市直川大字上直見1740
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表-１ 認定林業事業体一覧表 
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2 28-1-2 東国東郡森林組合 国東市国東町小原4423-1 52 29-15-64 ひた森林有限責任事業組合 日田市天瀬町五馬市300

3 28-2-3 別杵速見森林組合 杵築市山香町大字内河野2788-6 53 29-16-65 石川商店 宇佐市四日市4463-12

4 28-4-4 おおいた森林組合 由布市庄内町大龍1711-1 54 29-17-66 ㈲藤義運輸 竹田市荻町高練木2335-4

5 28-5-5 臼津関森林組合 臼杵市大字板知屋1257-1 55 29-18-67 ㈱加藤木材 竹田市久住町大字栢木4761-2

6 28-14-6 佐伯広域森林組合 佐伯市宇目大字南田原283-2番地 56 30-13-68 ㈱酒井林業 玖珠郡玖珠町大字太田241-1

7 28-20-7 大野郡森林組合 豊後大野市三重町菅生123 57 30-5-69 ㈲財前木材 国東市安岐町両子463

8 28-21-8 竹田市森林組合 竹田市大字飛田川2246-7 58 30-14-70 九州林産㈱ 由布市湯布院町中川815-1

9 28-25-9 玖珠郡森林組合 玖珠郡玖珠町大字大隈1199-1 59 30-10-32 前津江森林産業事業㈿ 日田市前津江町赤石3016-1

10 28-26-10 日田市森林組合 日田市大字庄手850-5 60 30-11-74 吉野重機 日田市天瀬町出口1128-3

11 28-27-11 日田郡森林組合 日田市天瀬町五馬市300 61 30-15-75 (株)かわも林業 大分市旦野原400-3

12 28-36-12 山国川流域森林組合 中津市耶馬溪町大字柿坂138-1 62 27-1-56 (同)旭峰 佐伯市宇目大字木浦鉱山342

13 28-37-13 宇佐地区森林組合 宇佐市安心院町田ノ口250 63 27-2-76 ㈱山王 佐伯市宇目大字千束1498

14 28-28-14 ㈱トライ・ウッド 日田市上津江町川原2810-1 64 27-3-77 ㈲阿南忍製材所 竹田市大字神原390-1

15 28-6-15 大成木材㈱ 大分市弁天1-1-23 65 27-4-78 (株)藤本林産 竹田市久住町大字久住6412

16 28-7-16 大分林業㈲ 由布市庄内町平石507 66 27-6-79 井上林業 竹田市久住町大字久住2991-1

17 28-8-17 大分愛林㈲ 臼杵市野津町大字宮原2847-18 67 27-7-80 冨永林業 竹田市久住町大字白丹2199

18 28-9-18 菊地木材㈱ 大分市生石5-1-5 68 27-9-73 (同)和松 竹田市大字片ケ瀬244

19 28-15-19 ㈲一宮林業 佐伯市大字上岡字大平52-1 69 28-13-20 中野木材 大分市上春日町3組のCﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ春日101

20 28-16-21 やまもく㈱ 佐伯市大字青山4047 70 28-24-27 ㈲堀木材 竹田市荻町馬場487-7

21 28-29-22 久大林産㈱ 玖珠郡九重町大字野上3452 71 28-40-42 髙正林業 佐伯市中の島1丁目11-19ﾙｰﾗﾙ今泉B202

22 28-10-23 斉木木材産業㈲ 大分市大字中戸次906-3 72 28-41-26 ㈲伊藤山林 竹田市大字入田3495

23 28-38-24 中津造林㈲ 宇佐市院内町羽馬礼129-2 73 28-42-40 ㈱フォレストテック 豊後大野市三重町市場22-1

24 28-22-25 竹田愛林㈲ 豊後大野市緒方町鮒川1197-1 74 28-43-54 ㈱九州林機 日田市天瀬町女子畑590-32

25 28-30-28 ㈱中津江村農林支援ｾﾝﾀｰ 日田市中津江村栃野342-3 75 28-44-81 ㈱リタプラス 日田市上津江町上野田200-1

26 28-31-29 ㈲江藤索道 日田市串川町２丁目2438-1 76 28-45-82 穴井林業 日田市大字東有田2137-4

27 28-30-30 ㈲医大ヶ丘緑樹園 大分市大字東院320-9 77 28-46-83 ㈱松木林業 佐伯市中村北町2-21

28 28-3-31 ㈲福田林業 杵築市大田永松2117 78 28-47-84 ㈱頂 竹田市荻町馬場481-1

29 28-39-33 ㈲苅北林業 中津市山国町平小野800-3 79 29-5-62 ㈱ジオグリーン 豊後大野市三重町百枝2106-3

30 29-10-44 九州林業開発㈲ 日田市大字高瀬7978-1 80 29-6-63 ワタミエナジー㈱ 臼杵市野津町亀甲4013－1

31 29-11-45 ㈱MC河津 日田市大山町東大山622 81 29-7-85 久恒山林㈱ 中津市大字上宮永3-1

32 29-12-46 玖珠育林㈲ 玖珠郡九重町大字野上3846 82 29-8-86 甲斐林業 佐伯市宇目大字小野市4973-1

33 30-12-48 大豊林業 玖珠郡玖珠町大字山下1579 83 29-9-87 ㈱大心産業 佐伯市宇目大字重岡1754-5

34 30-7-49 森索道 日田市大山町西大山3713-2 84 30-1-88 (有)石井重機 日田市前津江町大野700

35 30-6-50 工藤林業 佐伯市弥生大字山梨子886 85 30-2-89 隆昇工業 大分市小原団地2A2-26

36 30-8-51 ㈱大村林業 日田市天瀬町塚田1443 86 30-3-90 (株)大分原木流通 中津市三光下深水934-2

37 30-9-52 ㈱ＦＭＣ 日田市大字求来里176 87 30-4-91 (株)エフバイオス 豊後大野市三重町菅生1-39

38 27-5-55 ㈲うすき林業 臼杵市大字野田53-12 88 30-16-92 （株）ＡＮＫＨ 中津市三光臼木1091-3

39 28-17-34 ㈱戸髙林業 佐伯市本匠大字小川1043-1 89 R0101 （株）日誠 佐伯市直川字下直見2538

40 28-32-35 ㈲タカシマ運送 日田市大字石井289-6 90 R0102 高田林業 玖珠郡玖珠町大字森942-4

41 28-33-36 マルマタ林業㈱ 日田市隈2-2-36 91 R0103 （有）キヨタキナーセリー 日田市大山町西大山5924-1

42 28-12-37 ㈱伊万里木材市場大分営業所 由布市庄内町大龍1208-1 92 R0104 田中林業 佐伯市本匠大字笠掛1375-1下ノ原住宅D-4

43 28-18-38 佐藤林業 佐伯市宇目大字木浦内226

44 28-34-41 田島山業㈱ 日田市中津江村合瀬3573

45 28-19-43 戸髙林素 佐伯市本匠大字小川1327

46 29-1-57 マルゲン㈱ 日田市東有田2579番地19

47 29-2-58 ㈲ダイシン 日田市内河野56-1

48 29-3-60 ㈱氏田木材 竹田市大字三宅1326

49 29-4-61 ㈲尾方木材センター 竹田市大字菅生1121-1

50 29-13-56 ㈱山克 佐伯市直川大字上直見1740
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表-２ 登録林業経営体一覧表                      表-３ 育成林業経営体一覧表 
 

    (注) 欠番の４事業体は、登録後に登録林業経営体に移行 
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○○

事事業業内内容容

素素材材

生生産産

造造林林

保保育育

宇宇佐佐市市安安心心院院町町田田ノノ口口225500

佐佐伯伯市市本本匠匠大大字字小小川川11004433--11

株株式式会会社社大大村村林林業業 日日田田市市天天瀬瀬町町塚塚田田11444433

株株式式会会社社トトラライイ・・ウウッッドド

玖玖珠珠郡郡森森林林組組合合

22001199//44//11

登登録録--2211 22001199//55//3311

登登録録--2244 22001199//55//3311 株株式式会会社社酒酒井井林林業業

22001199//55//3311登登録録--2233

合合同同会会社社旭旭峰峰 佐佐伯伯市市宇宇目目大大字字木木浦浦鉱鉱山山334422

佐佐伯伯市市大大字字上上岡岡字字大大平平5522--11

株株式式会会社社MMCC河河津津 日日田田市市大大山山町町東東大大山山662222

日日田田市市中中津津江江村村栃栃野野334422--33

臼臼杵杵市市野野津津町町大大字字宮宮原原

22884477--1188

株株式式会会社社山山克克

日日田田市市串串川川町町22丁丁目目22443388--11

佐佐伯伯市市直直川川大大字字上上直直見見11774400

登登録録--2277

登登録録--3355 22001199//99//2266

日日田田市市大大字字求求来来里里117766

株株式式会会社社戸戸髙髙林林業業

22001199//99//33

登登録録--3311 22001199//99//1177 田田島島山山業業株株式式会会社社

22001199//99//1188 有有限限会会社社江江藤藤索索道道

登登録録--3300 22001199//99//1133

大大分分愛愛林林有有限限会会社社

登登録録--3366 22001199//1100//99 株株式式会会社社FFMMCC

登登録録--55 22001199//44//11

登登録録--11

登登録録--44 22001199//44//11 東東国国東東郡郡森森林林組組合合

豊豊後後高高田田市市鼎鼎332222

国国東東市市国国東東町町小小原原44442233--11

22001199//44//1199

登登録録--33

登登録録--22

山山国国川川流流域域森森林林組組合合

登登録録番番

号号

登登録録年年月月日日

（（登登録録情情報報のの

変変更更年年月月日日））

商商号号又又はは名名称称
主主たたるる事事業業所所のの

所所在在地地

宇宇佐佐市市院院内内町町羽羽馬馬礼礼112299--22

西西高高森森林林組組合合

22001199//44//1199 佐佐伯伯広広域域森森林林組組合合

22001199//44//1199 中中津津造造林林有有限限会会社社

耶耶馬馬溪溪町町大大字字柿柿坂坂113388--11

登登録録--2222 22001199//55//3311

登登録録--88

登登録録--66

株株式式会会社社伊伊万万里里木木材材市市場場

ﾜﾜﾀﾀﾐﾐｴｴﾅﾅｼｼﾞ゙ｰー株株式式会会社社

（（臼臼杵杵事事業業所所））

大大分分市市大大字字旦旦野野原原440000--33

日日田田市市上上津津江江町町川川原原22881100--

11

由由布布市市庄庄内内町町大大龍龍11771111--11

臼臼杵杵市市野野田田5533--1122

九九州州林林産産株株式式会会社社 由由布布市市湯湯布布院院町町中中川川881155--11

株株式式会会社社リリタタププララスス 日日田田市市大大山山町町西西大大山山33883366--11

臼臼杵杵市市野野津津町町亀亀甲甲44001133－－11

22001199//44//1199 株株式式会会社社かかわわもも林林業業

登登録録--2200 22001199//44//11

22001199//44//1199

登登録録--1133 22001199//44//1199

登登録録--1188

佐佐伯伯市市宇宇目目大大字字南南田田原原228833--22

玖玖珠珠郡郡玖玖珠珠町町大大字字大大隈隈

11119999--11

玖玖珠珠郡郡玖玖珠珠町町大大字字太太田田224411--11

有有限限会会社社一一宮宮林林業業登登録録--2288

久久大大林林産産株株式式会会社社 玖玖珠珠郡郡九九重重町町大大字字野野上上33445522

22001199//88//1199登登録録--2266

22001199//88//1199

22001199//44//1199 株株式式会会社社ジジオオググリリーーンン

登登録録--3322

登登録録--2255 22001199//55//3311 宇宇佐佐地地区区森森林林組組合合

豊豊後後大大野野市市三三重重町町百百枝枝

22110066--33

登登録録--1111

登登録録--1199 22001199//44//11

登登録録--1177 22001199//44//11

登登録録--1155 22001199//44//1199

登登録録--1144 22001199//44//1199

有有限限会会社社ううすすきき林林業業

日日田田郡郡森森林林組組合合 日日田田市市天天瀬瀬町町五五馬馬市市330000

日日田田市市森森林林組組合合

由由布布市市庄庄内内町町大大龍龍11220088--11

日日田田市市大大字字庄庄手手885500--55

登登録録--1166 22001199//44//1199

登登録録--2299 22001199//99//99 有有限限会会社社一一心心土土木木工工業業
宮宮崎崎県県延延岡岡市市北北浦浦町町古古江江

22443377--22

登登録録--3333 22001199//99//2266
株株式式会会社社中中津津江江村村農農林林

支支援援セセンンタターー

登登録録--3344 22001199//99//2266

日日田田市市中中津津江江村村合合瀬瀬33557733

22001199//44//1199 有有限限会会社社堀堀木木材材

登登録録--77 株株式式会会社社エエフフババイイオオスス

竹竹田田市市萩萩町町馬馬場場448877--77

22001199//44//1199

竹竹田田市市大大字字飛飛田田川川22224466--77

登登録録--1100 22001199//44//1199 大大野野郡郡森森林林組組合合

おおおおいいたた森森林林組組合合

登登録録--1122 22001199//44//1199

豊豊後後大大野野市市三三重重町町菅菅生生11--3399

豊豊後後大大野野市市三三重重町町菅菅生生112233

登登録録--99 竹竹田田市市森森林林組組合合

○○

○○

○○ ○○

○○

○○ ○○

○○ ○○

○○

○○

○○

○○

○○

事事業業内内容容

素素材材

生生産産

造造林林

保保育育

大大分分市市弁弁天天11--11--2233

主主たたるる事事業業所所のの

所所在在地地

大大分分市市泉泉町町66--66

杵杵築築市市山山香香町町大大字字内内河河野野

22778888--66

佐佐伯伯市市弥弥生生大大字字山山梨梨子子888866

育育成成--２２

育育成成--１１

菊菊地地木木材材株株式式会会社社

育育成成--1111 22001199//99//33

育育成成--1122 22001199//99//33 株株式式会会社社松松木木林林業業 佐佐伯伯市市中中村村北北町町22--2211

育育成成--99 22001199//44//1199 臼臼津津関関森森林林組組合合
臼臼杵杵市市大大字字板板知知屋屋字字大大寺寺浦浦

11225577--11

登登録録番番

号号

登登録録年年月月日日

（（登登録録情情報報のの

変変更更年年月月日日））

商商号号又又はは名名称称

育育成成--66

大大成成木木材材株株式式会会社社

22001199//44//1199 株株式式会会社社日日誠誠

22001199//44//1199 工工藤藤林林業業

育育成成--1155 22001199//99//99 田田中中林林業業
佐佐伯伯市市本本匠匠大大字字笠笠掛掛11337755--

11  下下ノノ原原住住宅宅DD--44

育育成成--1144 22001199//99//99 大大分分林林業業有有限限会会社社 由由布布市市庄庄内内町町平平石石550077

22001199//44//1199

大大分分市市大大字字東東院院332200--99有有限限会会社社医医大大ヶヶ丘丘緑緑樹樹園園

育育成成--88

育育成成--77

22001199//44//11 別別杵杵速速見見森森林林組組合合

育育成成--1133 22001199//99//33 佐佐藤藤林林業業 佐佐伯伯市市宇宇目目大大字字木木浦浦内内222266

佐佐伯伯市市直直川川字字下下直直見見22553388

22001199//44//1199

95
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平成３０年次の丸太の需要動向を見てみると、県内で生産された１４５万ｍ3 の丸太のうち８１万㎥と県

外から移入している２５万㎥とをあわせた計１０６万ｍ3 が県内で消費されている。１０６万ｍ3 のうち、県内

の製材所等の加工施設で利用されたものが約７９万㎥、県内３箇所で稼働しているバイオマス発電所で

利用されたものが２４万ｍ3、チップに加工されたものが３万ｍ3 となっている（図－３）。 

 

図－３ 大分県内における木材流通（平成 30 年次） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 製材所、製材加工、製材品の流通 

  平成３０年次の製材工場数は１２５工場であり、平成２０年次の２０６工場と比較すると８１工場（△３９％）

減少している。また、年間原木消費量１万㎥以上の製材工場について調査したところ、平成３０年次で１８

工場と平成２０年次の１２工場から６工場増加するなど、新たな製材ラインの導入による製材工場の規模

拡大や生産性の向上、また、人工乾燥機の導入などによる高品質製材品の安定供給体制の整備が進ん

でいる。この１８工場の年間原木消費量は約６７万㎥であり、県内製材工場の需要量（７９万㎥）の８５％を

占めている。                       

 大規模工場の製材用丸太の需要量は増加し、製材品出荷量は増えているが、小規模製材工場の廃業

も進んでおり、県内の製材品出荷量は、この１０年間、約４５万ｍ3 前後で推移し、近年、ほとんど変化が

見られない。 

 製材品の出荷は、関東９％、北陸２％、東海８％、関西７％、中国四国７％、九州が６７％となっている

が、九州内出荷のうち、県内出荷は１９％にとどまっている（図－４）。県内出荷が低調なのは、県内に大

規模なプレカット工場がなく、県内の木造在来軸組工法住宅の加工が県外のプレカット業者に依存して

いることが１つの要因であると考えられる。 

 これにより、県内で消費されるはずの製材が県外に出荷され加工された後、再度、県内に配送されると

いった余分な流通コストの発生や県外プレカット加工のため、他の地域の製材品や外材が使用される事

例も多く見受けられる。 

図－４ 県産材の出荷状況（H27 調査結果） 
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 県内製材工場の平成３０年次の乾燥材生産比率は４３％で、平成２５年次の３０％から１３％増加してい

る（表－４）。住宅の瑕疵担保責任が明確化される中、より高品質な乾燥材の需要が高まっている。 

 当県の乾燥材生産比率は、全国平均は越えているものの、全国上位１０県の平均には届いておらず、

引き続き高品質な製材品を供給するための乾燥機などの更なる施設整備が必要となっている。県内の製

材工場の施設整備意欲は依然強く、今後、乾燥材の生産は増えていくことが見込まれる。 

 製材所の生産は、受注見込みによる生産が主流となっており、市況の変化により特定の品目を大量に

在庫として抱えることもある。 
 

表－４ 県内製材所の乾燥材生産状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) プレカット工場 

 大分県内のプレカット工場は５社で、稼働状況等を調査したところ、平成３０年次の加工坪数は５．２万

坪となっている。 

 過半のプレカット工場が年間加工坪数１万坪以下であり、施設導入から１０年以上経過した小規模な工

場が大半である。 

 大分県内の平成３０年次の木造在来軸組工法住宅着工坪数は約１０万坪（３３万ｍ2）となっており、プレ

カット率が９２％と仮定すると、９．２万坪の加工需要に対し、県内で加工されているのは６割程度であり、４

割の加工が周辺の福岡県、熊本県のプレカット工場で加工されていることになる。 

 県内の製材所で生産された製材品が、県外に運搬され、加工されて県内に戻されるケースと、県産材

や外材が使用され県内の住宅に使用されるケースがあると思われる。 

 県内製材品が、県外に運搬される場合では、近年の労働者不足等による輸送料の高騰の影響を受け、

県内の工務店は経費増に直面している。 

 このような状況の中、令和２年３月に大分市内に県内最大規模のプレカット工場が稼働することから、県

外で加工されている量の半分程度を県内で加工できる見込みとなっている。 

 

(4) 住宅建設（工務店） 

 住宅については、平成１８年次に１２９万戸であった着工戸数が、平成３０年次は９４万戸となっており、

少子高齢化が進む中、着工戸数の減少が危惧され、従来型の木材需要も大きく減少することが予測され

ている。 

 このため、木造在来軸組工法住宅における国産材使用量は４５％程度（日本木造住宅産業協会調査

（H29））であることから、外材のシェアを国産材に転換する取組みが必要である。また、国土交通省の建

築着工統計調査によると、非住宅建築物の４階建て以下の木造の床面積は１割程度と少ない状況にある

（図－５）。 
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図－５ 木造在来軸組工法住宅を取り巻く課題等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この状況は、建築設計士のほとんどがＲＣ造等を専門にしていること、また、木材の調達に不慣れなこと

などが理由の１つと考えられる。 

 大分県の住宅着工の現状を見てみると、全国展開する大手ハウスメーカーが県内各地に住宅展示場

を持ち、強い営業力で受注を伸ばし、住宅着工戸数ランキングの上位を占めている。使用材料等を調査

した結果、軽量鉄骨かＳＰＦ（スプルース、パイン、ファー）であり、地域材の使用はほとんどない。また、間

柱がスギ無垢乾燥材からＥＷ（スギフィンガージョイント）に変更されるなど、県内製材所からの供給は減

少傾向にある。 

 地場の工務店の上位についても、土台、柱は地域材の使用事例が多いが、横架材、小屋裏はほぼ外

材使用となっている。２×４住宅についても外材（ＳＰＦ）使用となっている。 

 県内の中小の住宅会社は、国産材の使用を前面に打ち出すなど、こだわりのある家づくりを進めている

が、最大手で年間４０棟前後となっており、近年、職人不足などによる施工能力の低下が懸念されてい

る。 

 

２２．．大大分分県県のの木木材材産産業業のの課課題題 

 県内の素材生産状況や製材工場、プレカット工場、工務店の現状を調査・分析する中で、以下の課題

が明確になった。 

(1) 製材工場 

 県内製材工場の１つ目の課題は、「乾燥材生産量不足」である。 

素材生産は堅調に伸びているが、製材工場の原木消費と製材品出荷量は伸びていない。 

 製材品出荷量が伸びていないのは、製材工場の減少も要因の１つであるが、製材品流通が乾燥材

主体となり、グリーン材の流通が減少したことも要因である。乾燥機の保有台数が乾燥材の生産量と連

動していることから、乾燥材出荷量を増やすためには乾燥機の増設が必要となる。 

 また、特に高品質な乾燥材（ＪＡＳ材）を求める需要者の声もあることから、「高品質な乾燥材（ＪＡＳ

材）」の増産も課題である。 

２つ目の課題は、「製品の生産計画が市況見込や過去の販売実績等による見込生産となっているこ

と」である。 

 販売先からの受注は１ヶ月先のものであり、その先は生産者が市況状況、過去の販売実績などから

予測し、生産計画を立てている。県内の生産者だけでなく県外の大手製材所も市況を見誤り、大量の

在庫を抱えるケースがある。このため、販売先と密接に連携した生産計画を構築する仕組づくりが必要

である。 

 

(2) プレカット工場 

 県内プレカット工場の１つ目の課題は、「需要に弾力的に対応できない加工能力の低さ」である。 

 この課題は、加工能力約１．８万坪の新たなプレカット工場の稼働により、県外に流出している加工量

98



6 

 

図－５ 木造在来軸組工法住宅を取り巻く課題等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この状況は、建築設計士のほとんどがＲＣ造等を専門にしていること、また、木材の調達に不慣れなこと

などが理由の１つと考えられる。 

 大分県の住宅着工の現状を見てみると、全国展開する大手ハウスメーカーが県内各地に住宅展示場

を持ち、強い営業力で受注を伸ばし、住宅着工戸数ランキングの上位を占めている。使用材料等を調査

した結果、軽量鉄骨かＳＰＦ（スプルース、パイン、ファー）であり、地域材の使用はほとんどない。また、間

柱がスギ無垢乾燥材からＥＷ（スギフィンガージョイント）に変更されるなど、県内製材所からの供給は減

少傾向にある。 

 地場の工務店の上位についても、土台、柱は地域材の使用事例が多いが、横架材、小屋裏はほぼ外

材使用となっている。２×４住宅についても外材（ＳＰＦ）使用となっている。 

 県内の中小の住宅会社は、国産材の使用を前面に打ち出すなど、こだわりのある家づくりを進めている

が、最大手で年間４０棟前後となっており、近年、職人不足などによる施工能力の低下が懸念されてい

る。 

 

２２．．大大分分県県のの木木材材産産業業のの課課題題 

 県内の素材生産状況や製材工場、プレカット工場、工務店の現状を調査・分析する中で、以下の課題

が明確になった。 

(1) 製材工場 

 県内製材工場の１つ目の課題は、「乾燥材生産量不足」である。 

素材生産は堅調に伸びているが、製材工場の原木消費と製材品出荷量は伸びていない。 

 製材品出荷量が伸びていないのは、製材工場の減少も要因の１つであるが、製材品流通が乾燥材

主体となり、グリーン材の流通が減少したことも要因である。乾燥機の保有台数が乾燥材の生産量と連

動していることから、乾燥材出荷量を増やすためには乾燥機の増設が必要となる。 

 また、特に高品質な乾燥材（ＪＡＳ材）を求める需要者の声もあることから、「高品質な乾燥材（ＪＡＳ

材）」の増産も課題である。 

２つ目の課題は、「製品の生産計画が市況見込や過去の販売実績等による見込生産となっているこ

と」である。 

 販売先からの受注は１ヶ月先のものであり、その先は生産者が市況状況、過去の販売実績などから

予測し、生産計画を立てている。県内の生産者だけでなく県外の大手製材所も市況を見誤り、大量の

在庫を抱えるケースがある。このため、販売先と密接に連携した生産計画を構築する仕組づくりが必要

である。 

 

(2) プレカット工場 

 県内プレカット工場の１つ目の課題は、「需要に弾力的に対応できない加工能力の低さ」である。 

 この課題は、加工能力約１．８万坪の新たなプレカット工場の稼働により、県外に流出している加工量

7 

 

の約半分は県内で加工できることになり、県内プレカット工場に加工を依頼したいが、加工能力が低い

工場が多いため、県外工場に頼っている工務店は、県外からの製材品運搬費用など、付加価値を生

まない運賃等を負担していたが、新たなプレカット工場の稼働により一部については解決する見込み

である。 

 ２つ目の課題は、「プレカット工場の製材品調達方法」である。 

プレカット工場は、製品在庫を持つことを避ける傾向が強く、通常１ヶ月分の発注で製材品調達を行う

事例が多い。この発注形態では、通常２ヶ月かかる乾燥材の生産期間には合致せず、生産者の見込

み生産を誘発する原因となっている。 

 

(3) 住宅建設（工務店） 

    県内工務店の１つ目の課題は、「県内着工戸数上位の住宅会社は外材使用率が高い」ことである。 

県内で展開する全国規模の住宅会社は、ほぼ軽量鉄骨かＳＰＦとなっており、地域材の利用は少ない

状況にある。逆に、地場の建設戸数上位の住宅会社については、土台、柱は地域材の使用事例が多

いものの、横架材、小屋裏はほぼ外材使用となるなど外材使用率が高い。このような住宅会社の地域

材利用の拡大が必要である。この課題は、「地域材を志向する工務店の規模が小さいこと」でもある。Ｓ

ＣＭ推進フーラムに参加する住宅会社（工務店）への聞き取り結果によると、地域材の使用率が高い工

務店は、年間着工戸数５０棟以下の中・小規模であることが判明し、地域材使用を志向する工務店との

連携強化も課題となる。 

 ２つ目の課題は、県内の中小の工務店はプレカット加工を県外のプレカット工場に依存していること

である。 

県内に規模の大きなプレカット工場が少ないことから、多くの工務店等が福岡県や熊本県のプレカッ

ト工場を利用しており、県外からの遠距離の配送経費が負担増となっている。県内プレカット工場の利

用による配送経費の削減に取り組むことが必要である。 

 ３つ目の課題は、「住宅建設のための製材品の規格が共通化されていない」ことである。 

全国的に見ても、各地域で野縁、胴縁、柱、間柱、筋交、土台の規格、品種にばらつきがある。また、

県内でも地域性が見受けられ、工務店による違いもある。プレカット工場及び製材工場の在庫を減ら

し、生産効率を上げるためには部材の共通化が必要である。 

 ４つ目の課題は、「非住宅建築物の木造化の推進」である。 

 住宅着工戸数の減少が見込まれる中、非住宅建築物の木造化に取り組むことが必要である。 

大分県では、木造建築を担う建築設計士を育成することを目的に、平成２８年度から研修会を開催

し、一定科目の履修を終えた建築設計士を今年度まで「木造マイスター」として４５名に修了証を交付

している。この木造マイスターなど木造建築に精通した建築設計士等のフォーラムへの参加を図り、非

住宅建築物の木造化に取り組む必要がある。 

 ５つ目の課題として、「職人不足、住宅の高品質化への対応等」である。 

建築業界における職人不足・高齢化は深刻な問題であり、工期短縮や省力化、高精度の施工、高品

質化への対応など、部材のパネル化等の工業化を進めていく必要がある。 

 

(4) 素材生産業者、製材工場、プレカット工場、工務店の連携 

以上、大分県における木材産業の課題を整理したが、その共通の課題として、「素材生産業者、製材

所、プレカット工場、工務店による丸太・製材品情報の共有体制の未整備」が指摘できる。 

 製材所の生産は、受注見込による生産が主流であり、見込を誤ると不良在庫の発生など実需と連動

しない生産に繋がる危険性が高い。これは、県内プレカット工場の加工情報が共有できておらず、各

製材工場が得意とする製品を計画的にプレカット工場に供給できる体制が構築できていないことに起

因する。 

 一方、工務店等からの見積依頼は不定期、不確実であることから、プレカット工場と工務店との連携

がうまくいっているとはいいがたく、プレカット工場は必要とする製材品を確保する仕組づくりが必要で

ある（図－６）。 

 

 

 

99



8 

図－６ 大分県の木材産業の課題 

３３．．ササププラライイチチェェーーンン構構築築にに向向けけたた実実施施体体制制とと計計画画 

(1) 大分県サプライチェーンマネジメント推進フォーラムの設立

大分県サプライチェーンマネジメント推進フォーラムは、県内の素材生産業者６事業体、森林組合・製

材所・製品市場・プレカット工場６事業体、工務店４事業体の計１６事業体により、令和元年７月２５日に設

立された。その後、参加者が増え、２０事業体となった（図－７）。 

図－７ 大分県ＳＣＭ推進フォーラム参加事業体 

(2) 事業構想

大分県サプライチェーンマネジメント推進フォーラムとして前述の課題解決に向け、以下の項目に取り

組む。 

① 県内プレカット工場の活用による流通コストの削減と県内加工の拡大

令和２年３月から稼働する新設プレカット工場を核とした (新設プレカット工場内部) 

新たな製材品の流通体制を構築する。 

    これまで県内で加工できず県外に流出していた製材品を 

新設プレカット工場で加工することで、掛かり増しとなって 

いた配送経費の削減を図る。あわせて、県内工務店に対し、 

地域材使用の意義やメリットを説明するなどの働きかけを行 

い、地域材使用率の向上を目指す。 

    また、プレカット工場は、ＤＢシステム等を活用し、工務店 

情報を基に、製材品を製材所等に計画的に発注するなど 

需要者と供給者を繋ぐ役割を担っていく。 
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図－６ 大分県の木材産業の課題 
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大分県サプライチェーンマネジメント推進フォーラムは、県内の素材生産業者６事業体、森林組合・製

材所・製品市場・プレカット工場６事業体、工務店４事業体の計１６事業体により、令和元年７月２５日に設

立された。その後、参加者が増え、２０事業体となった（図－７）。 

図－７ 大分県ＳＣＭ推進フォーラム参加事業体 

(2) 事業構想

大分県サプライチェーンマネジメント推進フォーラムとして前述の課題解決に向け、以下の項目に取り

組む。 

① 県内プレカット工場の活用による流通コストの削減と県内加工の拡大

令和２年３月から稼働する新設プレカット工場を核とした (新設プレカット工場内部) 

新たな製材品の流通体制を構築する。 

    これまで県内で加工できず県外に流出していた製材品を 

新設プレカット工場で加工することで、掛かり増しとなって 

いた配送経費の削減を図る。あわせて、県内工務店に対し、 

地域材使用の意義やメリットを説明するなどの働きかけを行 

い、地域材使用率の向上を目指す。 

    また、プレカット工場は、ＤＢシステム等を活用し、工務店 

情報を基に、製材品を製材所等に計画的に発注するなど 

需要者と供給者を繋ぐ役割を担っていく。 
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住宅着工戸数の減少が見込まれる中、非住宅建築分野での木造化を進めるため、木造建築に精通

した建築設計士のフォーラムへの参加を働きかけ、大分県内での木造ビルの建設を目指す。 

      職人不足や高品質化など建築現場条件は厳しくなる一方であり、建築部材の工業化を進めざるを

得ない状況にあることから、大型パネル工法の導入について検討する。 

 

② 事業者間の連携による需給情報の共有 

   マーケットインの発想に基づき需給情報データベースを構築することで、原木の供給者から最終需要

者である工務店に至る情報共有を図り、在庫コスト等の縮減などコスト削減が図られる。 

     工務店は住宅建設等に必要な製材品の数量を提供、プレカット工場は製材品在庫管理及び加工計

画を、製材工場はその需要計画を元に製材品加工計画を、素材生産業者は原木供給計画を作るとい

ったマーケットインの発想に基づいた情報の共有を図ることで原木の供給者から最終需要者に至る個

々の業務プロセスを一元化し、在庫コスト等を縮減することで全体のコスト削減を目指す。 

     製材品を共通化するにあたり、地域性や工務店ごとに仕様（寸法）が異なる野縁や胴縁など規格の共

通化に取組み、製材所の負担軽減が図られる。 

 

４４．．ササププラライイチチェェーーンン構構想想のの具具体体的的内内容容とと効効果果 

(1) 県内プレカット工場の活用による流通コストの削減と県内加工の拡大 

① 流通コストの削減 

県外でプレカット加工している製材品について、新設プレカット工場（年間１．８万坪）で加工を行うこと

で、１棟あたり１０㎥（図－８）（２２㎥/棟×地域材使用率４５％）、年間６，６００㎥の地域材の配送経費の

削減が図られる。 

図－８ 住宅１棟あたりの標準的な木材使用量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県外工場への配送経費を往復４，０００円/㎥、県内の配送経費を２，０００円/㎥と試算すると、県

内プレカット工場での加工により２，０００円/㎥の経費削減が期待できる。年間の地域材使用量が

６，６００㎥と見込まれるため、年間の削減経費は１，３２０万円となる。県内製材工場が負担していた

県外プレカット工場までの配送経費の一部は素材生業者および森林所有者に還元できる。工務店

が負担していた県外プレカット工場からの配送経費の削減分については、プレカット工場と工務店

で配分できる。取組みの効果として、削減できた２，０００円 /㎥が素材生産業者、製材工場、プレカ

ット工場、工務店で配分できる（図－９）。    
 

図－９ 県内プレカット工場を活用した配送経費削減 
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ア 県内加工の拡大、流通コストの削減に向けた目標 

・ 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 円～3000 円/m3 の削減を目指す。 
 
(※ 運賃コストは、１台当たり、１m3 当たりなどがあり、また、帰り荷の有無、積載量により大きな 

差が生じるため、今後、事例収集を行い、令和５年度の削減目標を設定したい。) 

 

イ 目標達成に向けた取組計画 

        ・ プレカット加工に関する調査(県外・県内プレカット工場、工務店、材木店等) 

・ 県内の建築棟数が上位の工務店の県内加工への働きかけ 

・ 製材所－プレカット工場－工務店・材木店のサプライチェーンの検討 

・ 県内プレカット工場５社による意見交換会等情報共有の場の設定 

 

② 職人不足の対応と大型パネル工法住宅等の推進 

大型パネルによる在来木造軸組工法住宅の工業化に取り組むことで、職人不足、住宅の高品質化な

どの課題に対応することが可能となる。 

現在、県外で製造している大型パネルについては、県内プレカット工場による県内加工体制を整備す

ることにより流通コストの削減、建築工程の短縮が図られる。 

また、今後、大型パネルの製作経費や工務店及びプレカット工場のメリット、デメリットなど、導入に当

たって検討すべき項目を整理し、県内加工体制の整備に向けて協議を進める（図－１０）。 

 

図－10 大型パネル導入スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 建築棟数の増、運賃の削減目標 

・ 建築棟数を過去年平均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。 
 
 (※ 上記は１例であるため、今後、事例を収集し、令和５年度の削減目標を設定したい。) 

 

イ 目標達成に向けた取組計画 

・ 工務店等に対する営業活動の強化による建築棟数の拡大 

・ 建築希望者に対し、上棟の速さ、現場施工期間の短さ、安心・安全な建物をＰＲ 

・ 県内加工・組立の実現に向けた働きかけ 

・ 認知度を高めるため、上棟現場見学会の開催 

・ 建築設計士等との連携の強化 

 

③ 非住宅建築物の木造化の推進（大分県木造マイスター等の活用） 

令和元年６月に「建築基準法の一部を改正する法律」が施行され、構造材の不燃化を検討することな

どにより、石膏ボードなどの耐火構造と同等の安全性を確保することが出来るようになり、木造の準耐火

建築物で建てられる範囲が拡大された。  
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ア 県内加工の拡大、流通コストの削減に向けた目標 

・ 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 円～3000 円/m3 の削減を目指す。 
 
(※ 運賃コストは、１台当たり、１m3 当たりなどがあり、また、帰り荷の有無、積載量により大きな 

差が生じるため、今後、事例収集を行い、令和５年度の削減目標を設定したい。) 

 

イ 目標達成に向けた取組計画 

        ・ プレカット加工に関する調査(県外・県内プレカット工場、工務店、材木店等) 

・ 県内の建築棟数が上位の工務店の県内加工への働きかけ 

・ 製材所－プレカット工場－工務店・材木店のサプライチェーンの検討 

・ 県内プレカット工場５社による意見交換会等情報共有の場の設定 

 

② 職人不足の対応と大型パネル工法住宅等の推進 

大型パネルによる在来木造軸組工法住宅の工業化に取り組むことで、職人不足、住宅の高品質化な

どの課題に対応することが可能となる。 

現在、県外で製造している大型パネルについては、県内プレカット工場による県内加工体制を整備す

ることにより流通コストの削減、建築工程の短縮が図られる。 

また、今後、大型パネルの製作経費や工務店及びプレカット工場のメリット、デメリットなど、導入に当

たって検討すべき項目を整理し、県内加工体制の整備に向けて協議を進める（図－１０）。 

 

図－10 大型パネル導入スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 建築棟数の増、運賃の削減目標 

・ 建築棟数を過去年平均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。 
 
 (※ 上記は１例であるため、今後、事例を収集し、令和５年度の削減目標を設定したい。) 

 

イ 目標達成に向けた取組計画 

・ 工務店等に対する営業活動の強化による建築棟数の拡大 

・ 建築希望者に対し、上棟の速さ、現場施工期間の短さ、安心・安全な建物をＰＲ 

・ 県内加工・組立の実現に向けた働きかけ 

・ 認知度を高めるため、上棟現場見学会の開催 

・ 建築設計士等との連携の強化 

 

③ 非住宅建築物の木造化の推進（大分県木造マイスター等の活用） 

令和元年６月に「建築基準法の一部を改正する法律」が施行され、構造材の不燃化を検討することな

どにより、石膏ボードなどの耐火構造と同等の安全性を確保することが出来るようになり、木造の準耐火

建築物で建てられる範囲が拡大された。  
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また、平成３０年度末に林野庁がスギＣＬＴ等を使用した３～４階建てのビルの汎用モデルを作成し、

公表している。スギＣＬＴは製材品と比較して価格が高いこと、また、九州では鹿児島県の製材加工工

場でしか生産されていないことなどから、利用が広がっていない状況にある。 

このような中、今年度、九州経済連合会や大分県をはじめとする九州各県が連携し、スギ乾燥材や集

成材など一般流通材を組み合わせた安価な木造ビルの設計モデルの製作に取り組んでいる。各県ご

とに建築設計士のチームが選ばれ、ＮＰＯ法人チームティンバライズの指導を受けながらチームごとに

木造ビルの九州モデルの完成を目指している。 

大分県チームは、日本建築家協会九州支部大分地域会のメンバーで構成される６名の建築設計士

により構成され、準防火地域の４階建て耐火構造木造ビルのモデルを製作している。この６名は大分県

木造マイスター研修を修了しており、木造マイスターとして活動している。 

令和２年５月には、福岡市で「木造ビル九州モデル」の発表会も計画されており、木造とＳ造の建築経

費の比較設計なども示される予定である。 

大分県チームは、この九州モデルを活用し、令和２年度に大分県内で木造４階建てビル建設を目指

している。 

この九州モデルを製作している建築設計士等と連携し、県内初の木造４階建てビルの「設計～木材調

達～建築～完成に至る全ての情報」について、フォーラムに参加する事業体で共有を図る。 

共有する情報としては、「要した費用、実際の建築で判明したメリット、デメリット」「長期的な詳細収支

シュミレーション（メンテナンスコスト、減価償却、固定資産税等含む）」「検討及び実施したコスト縮減内

容」「使用した木材の概要（規格、樹種、寸法等）」「ビル使用者（施主）の意見及び感想」「鉄骨造(Ｓ造) 

との比較設計」、「ＪＡＳ材の活用」等を想定している。 

この取組みにより、木造ビルの普及啓発を進め、大分県サプライチェーンマネージメント推進フォーラ

ム参加者によるＤＢシステムの活用などを通じて情報共有を図り、部材の供給などにより、非住宅建築

物の木造化を推進する（図－１１）。 
 

図－11 非住宅建築物の木造化の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 非住宅建築の木造化推進の取組計画 

・ 実態把握のための情報収集、調査 

・ 建築士・工務店等関係者の連携強化 

・ 大分県が育成している「大分県木造マイスター」と連携した中大規模建築物の木造化の推進 

 

④ 県内工務店等の地域材利用の推進 

 木造在来軸組工法住宅の地域材使用率（全国平均）は４５％程度にとどまっている。県内の住宅

会社を調査した結果を見ても横架材、小屋裏など外材の使用率が高い状況にある。 

 新たなプレカット工場の稼働に合わせ、県内の工務店（住宅会社）に対し、地域材の利用拡大を

働きかけ、コストの有利性、地元で育った木材を同じ環境の地元で利用することは好ましいことなど

を説明し、地域材使用率６５％（+２０％）を目指す。 
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 このため、地域材を使用する県内工務店を対象にセミナーを開催し、フォーラム会員の参加拡大

を図る。 

 地域材使用を住宅１棟あたり２０％増やすと、２２㎥/棟×２０％＝４．４㎥となり、新たに県内で加工

する住宅６６０棟の地域材比率を上げると、６６０棟×４．４㎥/棟≒２，９００㎥の新たな地域材需要が

期待できる。 

 新たな地域材需要については、乾燥材の増産が必要となるが、乾燥材生産のための乾燥機は県

内製材工場においてはフル稼働している状況にあるため、新たな人工乾燥機の導入を図る。 

 

(2) 事業体間の連携による需給情報の共有 

① 事業体間の連携による製材品（原木）の計画的な調達 

 現在、製材工場の生産は、受注見込みによる生産が主流となっており、プレカット工場からの翌月

分の発注により製品を出荷している。乾燥材生産には２ヶ月程度の期間がかかるため、製材工場は

市況状況や過去の販売実績等から見込生産を行っている。見込を誤ると不良在庫の発生など実需

と連動しない生産に繋がる事例も多い。 

 プレカット工場は、製品在庫を持つことを避ける傾向が強く、通常１ヶ月分の発注で製材品調達を

行う事例が多い。この発注形態では、通常２ヶ月かかる乾燥材の生産期間には合致せず、生産者

の見込生産を誘発する要因となっている。 

 工務店等からの見積依頼は不定期、不確実であり、プレカット工場も中長期の加工計画を策定し

にくい状況にある。 

 これは、県内プレカット工場の加工情報が共有できておらず、各製材工場が得意とする製品を計

画的にプレカット工場に供給できる体制が構築できていないことに起因する。 

 このため、大分県ＳＣＭ推進フォーラムの情報交換会において、参加事業体の個々の企業情報の

共有化を進めるとともに、引き続き、情報交換を継続する（表－５）、（図－１２）。 

 

表―５ 共有する情報一覧 
 

〇 フォーラム全体で共有する情報 
 区分 対象事業体 共有する情報 

 

事業体情報 

各団体 会社概要（所在地、代表者、連絡先、事業内容 等） 

 素材生産業者 年間の伐採量（樹種別、時期別、地域別） 

 製材工場 
年間の製材計画（原木消費計画（樹種、径級、長さ、品
質（直、小曲等））及び製品生産計画（寸法、長さ等） 

 プレカット工場 年間の加工量、使用材料、加工時期等 

 工務店 住宅建築棟数、施工時期、使用材料（寸法、長さ等） 

     〇 個別の事業体間で共有する情報 

 区分 対象事業体 共有する情報 

 
丸太価格 

素材生産業者 
丸太規格（樹種、径級、長さ、曲り等）ごとの価格  製材工場 

 
製品価格 

製材工場 
製品（寸法、品質別）価格  プレカット工場 

 
製品価格 
及び加工費 

プレカット工場 
製品（寸法、品質別）価格、プレカット加工費  工務店 
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 このため、地域材を使用する県内工務店を対象にセミナーを開催し、フォーラム会員の参加拡大

を図る。 

 地域材使用を住宅１棟あたり２０％増やすと、２２㎥/棟×２０％＝４．４㎥となり、新たに県内で加工

する住宅６６０棟の地域材比率を上げると、６６０棟×４．４㎥/棟≒２，９００㎥の新たな地域材需要が

期待できる。 

 新たな地域材需要については、乾燥材の増産が必要となるが、乾燥材生産のための乾燥機は県

内製材工場においてはフル稼働している状況にあるため、新たな人工乾燥機の導入を図る。 

 

(2) 事業体間の連携による需給情報の共有 

① 事業体間の連携による製材品（原木）の計画的な調達 

 現在、製材工場の生産は、受注見込みによる生産が主流となっており、プレカット工場からの翌月

分の発注により製品を出荷している。乾燥材生産には２ヶ月程度の期間がかかるため、製材工場は

市況状況や過去の販売実績等から見込生産を行っている。見込を誤ると不良在庫の発生など実需

と連動しない生産に繋がる事例も多い。 

 プレカット工場は、製品在庫を持つことを避ける傾向が強く、通常１ヶ月分の発注で製材品調達を

行う事例が多い。この発注形態では、通常２ヶ月かかる乾燥材の生産期間には合致せず、生産者

の見込生産を誘発する要因となっている。 

 工務店等からの見積依頼は不定期、不確実であり、プレカット工場も中長期の加工計画を策定し

にくい状況にある。 

 これは、県内プレカット工場の加工情報が共有できておらず、各製材工場が得意とする製品を計

画的にプレカット工場に供給できる体制が構築できていないことに起因する。 

 このため、大分県ＳＣＭ推進フォーラムの情報交換会において、参加事業体の個々の企業情報の

共有化を進めるとともに、引き続き、情報交換を継続する（表－５）、（図－１２）。 

 

表―５ 共有する情報一覧 
 

〇 フォーラム全体で共有する情報 
 区分 対象事業体 共有する情報 

 

事業体情報 

各団体 会社概要（所在地、代表者、連絡先、事業内容 等） 

 素材生産業者 年間の伐採量（樹種別、時期別、地域別） 

 製材工場 
年間の製材計画（原木消費計画（樹種、径級、長さ、品
質（直、小曲等））及び製品生産計画（寸法、長さ等） 

 プレカット工場 年間の加工量、使用材料、加工時期等 

 工務店 住宅建築棟数、施工時期、使用材料（寸法、長さ等） 

     〇 個別の事業体間で共有する情報 

 区分 対象事業体 共有する情報 

 
丸太価格 

素材生産業者 
丸太規格（樹種、径級、長さ、曲り等）ごとの価格  製材工場 

 
製品価格 

製材工場 
製品（寸法、品質別）価格  プレカット工場 

 
製品価格 
及び加工費 

プレカット工場 
製品（寸法、品質別）価格、プレカット加工費  工務店 
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図－12 プレカット工場を核としたサプライチェーンの構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 事業体間の情報共有による建築部材の共通化 

 各地域で野縁、胴縁、柱、間柱、筋交、土台の規格、品種にばらつきがあり、県内でも地域性が見

受けられ、また、工務店による違いもある。プレカット工場及び製材工場の在庫を減らし、生産性を

上げるためには部材の共通化について協議を進める。 

 

③ 木材ＳＣＭ支援システム「もりんく」の活用 

 （一社）日本木材情報総合センターが開発する需給情報データベース（事業者情報、需給情報

等）を積極的に活用するため、大分県サプライチェーンマネジメント推進フォーラムの参加事業体を

含め他の事業体にも広く活用してもらうため、原木・製材の需給情報データ（必要量・必要時期）を

収集・管理するとともに、多くの事業体へ利用方法等を指導（説明会の開催等）する（図－１３）。 

 

図－13 需給情報ＤＢの活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５５．．ササププラライイチチェェーーンンのの構構築築にに必必要要なな流流通通加加工工施施設設等の整備計画 

(1) 施設の整備計画とその効果 

 大分県サプライチェーンマネジメント推進フォーラムの協議の中で、県内の工務店等に対し、地域材の

利用拡大を働きかけ、地域材使用率６５％（+２０％）を目指す。 

 地域材使用を住宅１棟あたり２５％増やすと、２２㎥/棟×２０％＝４．４㎥の造となる。新たに県内で加工

する住宅６６０棟の地域材比率を上げると、６６０棟×４．４㎥/棟≒２，９００㎥の新たな地域材需要が期待

できる。 
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 このように県内プレカット工場を中心に品質の確かなＪＡＳ材などの乾燥材を供給するため、大分県サプ

ライチェーンマネージメント推進フォーラム参加団体へ高温蒸気式乾燥機５０㎥タイプ２基の導入を図る。

２基の人工乾燥機導入により、約３，０００㎥/年の乾燥材の増産を図る（表－６）。 
 

表－６ 令和２年度林業成長産業化総合対策交付金事業 
 

事業主体 事業区分 細区分 事業内容 補助率 
事業費 
(千円) 

補助金 
(千円) 

佐伯広域森林組合 製材 乾燥 高温乾燥機 ２基 1/2 54,780 27,390 

 

６６．．ササププラライイチチェェーーンンのの構構築築にに向向けけたた実実施施体体制制とと年年次次計計画画 

 (1) 実施体制 

 大分県サプライチェーンマネジメント推進フォーラムに参加する２０事業体に加え、需要先である工務店

（住宅会社）の参加や非住宅建築物の木造化に対応するため、大分県木造マイスターなどの建築設計

士の参加を働きかける。 

 フォーラムの運営については、今年度と同様に大分県造林素材生産事業協同組合が事務局を担当

し、需給情報データベースの活用及び情報交換会、研修会等を実施する。 

 

(2) 年次計画 

年度 取 組 内 容 

令和元年度 フォーラムの設立、情報交換会の開催、視察研修等の実施、構想・計画の作成、 
需給情報データベース操作指導、マッチング等の実施 等 

    ２年度 情報交換会の開催、フォーラム参加事業体等の拡大、需給情報データベース 

「もりんく」の利用拡大による情報共有化、新設プレカット工場を核としたサプライ 

チェーン構築の検討、大型パネルの県内加工体制の検討 等 

３年度 フォーラム参加事業体等の拡大、需給情報データベース「もりんく」の利用拡大 

による情報共有化、新設プレカット工場を核としたサプライチェーンの構築、大 

型パネルの県内加工体制の構築など構想実現のための取組の推進 等 
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 このように県内プレカット工場を中心に品質の確かなＪＡＳ材などの乾燥材を供給するため、大分県サプ

ライチェーンマネージメント推進フォーラム参加団体へ高温蒸気式乾燥機５０㎥タイプ２基の導入を図る。

２基の人工乾燥機導入により、約３，０００㎥/年の乾燥材の増産を図る（表－６）。 
 

表－６ 令和２年度林業成長産業化総合対策交付金事業 
 

事業主体 事業区分 細区分 事業内容 補助率 
事業費 
(千円) 

補助金 
(千円) 

佐伯広域森林組合 製材 乾燥 高温乾燥機 ２基 1/2 54,780 27,390 

 

６６．．ササププラライイチチェェーーンンのの構構築築にに向向けけたた実実施施体体制制とと年年次次計計画画 

 (1) 実施体制 

 大分県サプライチェーンマネジメント推進フォーラムに参加する２０事業体に加え、需要先である工務店

（住宅会社）の参加や非住宅建築物の木造化に対応するため、大分県木造マイスターなどの建築設計

士の参加を働きかける。 

 フォーラムの運営については、今年度と同様に大分県造林素材生産事業協同組合が事務局を担当

し、需給情報データベースの活用及び情報交換会、研修会等を実施する。 

 

(2) 年次計画 

年度 取 組 内 容 

令和元年度 フォーラムの設立、情報交換会の開催、視察研修等の実施、構想・計画の作成、 
需給情報データベース操作指導、マッチング等の実施 等 

    ２年度 情報交換会の開催、フォーラム参加事業体等の拡大、需給情報データベース 

「もりんく」の利用拡大による情報共有化、新設プレカット工場を核としたサプライ 

チェーン構築の検討、大型パネルの県内加工体制の検討 等 

３年度 フォーラム参加事業体等の拡大、需給情報データベース「もりんく」の利用拡大 

による情報共有化、新設プレカット工場を核としたサプライチェーンの構築、大 

型パネルの県内加工体制の構築など構想実現のための取組の推進 等 
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北北海海道道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構構想想  
  
はじめに  
 北海道の広葉樹のサプライチェーンは、①銘木等は旭川の銘木市に集荷、②フローリング
や広葉樹合板向けは一般流通材として素材生産事業者や流通事業者が供給、チップ用材は素
材生産事業とチップ工場、製紙工場、さらには発電事業者等の連携で供給網が成立している。 
 今回検討したのは、最後のチップ用材について、一部原木が挽き板や短尺材として活用す
ることにより、住宅等のアクセントや木工品、各種伝統工芸用等に用いることができ、付加
価値を高めることができるのではないか、それを山元に還元するシステムを作ることができ
るのではないか、といった点である。関係者のご努力で、２年間の各種企画等を通じて、一
定の成果を得たが、今後も下記事項を深掘りしつつ、この流れを堅実なものにしていきたい
と考えている。 
 
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、
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（札幌駅と地下鉄大通駅間のチカホ同空
間）の挽き板販売の企画においては、お客さんからそれでもまだ安いといった声もあり、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
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北北海海道道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構構想想  
  
はじめに  
 北海道の広葉樹のサプライチェーンは、①銘木等は旭川の銘木市に集荷、②フローリング
や広葉樹合板向けは一般流通材として素材生産事業者や流通事業者が供給、チップ用材は素
材生産事業とチップ工場、製紙工場、さらには発電事業者等の連携で供給網が成立している。 
 今回検討したのは、最後のチップ用材について、一部原木が挽き板や短尺材として活用す
ることにより、住宅等のアクセントや木工品、各種伝統工芸用等に用いることができ、付加
価値を高めることができるのではないか、それを山元に還元するシステムを作ることができ
るのではないか、といった点である。関係者のご努力で、２年間の各種企画等を通じて、一
定の成果を得たが、今後も下記事項を深掘りしつつ、この流れを堅実なものにしていきたい
と考えている。 
 
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、
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（札幌駅と地下鉄大通駅間のチカホ同空
間）の挽き板販売の企画においては、お客さんからそれでもまだ安いといった声もあり、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。 
 また、道内の木工作家の方々による「ひだかの器展」は、品質の高い製品を作ることによ
りトップランナーを作り、価値の底上げをしてみようという企画であったが、コロナの蔓延
防止期間にもかかわらず、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４７
０人、多くの作品は関心を集め、購入希望も１００点を超えて、抽選での販売になったもの
も多かった。このような企画を通じて「ひだかの広葉樹」のブランド化を図ることも重要と
考える。 
 
３ ヒストリーを内在化する 
 東京池袋のサンシャインとチカホで企画したリサーチショップで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
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どんな環境の中に生きてきたか？？」ということまで多くの方々が関心を寄せている。 
 

       
 
 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。 
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                  （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） 
 
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
にも非常に貴重なものと考えられる。 
 
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、既に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
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 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のサイクルといったもの
ができないか、課題提起をしておきたいと思う。 

 

アメリカ広葉樹蓄積量の推移(1953-1997):単位/100万ｍ3 

      

 
６ 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。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。 
 
７ 北海道の低質広葉樹サプライチェーン構想（概念図） 
 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。 

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
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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
・エンドユーザーの
ニーズ掘り起こし
・ｗｅｂでの販売

デザイン性・ス
トーリーの付与

乾燥・モルダー整
形による品質向上

多
様
な
ユ
ー
ザ
ー
の
巻
き
込
み

国有林・北
海道の連携
の動き

道有林と
の協定

地域の
広葉樹
の資源
管理
（山の
資源を
減らさ
ない・
劣化さ
せな
い）
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北海道ＳＣＭ構想
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資源を
減らさ
ない・
劣化さ
せな
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山形県サプライチェーン構想・計画（変更） 

（事務局：やまがた県産木材利用センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年２月２８日 
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１ 地域の概要 

（１）取組を行う地域 

山形県内一円 

県内は、地勢や江戸時代の幕藩体制のなごりから、南から、置賜(おきたま)、

村山(むらやま)、最上(もがみ)、庄内(しょうない)の 4つの地域に大きく区分さ

れている。 
置賜地域は、山形県の最南端に位置し、面積は、県土の 26.8％を占め、うち森

林面積は 76.9％を占めている。森林資源は、スギ等の針葉樹が 48,559ha（25％）、

ナラ類を中心とした広葉樹が 131,683ha（69％）、無立木地等が 11,643ha（ 6％）

となっている。針葉樹蓄積 14,539千㎥に対し広葉樹蓄積 12,656千㎥で、ナラ類

などの天然林が多く、朝日連峰や飯豊連峰、吾妻連峰の麓にはブナ林も広がって

いる。 

村山地域は、県内陸部のほぼ中央に位置し、面積は、県土の 28.1％を占め、う

ち森林面積は 66.1％を占めている。森林資源は、スギ等の針葉樹 53,026ha（31％）、

ナラ類を中心とした広葉樹が 109,432ha（63％）、無立木地等が 10,652ha（ 6％）

となっている。針葉樹蓄積 16,146千㎥に対し広葉樹蓄積 12,524千㎥で、スギの

人工林はやや少なめで、ナラ類などの天然林が多く、蔵王連峰、月山・朝日連峰

の麓にはブナ林も広がっている。 

最上地域は、山形県北東の内陸部に位置し、面積は、県土の 19.3％を占め、

うち森林面積は 79.8％を占めている。森林資源は、スギ等の針葉樹 49,442ha

（34％）、ナラ類を中心とした広葉樹が 87,897ha（61％）、無立木地等が

6,615ha（ 5％）となっている。針葉樹蓄積 14,734千㎥、広葉樹蓄積 10,058千

㎥で、品質の高いスギが産出される。県内の丸太の約 3割が生産されるなど

「金山杉」に代表される林業・木材業が盛んである。 

庄内地域は、山形県の北西部に位置し、面積は、県土の 25.8％を占め、うち

森林面積は 67.4％を占めている。森林資源は、スギ等の針葉樹 49,591ha

（31％）、ナラ類を中心とした広葉樹が 96,460ha（59％）、無立木地等が

16,166ha（10％）となっている。針葉樹蓄積 18,073千㎥、広葉樹蓄積 11,905

千㎥で、積雪の影響を受けない通直なスギのほか、鳥海山及び月山山麓にブナ

林も広がっている。 

 
県土面積の約７割を占める森林の齢級は、10 齢級以上が 80％と、本格的な利

用を迎えており、豊富な森林資源の循環利用が課題となっている。 
木材需要動向は、平成２年をピークにその後は減少が続いていたが、近年は増

加に転じ、令和元年の取扱量は 65 万 5 千㎥でピーク時（平成２年）の約５割に

回復している。 

近年は、木質バイオマス発電所の稼働を背景に、製材以外が増加傾向に転じて

いる。 

第 4 次山形県総合発展計画では、令和 6 年の県産木材供給量の目標値を 70 万
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㎥、JAS 製品出荷量の指標値を 100 千㎥に設定し、木材の安定供給と品質向上

を目指すこととしている。 
良質な県産木材を安定・継続的に供給するには、川上と川中、川中と川下を結

ぶ供給体制を見直し、川上から川下まで一環した供給体制を構築する必要がある。 
 

（２）フォーラムの参画者 

フォーラムの参画者は、企業、団体を含め 97社となっている。川上から川下ま

での事業者は以下のとおりである。 

なお、①から③の業務を兼ねる事業者は、それぞれに記載した。 

 ①川上事業者（素材生産業者、森林組合等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②川中事業者（製材所、集成材工場、流通業者（市場、商社、運送業者等）等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴素材生産業者 
 (同)イズミ〔山形市〕、㈲佐藤林産〔米沢市〕、㈲庄司林業〔大江町〕、㈲高菊林業〔真室

川町〕、㈱大和〔鶴岡市〕、ログハーツ・クロダ〔米沢市〕 
⑵森林組合 
温海町森林組合〔鶴岡市〕、小国町森林組合〔小国町〕、金山町森林組合〔金山町〕、北庄

内森林組合〔酒田市〕、出羽庄内森林組合〔鶴岡市〕、西村山地方森林組合〔西川町〕、最上

広域森林組合〔真室川町〕 
⑶団体等 
那須建設㈱〔長井市〕、山形県森林組合連合会〔山形市〕、山形県森林ノ整備事業協同組

合〔山形市〕、山形県木材産業㈿〔山形市〕 
 
 
 
 
⑴製材所等（合板工場・乾燥工場を含む） 
㈲アイタ材木店〔山形市〕、相原木材㈱〔山形市〕、㈲青野製材所〔高畠町〕、温海町森林

組合〔鶴岡市〕、㈱阿部製材所〔酒田市〕、㈲荒井材木店〔米沢市〕、石巻合板工業㈱〔石巻

市〕、㈱岩浪木材センター〔鶴岡市〕、㈱漆山木材店〔山形市〕、㈲太田木材〔酒田市〕、㈱

柏倉材木店〔上山市〕、カネキチ材木店〔山形市〕、金山町森林組合〔金山町〕、㈲柴橋製材

所〔寒河江市〕、㋣鈴木製材所〔朝日町〕、セイホク㈱〔石巻市〕、㈱大和〔鶴岡市〕、㈲土

田製材所〔西川町〕、出羽庄内森林組合〔鶴岡市〕、鍋倉製材所〔山形市〕、㈲山口製材所〔上

山市〕、㈱ヤマムラ〔新庄市〕、丸長製材㈱〔山形市〕、㈲丸三製材所〔山形市〕、㈱丸友製

材所〔西川町〕、㈲渡部製材所〔飯豊町〕 
⑵流通業者 
立花産業㈱〔酒田市〕、㈱山形城南木材市場〔山形市〕、㈱松田木材〔山形市〕、おきたま

木材乾燥センター㈱〔白鷹町〕、㈿やまがたの木乾燥センター〔酒田市〕、 
⑶運送業者 
カムロ運送㈱〔金山町〕、㈲金山運輸〔金山町〕 

⑷団体 
山形県木材産業㈿〔山形市〕、山形木材業組合〔山形市〕 
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 ③川下事業者（プレカット工場、工務店、ハウスメーカー等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地域の木材流通の現状・課題 

（１）現状 
 ①木材需給 

・県内の木材取扱量（県内生産量＋外材輸入量＋県外からの移入量）は、平成２年を

ピークに減少傾向が続いているものの、近年は増加に転じており、令和元年は 65万 5

千㎥となった。 

・供給面では、県内の木材生産量は 53 万 5 千㎥（Ｒ1）であり、平成 22 年以降増加

傾向が続いている。 

・令和元年の県内木材取扱量に占める県産木材の比率は、81.7％となり、近年では 80%

以上の割合で推移している。 

 

 

 

 

⑴プレカット工場 
㈱スペースパーツ山形〔寒河江市〕、㈿山形木造住宅プレカットシステム〔山形市〕 

⑵工務店等 
愛和建設㈱〔山形市〕、飯野建築㈱〔山形市〕、㈱大沼建築〔寒河江市〕、㈱大沼工務店〔鶴

岡市〕、○定小野建築〔新庄市〕、㈱加藤住建〔山形市〕、㈱川栄建築〔酒田市〕、金子建設工

業㈱〔米沢市〕、㈲菊地工務店〔寒河江市〕、㈱木づくりの住い結〔新庄市〕、㈱クリエイト

礼文〔山形市〕、㈲佐藤建築工房〔酒田市〕、㈲サトー建築事務所〔酒田市〕、㈱シェルター

〔山形市〕、㈲白田工務店〔朝日町〕、㈱スカワ〔山形市〕、㈲GNI ホーム〔鶴岡市〕、宗川

功業㈱〔米沢市〕、㈲トータルハウジング夢空間〔鶴岡市〕、㈱中村建設〔米沢市〕、那須建

設㈱〔長井市〕、㈱沼澤工務店〔新庄市〕、㈲ホンダ工務店〔米沢市〕、ログハーツ・クロダ

〔米沢市〕、㈱マルゴ〔鶴岡市〕、㈱米住建設、山本建築〔鶴岡市〕、㈱ヤマムラ〔新庄市〕 
⑶建築設計事務所 

ATOM 設計室〔西川町〕、㈱アーキテクチュアランドスケープ一級建築事務所〔山形市〕、

阿部建築研究室〔金山町〕、㈲石山設計事務所〔山形市〕、㈱秦・伊藤設計〔山形市〕、美建

設計研究室〔山形市〕、㈲はらコーポレーション〔長井市〕、㈱平吹設計事務所〔山形市〕、

平向建築計画〔酒田市〕、ブレンスタッフ㈱〔鶴岡市〕、㈲水戸久彌設計事務所〔天童市〕 
⑷団体等 
㈱朝日相扶製作所〔朝日町〕、㈱オカムラ高畠事業所〔高畠町〕、金山杉住宅をつくる会

〔金山町〕、㈱ザオー測量設計〔山形市〕、中津川バイオマス㈱〔飯豊町〕、（一社）山形県

建築協会〔山形市〕、（一社）山形県建築士会〔山形市〕、山形県森林協会〔山形市〕、（一社）

山形県林業コンサルタンツ〔山形市〕、山形県住宅供給公社〔山形市〕、（一社）山形県優良

住宅協会・JBN 山形〔山形市〕、（一社）山形県森林調査協会 
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 ③川下事業者（プレカット工場、工務店、ハウスメーカー等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地域の木材流通の現状・課題 

（１）現状 
 ①木材需給 

・県内の木材取扱量（県内生産量＋外材輸入量＋県外からの移入量）は、平成２年を

ピークに減少傾向が続いているものの、近年は増加に転じており、令和元年は 65万 5

千㎥となった。 

・供給面では、県内の木材生産量は 53 万 5 千㎥（Ｒ1）であり、平成 22 年以降増加

傾向が続いている。 

・令和元年の県内木材取扱量に占める県産木材の比率は、81.7％となり、近年では 80%

以上の割合で推移している。 

 

 

 

 

⑴プレカット工場 
㈱スペースパーツ山形〔寒河江市〕、㈿山形木造住宅プレカットシステム〔山形市〕 

⑵工務店等 
愛和建設㈱〔山形市〕、飯野建築㈱〔山形市〕、㈱大沼建築〔寒河江市〕、㈱大沼工務店〔鶴

岡市〕、○定小野建築〔新庄市〕、㈱加藤住建〔山形市〕、㈱川栄建築〔酒田市〕、金子建設工

業㈱〔米沢市〕、㈲菊地工務店〔寒河江市〕、㈱木づくりの住い結〔新庄市〕、㈱クリエイト

礼文〔山形市〕、㈲佐藤建築工房〔酒田市〕、㈲サトー建築事務所〔酒田市〕、㈱シェルター

〔山形市〕、㈲白田工務店〔朝日町〕、㈱スカワ〔山形市〕、㈲GNI ホーム〔鶴岡市〕、宗川

功業㈱〔米沢市〕、㈲トータルハウジング夢空間〔鶴岡市〕、㈱中村建設〔米沢市〕、那須建

設㈱〔長井市〕、㈱沼澤工務店〔新庄市〕、㈲ホンダ工務店〔米沢市〕、ログハーツ・クロダ

〔米沢市〕、㈱マルゴ〔鶴岡市〕、㈱米住建設、山本建築〔鶴岡市〕、㈱ヤマムラ〔新庄市〕 
⑶建築設計事務所 

ATOM 設計室〔西川町〕、㈱アーキテクチュアランドスケープ一級建築事務所〔山形市〕、

阿部建築研究室〔金山町〕、㈲石山設計事務所〔山形市〕、㈱秦・伊藤設計〔山形市〕、美建

設計研究室〔山形市〕、㈲はらコーポレーション〔長井市〕、㈱平吹設計事務所〔山形市〕、

平向建築計画〔酒田市〕、ブレンスタッフ㈱〔鶴岡市〕、㈲水戸久彌設計事務所〔天童市〕 
⑷団体等 
㈱朝日相扶製作所〔朝日町〕、㈱オカムラ高畠事業所〔高畠町〕、金山杉住宅をつくる会

〔金山町〕、㈱ザオー測量設計〔山形市〕、中津川バイオマス㈱〔飯豊町〕、（一社）山形県

建築協会〔山形市〕、（一社）山形県建築士会〔山形市〕、山形県森林協会〔山形市〕、（一社）

山形県林業コンサルタンツ〔山形市〕、山形県住宅供給公社〔山形市〕、（一社）山形県優良

住宅協会・JBN 山形〔山形市〕、（一社）山形県森林調査協会 
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・山形県で生産される原木は 53万 5千㎥で、このうち 43万 6千㎥（81％）は県内需

要に、9万 9千㎥は県外需要（主に合板）に向けられている。 

・県産木材の県内需要 43 万 6 千㎥のうち、18 万 4 千㎥（42％）が製材用に、25 万 2

千㎥（58％）がチップ用に向けられている。 

・県内製材工場の木材需要量は 30万 4千㎥で、うち 18万 4千㎥（61％）が県産木材

となっている。 

・製材品の出荷量は、8万 8千㎥となっており、県内出荷は 3万 5千㎥（40％）、県外

出荷は 5万 3千㎥（60％）と、県外出荷の方が多くなっている。 

・製材品の県内消費 3万 5千㎥のうち、県産木材の使用量を推定すると製材工場にお

ける県産木材比率 61％から、県産木材使用量は約 2万㎥と推定される。 

 

 

 

 

 

 

 

単位：万m
３

・％

県内木材

取扱量

県産材

比率
用材需要

用材
自給率

（万m
３

） 県内生産 外材輸入 県外移入 (%)
うち在来

軸組工法
割合(%) （万m

３
） 国産材 外　材 (%)

S55 128.2 55.4 52.0 20.8 43.2 10,066 8,637 85.8 10,896 3,456 7,441 31.7

H 2 134.9 53.6 58.5 22.8 39.7 9,891 7,059 71.4 11,116 2,937 8,179 26.4

H 7 114.2 42.4 55.7 16.1 37.1 9,974 6,706 67.2 11,193 2,291 8,902 20.5

H12 77.1 34.3 32.2 10.6 44.5 9,693 5,818 60.0 9,926 1,802 8,124 18.2

H17 49.3 26.0 12.9 10.4 52.7 7,283 4,198 57.6 8,586 1,718 6,868 20.0

H22 35.7 29.5 1.2 5.0 82.6 4,125 2,479 60.1 7,025 1,824 5,202 26.0

H27 41.8 36.2 0.0 5.6 86.6 5,403 3,138 58.1 7,088 2,180 4,908 30.8

H28 48.9 42.6 0.0 6.3 87.1 5,675 3,370 59.4 7,194 2,236 4,959 31.1

H29 59.0 48.9 0.0 10.1 82.9 5,531 3,380 61.1 7,374 2,331 5,043 31.6

H30 62.8 50.5 0.0 12.1 80.4 6,362 3,367 52.9 7,318 2,368 4,950 32.4

R1 65.5 53.5 0.0 11.9 81.7 5,755 3,358 58.3 7,126 2,380 4,746 33.4

※　県外移入量（他県産材＋外材） 出典：林業統計、木材統計、木材需給表、新設住宅着工統計

○木材需給（年次）

全国

供給量（万m
３

） 供給（万m
３

）新設住宅着工数（戸）

山形県

117



- 6 - 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②住宅着工数 
 ・山形県内の住宅着工戸数は、人口減少（昭和 60 年：1,261 千人、令和２年：1,068

千人）の減少予想や世帯数（昭和 60 年：331 千世帯、令和２年：398 千世帯）の変

化予想、大工技能者（昭和 60 年：12,450 人、平成 27 年 5,720 人）等の減少に伴い

在来工法の減少が加速する事が予想されている。 
・県は県産木材の利用を図るため、平成 14 年から一定量の県産木材使用の住宅建築

主に助成を継続している。 
・やまがた県産木材利用センターは、県産木材「やまがたの木」認証制度の運用によ

り、県産木材の普及啓発を行っていて、フォーラム会員の製材事業者等が「やまがた

の木」を取扱っている。 
 ③非住宅分野の木造化 
 ・公共建築物等木材利用促進法の施行（平成 22 年 10 月 1 日）以来、県や市町村は公

共施設の木造化に取組んでおり、令和元年度の公共建築物の木造化率は 27.5％であ

るが、県産木材の利用が特段に進んでいるとは言えない。 
 ・公共建築物への利用が進んでいる鶴岡市は、木材調達を建築工事と切り離した木工

分離発注により地域材を多く使用している。また、山形市は、市有林から生産された

木材を山形木材業組合に売り払いし、市産材の利用拡大促進を図っている。 
 ・県の支援で、やまがた県産木材利用センターは、市町村等を対象に、公共建築物

等の木造化の理解を深めるための研修会を開催している。 
 ・県は県産木材の利用を図るため、非住宅建築への助成を平成 31 年から開始してい

る。 

木材総需要量 ６５５

県産木材
５３５

県外産材 １１９
岩手 ３６ 宮城 １７

秋田 ６５ 福島 ０

栃木 ０ 新潟 １

外国産材 １

８１％

県外需要へ
９９

県内需要へ
４３６

うち１９%

うち８１%

うち100%

県内需要へ
１１９

県内需要へ１
うち100%

製材用 １０ 宮城０ 秋田 ０ 福島 ０ 群馬 ０ 新潟１０

合板用 ８８ 宮城 X 秋田 X 新潟 X          

チップ用 １ 宮城 X 秋田 X 福島 Ｘ

製材用
１８４

チップ用 ２５２

チップ用 ０

製材用 １１９

製材用 １

製材用 ３０４
県内１８４（６１%）

岩手 ３６ 宮城 １７
秋田 ６５ 福島 ０
栃木 ０ 外材 １

チップ用 ２５３
県内２５２（９９%）

宮城 × 秋田 ×
福島 ０

県内県外別内訳 （県外移出 ９９、県内消費 ５５６）

用途別内訳 （製材用 ３１４、合板用 ８８、チップ用 ２５３）

需要内訳

製材品

販売出荷量
８８(４８%)

（製材工場数）

（１０４）

うち製材品出荷量は、

県外
消費
５３

(６０%)

県内

消費
３５

(４０%)

単位：千ｍ3

※うち県産材消費量は２１［推定値］

（製材用の県内産率６１％を準用）

（Xは非公表）

１８％

１％
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②住宅着工数 
 ・山形県内の住宅着工戸数は、人口減少（昭和 60 年：1,261 千人、令和２年：1,068

千人）の減少予想や世帯数（昭和 60 年：331 千世帯、令和２年：398 千世帯）の変

化予想、大工技能者（昭和 60 年：12,450 人、平成 27 年 5,720 人）等の減少に伴い

在来工法の減少が加速する事が予想されている。 
・県は県産木材の利用を図るため、平成 14 年から一定量の県産木材使用の住宅建築

主に助成を継続している。 
・やまがた県産木材利用センターは、県産木材「やまがたの木」認証制度の運用によ

り、県産木材の普及啓発を行っていて、フォーラム会員の製材事業者等が「やまがた

の木」を取扱っている。 
 ③非住宅分野の木造化 
 ・公共建築物等木材利用促進法の施行（平成 22 年 10 月 1 日）以来、県や市町村は公

共施設の木造化に取組んでおり、令和元年度の公共建築物の木造化率は 27.5％であ

るが、県産木材の利用が特段に進んでいるとは言えない。 
 ・公共建築物への利用が進んでいる鶴岡市は、木材調達を建築工事と切り離した木工

分離発注により地域材を多く使用している。また、山形市は、市有林から生産された

木材を山形木材業組合に売り払いし、市産材の利用拡大促進を図っている。 
 ・県の支援で、やまがた県産木材利用センターは、市町村等を対象に、公共建築物

等の木造化の理解を深めるための研修会を開催している。 
 ・県は県産木材の利用を図るため、非住宅建築への助成を平成 31 年から開始してい

る。 

木材総需要量 ６５５

県産木材
５３５

県外産材 １１９
岩手 ３６ 宮城 １７

秋田 ６５ 福島 ０

栃木 ０ 新潟 １

外国産材 １

８１％

県外需要へ
９９

県内需要へ
４３６

うち１９%

うち８１%

うち100%

県内需要へ
１１９

県内需要へ１
うち100%

製材用 １０ 宮城０ 秋田 ０ 福島 ０ 群馬 ０ 新潟１０

合板用 ８８ 宮城 X 秋田 X 新潟 X          

チップ用 １ 宮城 X 秋田 X 福島 Ｘ

製材用
１８４

チップ用 ２５２

チップ用 ０

製材用 １１９

製材用 １

製材用 ３０４
県内１８４（６１%）

岩手 ３６ 宮城 １７
秋田 ６５ 福島 ０
栃木 ０ 外材 １

チップ用 ２５３
県内２５２（９９%）

宮城 × 秋田 ×
福島 ０

県内県外別内訳 （県外移出 ９９、県内消費 ５５６）

用途別内訳 （製材用 ３１４、合板用 ８８、チップ用 ２５３）

需要内訳

製材品

販売出荷量
８８(４８%)

（製材工場数）

（１０４）

うち製材品出荷量は、

県外
消費
５３

(６０%)

県内

消費
３５

(４０%)

単位：千ｍ3

※うち県産材消費量は２１［推定値］

（製材用の県内産率６１％を準用）

（Xは非公表）

１８％

１％
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・原木調達から製材品供給までの限定的なサプライチェーンにより、製材工場間のス

トック製品の融通等を行っている地域もあるが、需給動向に迅速に対応する全県域を

網羅する効率的な新たなサプライチェーン構築には、会員等の水平・垂直連携を強化

する必要がある。 
（２）課題 
   課題として、住宅分野、非住宅分野、広葉樹を取り上げる。 

①住宅分野の県産木材利用促進 
人口減とローコスト住宅の参入により県産木材の利用者である県内工務店の着

工棟数が伸びず、県産木材利用量が少なくなっている。また、零細・小規模製材工

場が多いことからコスト削減が難しく県産木材製品の価格も高い状況にある。併

せて、B材需要の増加により、素材生産の A材用の採材・仕分けが行われず製材用

原木が集まり難い状況にある。 

②非住宅分野の県産木材利用促進 
公共建築物等利用促進法が令和３年改正施行され、基本方針の対象が公共建築

物から建築物一般に拡大となり、脱炭素社会の実現に向けて建築分野におけるさ

らなる木材利用の促進が期待されている。 

現状として、設計者が県産木材で木造建築物を検討しても、伐採・製材・乾燥・

プレカットに長期間を要し、納期が不確かなことから県産材調達が難しい傾向に

ある。また、調達期間を短縮するために一般流通材での設計も行われているが、大

規模構造になると受注生産である県産木材製品は供給できない状況にある。 
③広葉樹資源の利用拡大 
 本県の広葉樹林は森林面積の６割を占め豊富な資源量を有しているが、利用量は

少なく大半が木材チップになっている。広葉樹の木目の美しさや硬くて丈夫な特徴

から建築内装材や家具等に利用されるが、これまで、安定的に調達できる輸入材が

使用されていた。 
近年は、世界的な需要増加から輸入材が減少しているが、県産広葉樹の供給体制

が無く、高まる需要に対応できない状況にある。 
課題解決策としては、製材所への原木供給体制、住宅や非住宅への県産木材製品

の供給体制、工務店や建築設計事務所からの需要動向について、情報提供・共有の

データベース化を検討する。 
   また、県産木材の相談窓口や情報データベースを活用したマッチング活動、公共

建築物等への県産木材供給体制を整備する。 
 

３ フォーラムで展開する取組の内容 

（１）令和２年度の取組 

需給情報データベースの構築し、原木の供給者から最終需要者である設計・施工

者に至る情報共有に取り組んだ。 

設計・施工者は建設に必要な製材品の情報を提供、プレカット工場は加工情報を、

製材工場は製材情報を、素材生産業者は原木供給情報を提供しマーケットインに基
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づいた情報の共有を図ることで、原木の供給者から最終需要者に至る個々の業務プ

ロセスを一元化し、全体コストを削減しながら、需給マッチングを目指すため、フォ

ーラムホームページ（https://www.yamagata-e-ie.com）に情報を掲載した。 

 共有する情報 

事業体 会社概要（所在地、代表者、連絡先、事業内容） 

素材生産業者 伐採情報（樹種、時期、地域、特徴） 

製材工場 製材情報（原木消費量（樹種、径級、長さ、品質）） 

製品生産情報（製品規格）、製品在庫数量 

プレカット工場 加工情報（加工機規格、日当り可能加工量） 

工務店等 需要情報（建築実績、使用規格） 

 

（２）令和３年度の取組 

① 県内の各地域毎に小規模なサプライチェーンを構築しネットワーク化するため、

会員募集、「もりんく」の普及啓発、需給情報一元化に取組んだ。 

② 需給マッチングのため、コーディネーターを２名増員して、会員のマッチング要

請等に対応可能な４名体制とした。 

③ 公共建築物の新築物件について、企画段階からの積極的な情報収集・情報提供を

行い、基本設計時点で木造化の方針を取りつけ、県産木材調達に関して山形県SCMの

体制を盛り込むために、市町村に建築計画の照会を行った。 

 

（３）次年度以降の取組 

① 情報共有のツールである「もりんく」及び「フォーラムホームページ」を活用し、

事業者間のマッチングを推進する。 

② ウッドショックにより、製品等のストック管理の必要性が明確化したことから、

ストック規模や期間について体制強化を検討する。 

 

４ フォーラムで実現する将来像と目標 

（１）フォーラムの関係者で実現する将来像 

①山県SCM推進フォーラム事務局が総合窓口として、フォーラム参加者の情報を共有

しつつ、コーディネーターの派遣や情報発信の拠点となる。 

②「もりんく」及び「フォーラムホームページ」の活用が増えることで、事業者間の

マッチングが進み、建築材利用増加とコスト削減を図る。 

③公共建築物の建設情報収取に取組み、建設規模から推定した素材の概算必要量を予

測し、必要な丸太体積を割り出す事で、素材調達から製品調達までを計画的に行う。 

④事業所が連携して製材品のストック管理を行うことにより、木造公共建築物の建設

における材料調達やウッドショック等の事態に対応できることから、県産木材の利用

促進が期待できる。 

（２）目標を定量化する指標 

①フォーラム会員の目標として、年間の事業者間のマッチング数と非住宅分野への
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県産木材供給件数を掲げる。 
・事業者間のマッチング数 ５件 
・非住宅分野への県産木材供給件数 １件 

 

５ 実施体制 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形県 SCM推進フォーラム会員（情報共有、マッチング、コスト削減） 

素材生産業者 
森林組合 

森林所有者 

製材所、集成材工場 
合板工場 

木材市場、運送業者 

プレカット工場 
工務店 
設計事務所 

原木生産情報 
◦場所 
◦樹種 
◦伐採時期 
◦材の特徴 
 
 

製品情報 
◦製品規格 
◦JAS、乾燥の有無 
◦在庫量 
乾燥施設情報 

 ◦性能 
 運送情報 
市場情報 

プレカット情報 
◦加工可能規格 
◦日当り可能加工量 
需要情報 
◦必要製品規格 

 
 

川上 川中 川下 

需要情報・製品情報

の反映 
 

需要情報・原木生産
情報の反映 
製材事業者間の連携
強化 

製品情報・原木生産情

報の反映 
 

県産木材データーベース化（情報の見える化） 

川上から川下の情報共有➡マッチング➡コスト削減 

 

山形県 SCM推進フォーラム事務局 
（総合窓口、会員情報収集、コーディネーター派遣、公共建築情報収集・提供） 

山形県 

SCM 
支援 

市町村 
建築計画 

情報
収集 

情

報

共

有

・

マ

ッ

チ

ン

グ 

情

報

共

有

・

マ

ッ

チ

ン

グ 
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６ 年次計画 

 

 2020 年 2021 年 

7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

参加者募集案内・受付          

情報交換会開催   ● ●  ●  ●  

サプライチェーン構想策定          

コーディネーターによるマッ

チング 

         

木材 SCM 支援システムの操作

方法等の指導 

         

 

 2021 年 2022 年 

4

月 

5

月 

6

月 

7 月 8 月 9 月 10

月 

11

月 

12

月 

1 月 2 月 3

月 

参加者募集案内・受

付 

            

会員共有情報収集             

行政建築情報収集             

コーディネーターに

よるマッチング 

            

情報交換会開催      ●  ●●   ●  

木材 SCM 支援システ

ムの普及啓発 
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※ ２、３、４のポイントを取りまとめた概略図 

地域の木材流通の現状・課題 

・令和元年次の山形県の木材需給状況 

 

 

 

 

 

・人口減少                       ・新築住宅着工数減少 

 

 

 

 

・非住宅分野木造建築物への県産木材の利用が進まない 

 公共建築物の県産木材使用率 

 

 

 

 

フォーラムで展開する取組の内容 

 需給情報データベースの構築、相談窓口、マッチング活動、県産木材供給体制整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォーラムで実施する将来像と目的 

 

 

 

 

 

 

 

1,261千人 

昭和 60年 

1,065千人 

令和２年 

893千人 

令和 17年推計値 

11,066戸 

平成９年 

5,005戸 

令和２年 

会員情報等入力 データーベース構築 

データベース活用

コーディネーター 

マッチング活動 

市町村 

公共建築物

 

情報収集 

（SCM 推進フォーラム事務局） 

県産木材調達 

ストック管理 

県産木材 

５３５㎥ 

県外需要９９㎥ 

（製材用 10、合板用 88、チップ用 1） 

県内需要４３６㎥ 

（製材用 184、チップ用 252） 
県外産材 

１１９㎥ 

外国産材 

１㎥ 

県内需要１２０㎥ 

外国産材１㎥ 

（製材用 1） 

県外産材１１９㎥ 

（製材用 119、チップ用 0） 

76％ 

平成 23年 

58％ 

令和元年 

・木構造設計者の不足 

・県産木材製品の調達間に合わない 
 

ローコスト住宅参入 

情報発信 

コーディネーター派遣 

マッチング 

マッチング増加 

コスト削減 

RC・県外木材 

公共建築物

 

県内産木材 

公共建築物

 

広葉樹 

現状 

チップ用主体 

体制整備 

建築材・家具材 
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※ ２、３、４のポイントを取りまとめた概略図 

地域の木材流通の現状・課題 

・令和元年次の山形県の木材需給状況 
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データベース活用

コーディネーター 
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情報収集 

（SCM 推進フォーラム事務局） 

県産木材調達 

ストック管理 

県産木材 

５３５㎥ 
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県内需要４３６㎥ 

（製材用 184、チップ用 252） 
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58％ 
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・木構造設計者の不足 

・県産木材製品の調達間に合わない 
 

ローコスト住宅参入 

情報発信 

コーディネーター派遣 

マッチング 

マッチング増加 

コスト削減 

RC・県外木材 

公共建築物

 

県内産木材 

公共建築物

 

広葉樹 

現状 

チップ用主体 

体制整備 

建築材・家具材 

 

 

 

 

 

福福島島県県ササププラライイチチェェーーンン構構想想・・計計画画  

（（事事務務局局：：福福島島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）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令令和和４４年年３３月月５５日日（（改改訂訂版版）） 
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令和３年度改訂分 

１．取組の概要 
令和２年度に策定した会津地域の SC 構想計画に中･浜通り地域の SC 構想計画を追加策定し、

福島県 SC 構想計画とした。 

 

２２．．中中･･浜浜通通りり地地域域のの森森林林･･林林業業･･木木材材産産業業のの特特徴徴  

 
  
  
  
  

会会津津地地方方  中中通通りり地地方方  浜浜通通りり地地方方  
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令和３年度改訂分 

１．取組の概要 
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会会津津地地方方  中中通通りり地地方方  浜浜通通りり地地方方  

3 
 

３３．．中中･･浜浜通通りり地地域域のの取取組組方方針針 

（１）会津地域の取組方針と重なる方針 
①公共施設の木造･木質化の推進 
②再造林の推進 
③規格型商品の PR 

（２）当地域特有の検討課題 
①素材の直送と原木市場のあり方 
②森林認証と認証材の流通 

４４．．木木材材 SSCCMM 推推進進にに向向けけたた課課題題とと方方向向  
－フォーラム会員へのヒアリングから－ 

課題 解決への意見 

安定的な需要が必要である 
・大ロットにまとめることで県外の大型需要（大手ハウ

スメーカー等）への販売を計画する 
・地域ゼネコン等との協力で規格型製品を開発する 

安定的な供給が困難な面がある 
(材供給も再造林も山主の意向で

あるため) 

・山主に利益の戻る仕組を検討・構築する 
・自治体による管理への移行を促進する 

モノがあっても需要と供給のタ

イミング・価格が合わない 

・利用時期を見越した事業者間の需給計画の共有を行う 
・特殊材等の規格化を行う 
・特殊材利用にかかる補助金により補填する 

利害関係の調整が課題である 
(リスク管理、利益分配 etc.) 

・既存 SC は触らず新たな製品・サービスで構築する 
・サプライチェーン上の事業者間での情報共有をする 
・資本提携、M&A 等により利害一致を図る 

利害関係の調整が課題である(情
報の見える化) 
情報の共有が出来ていない・言わ

ない 

・限定的な情報共有を行う 
 -オープンにする情報を選別、共有相手を限定する 

 

  

５５．．福福島島県県 SSCCMM 構構想想計計画画推推進進へへのの重重点点的的なな取取組組  
（１）再造林の推進 
＜県内各地域の取組事例＞ 
①ウエル造林（県南･南会津･他県連携） 
商社、大手製材業者、素材生産業者５社が広域で再造林を行う取組 

 山主に利益還元できる仕組みを目指す 
 新たな製品・サービス、需要のための SC 構築、SCM を行う 
 情報の選別を行い、情報共有を行う 
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②モクティ倶楽部（県北、南会津連携） 
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･育材費に充て

る取組 

 

 
③SGEC 森林認証材の安定供給、効率的な流通（いわき市） 
いわき市森林組合が管理受託した SGEC 認証林から生産される素材の安定供給と、直送方式等

による流通コスト削減への取組。 
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②モクティ倶楽部（県北、南会津連携） 
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･育材費に充て

る取組 

 

 
③SGEC 森林認証材の安定供給、効率的な流通（いわき市） 
いわき市森林組合が管理受託した SGEC 認証林から生産される素材の安定供給と、直送方式等

による流通コスト削減への取組。 
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④会津地域の取組 
モデル林の造成、集積土場の設置等、新たな取り組みによる再造林の推進。 

 

 

 

 

 地域内で、苗木生産、再造林、広葉樹・大径木の一次加工、規格型商品の開発・

販促など川上～川下まで、新たな取り組みが進んでいる。 

川川上上  

 苗苗木木生生産産・・販販売売  

南会津樹木育苗センター 

 モモデデルル林林のの造造成成  

・再造林地３候補地を

選定 
・来年度以降に植栽 

 加加工工・・製製造造機機能能のの  
拡拡充充  

川川中中  

・再造林に向け集積土場

を設置 
・既存加工設備に併設、 
広葉樹・大径木の一次加

工 
→付加価値向上と運搬経

費の削減へ 

・規格型商品の製造工場

と乾燥機の設置 

川川下下  

 規規格格型型商商品品のの  
開開発発・・販販促促  

MORI BAKO 
（会津森林活用機構） 

既製ムービングハウスをベ

ースに、サイズ・内部を見直

し、内部に福島県産材を利

用。オリジナル商品。 

縦ログ（芳賀沼製作）： 
・ＤＩＹショーで展示ＰＲ

を実施 
・DIY 向けとしては更なる

モジュール化が必要 
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（２）公共施設の木造･木質化の推進 
＜課題とステップアップへのプロセス＞ 

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 

 

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  
福島県木材協同組合連合会のホームページとの連携により、次の内容について PR を行う。 

①福島県 SCM 推進フォーラムや SCM 構想計画の紹介 
②規格型製品、広葉樹製品など各種木製品の紹介、営業ツールとして活用する 

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 
・製品の規格化 など 
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（２）公共施設の木造･木質化の推進 
＜課題とステップアップへのプロセス＞ 

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 

 

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  
福島県木材協同組合連合会のホームページとの連携により、次の内容について PR を行う。 

①福島県 SCM 推進フォーラムや SCM 構想計画の紹介 
②規格型製品、広葉樹製品など各種木製品の紹介、営業ツールとして活用する 

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 
・製品の規格化 など 
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以下、令和２年度策定分 

 

１ 地域の概要 

（１）取組を行う地域 

 

 

（２）フォーラムの参画者 

※ 名簿を別途添付することにより記載を省略することも可とする。 

 ①川上事業者（素材生産業者、森林組合等） 

 

 

 

 

 ②川中事業者（製材所、集成材工場、流通業者（市場、商社、運送業者等）等） 

 

 

 

 

 

 

 

 ③川下事業者（プレカット工場、工務店、ハウスメーカー等） 

 

 

 

 

  

福島県 
 
 
 

田村森林組合,㈱松栄商事,㈲福島原木センター,㈲川島林業,戸部商事㈱,㈱サンライフ 
佐久間建設工業㈱,朝田木材産業㈱,遠野興産㈱,アイパワーフォレスト㈱,会津木材協同組

合（計 11 社）※川中・川下と重複有。表 1 参照。 

田村森林組合,堀木材㈱,協和木材㈱,㈱芳賀沼製作,㈲高林材木店,㈱松栄商事,㈲福島原木セ

ンター,㈱オノツカ,㈱大栄木材,江戸川木材工業㈱小名浜工場,佐久間建設工業㈱,福島県郡

山地区木材製材協同組合,朝田木材産業㈱,遠野興産㈱,東白製材協同組合,㈱押田製材所, 
㈱荒川材木店,南東北木材㈱,㈱平木材市場,協同組合奥久慈木材流通センター,藤寿産業㈱,
会津木材協同組合,和田木材㈲, 磐城共栄木材(資)（計 24 社）※川上・川下と重複有。表 1
参照。 

㈱芳賀沼製作,㈱オノツカ,佐久間建設工業㈱,福島県郡山地区木材木工工業団地協同組合,
㈱押田製材所,㈱ツボイ,藤寿産業㈱,会津木材協同組合,会津電力㈱（計 9 社）※川上・川下

と重複有。表 1 参照。 
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以下、令和２年度策定分 

 

１ 地域の概要 

（１）取組を行う地域 

 

 

（２）フォーラムの参画者 

※ 名簿を別途添付することにより記載を省略することも可とする。 

 ①川上事業者（素材生産業者、森林組合等） 

 

 

 

 

 ②川中事業者（製材所、集成材工場、流通業者（市場、商社、運送業者等）等） 

 

 

 

 

 

 

 

 ③川下事業者（プレカット工場、工務店、ハウスメーカー等） 

 

 

 

 

  

福島県 
 
 
 

田村森林組合,㈱松栄商事,㈲福島原木センター,㈲川島林業,戸部商事㈱,㈱サンライフ 
佐久間建設工業㈱,朝田木材産業㈱,遠野興産㈱,アイパワーフォレスト㈱,会津木材協同組

合（計 11 社）※川中・川下と重複有。表 1 参照。 

田村森林組合,堀木材㈱,協和木材㈱,㈱芳賀沼製作,㈲高林材木店,㈱松栄商事,㈲福島原木セ

ンター,㈱オノツカ,㈱大栄木材,江戸川木材工業㈱小名浜工場,佐久間建設工業㈱,福島県郡

山地区木材製材協同組合,朝田木材産業㈱,遠野興産㈱,東白製材協同組合,㈱押田製材所, 
㈱荒川材木店,南東北木材㈱,㈱平木材市場,協同組合奥久慈木材流通センター,藤寿産業㈱,
会津木材協同組合,和田木材㈲, 磐城共栄木材(資)（計 24 社）※川上・川下と重複有。表 1
参照。 

㈱芳賀沼製作,㈱オノツカ,佐久間建設工業㈱,福島県郡山地区木材木工工業団地協同組合,
㈱押田製材所,㈱ツボイ,藤寿産業㈱,会津木材協同組合,会津電力㈱（計 9 社）※川上・川下

と重複有。表 1 参照。 
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表表  11  フフォォーーララムム登登録録事事業業者者  

 
以上 32 社 

 
※1 上記は令和 3 年 3 月 10 日時点でフォーラム会員登録書をご提出頂いたメンバーである。 
※2 3 頁では「③川下事業者（プレカット工場、工務店、ハウスメーカー等）」として記載。 
  

会社名 素材生産 製材・加工 住宅 流通 その他
1 田村森林組合 ○ ○
2 堀木材㈱ ○
3 協和木材㈱ ○
4 ㈱芳賀沼製作 ○ ○
5 ㈲高林材木店 ○
6 ㈱松栄商事 ○ ○
7 ㈲福島原木センター ○ ○ ○
8 ㈱オノツカ ○ ○
9 ㈲川島林業 ○
10 戸部商事㈱ ○
11 ㈱大栄木材 ○
12 江戸川木材工業㈱小名浜工場 ○
13 ㈱サンライフ ○
14 佐久間建設工業㈱ ○ ○ ○
15 福島県郡山地区木材製材協同組合 ○ ○
16 朝田木材産業㈱ ○ ○
17 福島県郡山地区木材木工工業団地協同組合 ○
18 遠野興産㈱ ○ ○
19 東白製材協同組合 ○
20 ㈱押田製材所 ○ ○
21 ㈱荒川材木店 ○
22 ㈱ツボイ ○
23 南東北木材㈱ 　 ○
24 会津電力㈱ ○
25 ㈱平木材市場 　 ○
26 協同組合奥久慈木材流通センター 　 ○
27 藤寿産業㈱ ○ 　
28 アイパワーフォレスト㈱ ○
29 会津木材協同組合 ○ ○ ○ ○
30 和田木材㈲ ○
31 磐城共栄木材(資) ○
32 ㈱光大産業 ○
合計 11 26 6 7 1
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２ 地域の木材流通の現状・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【林林業業・・木木材材産産業業概概要要】】  
当県は豊富な森林資源と首都圏また、地勢的に浜通り・中通り・会津地方の 3 地域に分けら

れ、林業・木材産業においても異なった特徴を持つ。 

 
 森林資源状況 
当県は森林面積 約 970 千 ha（森林率約 71%）、そのうち民有林が 58.0%、国有林が 42.0%

である。 

 地域別にみると、会津地域が最も森林面積が広く、次いで中通り、浜通りとなる（表 2）。
所有形態でみると、中通りは比較的私有林割合が多く、会津地域は国有林や公有林の割合が多

い（図 1）。会津地域と中通りとでは森林の総面積が 124 千 ha ほどの差があるが、私有林面

積は同等である。 

表表  22  所所有有形形態態別別森森林林面面積積  

 

 

図図  11  所所有有形形態態割割合合  
 
民有林の人工林率は全県 36.4%と比較して、浜通り・中通りが 50%前後と高く、会津地域は

23.4%と低い（表 3、図 2）。 

（単位 面積:ha）

国有林 公有林 私有林
森林市整備
センター

森林
総面積

408,477 97,061 455,792 11,966 973,296
86,622 19,903 96,377 1,818 204,720

116,020 23,254 179,071 3,881 322,226
205,835 53,904 180,344 6,267 446,350

県　計
浜通り計
中通り計
会津計
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２ 地域の木材流通の現状・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【林林業業・・木木材材産産業業概概要要】】  
当県は豊富な森林資源と首都圏また、地勢的に浜通り・中通り・会津地方の 3 地域に分けら

れ、林業・木材産業においても異なった特徴を持つ。 

 
 森林資源状況 
当県は森林面積 約 970 千 ha（森林率約 71%）、そのうち民有林が 58.0%、国有林が 42.0%

である。 

 地域別にみると、会津地域が最も森林面積が広く、次いで中通り、浜通りとなる（表 2）。
所有形態でみると、中通りは比較的私有林割合が多く、会津地域は国有林や公有林の割合が多

い（図 1）。会津地域と中通りとでは森林の総面積が 124 千 ha ほどの差があるが、私有林面

積は同等である。 

表表  22  所所有有形形態態別別森森林林面面積積  

 

 

図図  11  所所有有形形態態割割合合  
 
民有林の人工林率は全県 36.4%と比較して、浜通り・中通りが 50%前後と高く、会津地域は

23.4%と低い（表 3、図 2）。 
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総面積
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205,835 53,904 180,344 6,267 446,350
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表表  33  人人天天別別森森林林面面積積  

 

 
図図  22  人人工工林林天天然然林林割割合合  

 
民有林における森林蓄積量は約 151,615 千㎥、年間成長量 約 1,620 千㎥である。 
当該蓄積量のうち、針葉樹は 75.1%、広葉樹は 24.9%、当該年間成長量のうち針葉樹は 78.7%、

広葉樹は 21.3%。地域別にみると、針葉樹は中通り人工林が約 47.3%、広葉樹は会津地方天然

林が約 52.7%を占める（図 3）。 
表表  44  民民有有林林  人人天天・・針針広広別別材材積積  

 

（単位 面積:ha）
民有林
面積

人工林 天然林 竹林 未立木地
更新

困難地
人工林率

564,813 205,716 346,854 1,372 3,931 6,939 36.4%
118,095 62,021 53,450 363 945 1,317 52.5%
206,206 87,347 114,230 1,005 1,774 1,849 49.4%
240,512 56,349 179,174 5 1,211 3,773 23.4%
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浜通り計
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会津計
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県 計 浜通り計 中通り計 会津計

人工林 天然林 竹林 未立木地 更新

困難地

（単位 材積:立方メートル）
針葉樹 広葉樹 合計

人 105,468,174 332,494 105,800,668
天 8,409,942 37,404,807 45,814,749
人 30,513,683 46,349 30,560,032
天 2,457,618 5,424,287 9,623,131
人 47,177,678 139,650 47,317,328
天 4,180,185 12,280,217 14,719,176
人 27,776,813 146,495 27,923,308
天 1,772,139 19,700,303 21,472,442

県　計

浜通り計

中通り計

会津計
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  表表  55  針針広広別別年年間間成成長長量量  

 

 
図図  33  針針広広別別材材積積のの各各地地がが占占めめるる割割合合  

 
また、全国的な傾向と同様に、若齢級が少なく、10 齢級以上が人工林面積の 69.7%を占

める。 

 
図図  44  人人工工林林齢齢級級別別面面積積  （（単単位位：：hhaa））  

出典：福島県農林水産部「令和元年福島県森林・林業統計書」より抜粋・作成。 

 

（単位 材積:立方メートル）
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   素材生産状況 
 素材生産量は年間約 880 千㎥（平成 29 年実績）。 

 地域別にみると、針広共に中通りの占める割合が多い（図 5）。 
 

表表  66  平平成成 2299 年年素素材材生生産産量量  

 

 
図図  55  平平成成 2299 年年素素材材生生産産量量のの各各地地のの占占めめるる割割合合（（左左：：針針葉葉樹樹、、右右：：広広葉葉樹樹））  

 
出典：福島県農林水産部「令和元年福島県森林・林業統計書」より抜粋・作成。 

 
 木材需給状況 
県内の木材供給量のうち、県内生産割合は約 64.6%。県内供給量のうち中通りの供給量が

56.4%を占める。県内生産量割合は、県平均 64.6%に比較し、中通りがやや低い値（59.1%）で

ある。一方で会津地方は県内木材供給量の 10.5%を供給するが、県内生産割合が 97.9%と高い

（表 7）。 
表表  77  県県内内木木材材供供給給量量ににおおけけるる県県産産材材割割合合  

 

 
 

 
 

 
 

（単位 材積:千立方メートル）
総数 針葉樹 広葉樹

浜通り 285,176 253,951 31,225
中通り 453,831 401,001 52,830
会津地方 140,987 107,046 33,941
県計 879,994 761,998 117,996

33%

53%

14%

浜通り 中通り 会津地方

26%

45%

29%

浜通り 中通り 会津地方

（単位 材積:千立方メートル）

針 広 計 国産材 外材
浜通り 254 32 286 35 131 452 33.1% 63.3%
中通り 402 53 455 309 6 770 56.4% 59.1%
会津地方 107 34 141 2 1 144 10.5% 97.9%
県計 763 119 882 346 138 1366 100.0% 64.6%

県内生産
割合

県内生産量 輸・移入量
総数

供給量
割合
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  製材所数は 168 工場、製材品生産量は、359 千㎥のうち、中通りが 61.6%を占め、次いで浜

通りが 34.0%、会津地方が 4.5%となる（表 8）。 
 

表表  88  製製材材品品生生産産量量  

 

以上の資源や木材需給状況に表れているように、比較的温暖な県南（中）・いわき地区（浜）に

製材用丸太生産が集中しており、豪雪地帯の会津地方はチップ用原木の一大産地と特徴付けら

れている。 

 
出典：福島県農林水産部「令和元年福島県森林・林業統計書」より抜粋・作成。 
   「国産材戦国時代 十」、『日刊木材新聞』、2014 年 2 月 19 日、第 4 面より一部抜粋。 

 

（単位 材積:千立方メートル）
製材品生産量 生産量割合

浜通り 122 34.0%
中通り 221 61.6%
会津地方 16 4.5%
県計 359 100.0%
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   参加事業者の事業概要 
 素材生産 
 現時点におけるフォーラム参加事業者のうち素材生産を行うとした事業者は、加工や建設

業、エネルギー利用など川中～川下分野も行う（主な事業とする）事業者が 11 事業者中 9 事

業者と多い（表 9）。 
 

表表  99  フフォォーーララムム参参加加事事業業者者ののううちち素素材材生生産産をを行行うう事事業業者者のの業業務務内内容容  

 
出典:各組織 HP より引用・抜粋 

 
～川上・素材生産等の取組事例～ 
●南会津町における樹木育苗センター（2020.1,住友林業（株））：生産能力年間 30 万本 

 

図図  66  樹樹木木育育苗苗セセンンタターー出典:住友林業 HP より引用・抜粋 

 
 
 

組織名 業務内容

田村森林組合
林業技術等指導事業,林産販売事業,加工事業,森林整備事業,購買
事業,利用事業

㈱松栄商事
製材木材業,一般区域貨物運送業,素材生産業,産業廃棄物収集運
搬

㈲福島原木センター 単式市場,山林売買,伐採,搬出など林業全般

佐久間建設工業㈱ 総合建設工事請負,森林関連事業,農業関連事業,観光施設事業他

朝田木材産業㈱
一般建設業,宅建建物取引業,木材加工業（製材,集成材,建築資材,
木材チップ,NC加工,レーザー彫刻,伐採）

遠野興産㈱
木材チップ・バーク堆肥・オガ粉・木質ペレット製造及び販売
業,各種ペレットストーブ販売業,産業廃棄物の収集・運搬及び
中間処理業,一般廃棄物の収集・運搬及び中間処理業

㈲川島林業 造林,素材生産,伐採,間伐
戸部商事㈱矢祭事業所 山林経営（杉、桧等の撫育及び販売）

㈱サンライフ
立木買取,伐採搬出請負,危険木伐採,素材販売,造林,破砕作業,森
林再生

アイパワーフォレスト㈱
特殊伐採事業,森林の整備・保育・伐採・加工及び搬出と整地・
路網整備に関する事業,木質サッシの開発・生産及び販売,「会
津木材α10」の生産と販売事業,バイオマスエネルギー事業

会津木材協同組合
以下素材生産を行う組合員（業務内容）
栗城林業株式会社（林業全般）,環境管財株式会社(特殊伐採・
除草・薪の販売広葉樹の製材・森林整備等)
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   流通 

表表  1100  フフォォーーララムム参参加加事事業業者者ののううちち流流通通事事業業者者のの取取扱扱状状況況  

 

※各社 HP や所属団体で公開されている情報のみ記載。 
出典：福島県木材協同組合連合会 会員企業紹介 (fmokuren.net) 

 

会社名 年間製品出荷量 主な樹種 取扱商品など

㈲福島原木センター 33,538m3
スギ60％,ヒノキ
10％,マツ15％,広
葉樹15％

国産材専門,丸太

南東北木材㈱ 40,000m3

スギ72％,ヒノキ
10％,マツ10％,広
葉樹5％,その他
3％

原木

㈱平木材市場 60,000ｍ3
スギ85％,ヒノキ
5％,マツ3％,広葉
樹3％,その他4％

住宅構造材,羽柄
材,内装材,プレ
カット材
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 製材・加工 

表表  1111  フフォォーーララムム参参加加事事業業者者ののううちち製製材材・・加加工工事事業業者者のの取取扱扱状状況況  

 

※各社 HP や所属団体等で公開されている情報のみ記載。 

出典：福島県木材協同組合連合会 会員企業紹介 (fmokuren.net)/日刊木材新聞社「地域産材活用ガイドブック」 

年間製品
出荷量

主な樹種 取扱商品など JAS

田村森林組合 4,700m3 杉,桧 柱,羽柄,梁・桁,フローリング,土台 ●

堀木材㈱ 380m3
杉95％,松3％,広
葉樹2％

構造材、役物造作材、土木資材

協和木材㈱ 128,000m3 杉95％,桧5％
無垢構造材管柱,ヒノキ土台等,集成材（管
柱等）,無垢羽柄材（間柱,垂木,野縁等）,
杉ツーバイ材,ＷＯＯＤ.ALC,すべて国産材

●

㈲高林材木店 3,500m3 杉90％,桧10％
一般建築用材,パレット用材,土木用材,梱包
材

㈱松栄商事 13,500m3
杉60％,桧24％,
松15％

柱,土台,桁,梁,間柱,土木用材 ●

㈱オノツカ 3,000m3
杉15％,桧5％,松
10％,その他70％

大・中断面集成材（唐松,杉,ハイブリッド
唐松・杉）,一般製材品（構造材）,２×４
パネル（国産材スタッド使用）,本実加工

●

㈱大栄木材 9,000m3 桧100% 土台,管柱,間柱,大引 ●

江戸川木材工業㈱小名浜工場 8,000m3
米栂,ホワイト
ウッド

建築用羽柄材、土木材、梱包用材

佐久間建設工業㈱森林事業部 150m3
杉70%,桐10%,そ
の他20%

構造材、造作材、天板等

福島県郡山地区木材製材
協同組合

5,000m3
杉70％,桧2％,松
10％,広葉樹8％
その他10％

一般製材の構造材,梁桁,管柱,間柱,羽柄材 ●

朝田木材産業㈱ - -
オーダー加工,フローリング,壁材,KD管柱,
管柱,KD梁・桁,フリー板,什器,家具

福島県郡山地区木材木工
工業団地協同組合

2,383m3
杉30％,桧5％,松
51％,広葉樹9％　
その他5％

住宅構造部材、羽柄材、内装材、プレ
カット材

遠野興産㈱ 9,600m3 杉100％
木材チップ（製紙用・合板用・燃料用）,
製材（パレット材・梱包材）,粉砕バーク
オガ,チップダスト,木質ペレット燃料

㈱押田製材所 - -
一般製材の構造材,梁桁,管柱,間柱,羽柄材,
内装材,フローリング,本実加工板類,住宅設
備

●

㈱荒川材木店 1,700m3
杉70％,桧15％,
松5％,広葉樹
5％,その他5％

一般製材の構造材、梁桁・管柱・間柱・
羽柄材・内装材・フローリング・本実加
工板類、土木資材

●

㈱ツボイ 38,000m3
杉25％,桧10％,
松60％,その他
5％

構造材・羽柄材・合板プレカット材、そ
の他木材全般・建材全般・サッシ等

藤寿産業㈱ 4,000m3
杉25％,桧3％,唐
松70％,広葉樹
1％,その他1％

集成材(造作材,化粧用造作材,構造用,柱,梁,
大断面,湾曲材等)耐火構造用集成材CLT・
LVB等加工,一般製材（人工乾燥ムク材,造
作加工品,構造材）フローリング,羽目板,カ
ウンター,階段等,特殊加工品取扱

滝澤木材㈲（会津木材協同組合） 300m3 杉 60％,松 40％ 構造材・造作材・下地材・土木用木材 ●
川島木材㈱（会津木材協同組合） - - 内外木材建築材、土木用木材、フ?レカット
㈲田村製材所（会津木材協同組合） - - -
㈲会津管財（会津木材協同組合） - - 木材加工・製材業

和田木材㈲ 5,200m3 桧,杉
桧（土台,母屋,柱）,杉（柱,桁,母屋,間柱,
タルキ,造作・内装注文挽き

●
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  ～製材・加工取組事例～ 
● 国内初 杉ムク大断面製材 JAS 機械等級を取得（2013 年,協同組合いわき加工センタ

ー（組合員：荒川材木店,ダイテックが主軸） 
 
 住宅・その他 

表表  1122  フフォォーーララムム参参加加事事業業者者ののううちち住住宅宅・・そそのの他他事事業業者者のの取取扱扱状状況況  

 

 
～住宅・その他取組事例～ 
●震災後、ログハウスで仮説住宅を供給した経験から縦ログ構法を開発（芳賀沼製作が中心、

南会津町産スギ材を利用） 

 

図図  77  南南会会津津町町地地域域交交流流施施設設  針針生生ほほししっっぱぱのの家家  
※㈱芳賀沼製作 HP より引用 

 

業務内容

会津木材協同組合

㈲長谷川泰司商店（建築・土木用木材・建築資材・ウレタン断
熱材吹付施工）/㈱共榮（内装材・インテリア家具・店舗什器や
ディスプレイなど木製品加工全般）/大日本木材防腐株式会社/
㈲小沼建設工業所（建設部・石材部工事業）/㈱成田木材建設
（建築・土木用木材,プレカット,建築資材,各種建材,住宅設備）
/会津中央測量設計㈱（森林調査及び森林コンサルタント業務）

佐久間建設工業㈱ 総合建設工事請負,森林関連事業,農業関連事業,観光施設事業他
㈱芳賀沼製作 材木の製材・加工・販売、建設業

会津電力㈱
・自然エネルギーを利用した発電事業及び電気・熱エネルギー
供給、販売事業,自然エネルギー事業の設計、施工請負及びコン
サルティング業務など
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   全体傾向など 
川上から川下まで、マテリアル利用からバイオマス利用まで、満遍なく参画頂いている状況

であるが、川上をみると、加工や建設業、エネルギー利用など川中～川下分野も行う（主な事

業とする）事業者が多い。川中・川下事業者が安定供給等を目的として 1 社で SC 構築・管理

を行う動きがあると捉えられる。 
川中をみると、県内の生産量を占める製材・加工事業者の大半に参画して頂いていることに

加え、様々な樹種、加工に対応できる状況である。 
今後は、現状参画頂いている川下（住宅・その他）事業者を中心にニーズを整理、SC 構築に

繋げることに加え、川下事業者の参画呼び込みをしていくことが望ましい。 

 
～SC に関連する取組事例～ 
●森林認証製品供給拡大の取り組み（認証林所有、認証製品生産：日本製紙,三井物産,磐城造

林,みなみあいづ森林ネットワーク(会員：芳賀沼製作, 福島県郡山地区木材木工工業団地協同

組合)※その他、フォーラム参画者においても、FM 認証,CoC 認証取得が進んでいる。 
※出典：日刊木材新聞社「地域産材活用ガイドブック」,ヒアリングによる 

 

 
図図  88  事事業業者者拠拠点点図図  
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   木材流通等の課題 
以下、情報交換会やヒアリングで挙げられた課題について整理する。 
 素材生産等 
・丸太生産増加、安定供給における最大の課題が伐採現場を確定できないこと（森林の所有者

境界）。また、所有者の同意を得ることなどにも労力を要する。 
・市町村職員に専門家がいない。２，３年ごとに一から出直し。 
・伐採地手前の所有者から作業道の承諾得られず搬出困難になることもある。 
・森林資源はあっても仕事は誰がやるのか、人材の育成確保が必要。 
・植栽後の管理に手間と金がかかる。 
 製材・加工 
・大断面の製材品は集成材であればすぐに調達出来るが、無垢の製材品では規格外のものは準

備しにくい。大規模建築物の製材品でも規格化が必要。 
・公共施設等で使う大断面製材品は、いつ売れるか不透明で在庫を抱える。 

・大径材の価格は海外から見ても安すぎると思う。需要拡大が必要。 
・県産材・市産材をできるだけ使いたいが、最近では安定して手に入りにくいと感じる。 
 住宅・その他 
・海外輸出をする場合、北米・欧州では認証材であることが必須で FSC の認証材が必要だが、

福島県には FSC 認証森林が少ない。 
 SC、環境認証、地域材認証など 
・SGEC を取得しても、今までの取引で認証材を求められたことがない。 
・住宅を建てる側では認証材についてはピンとこない。一般消費者はまだ認識ないように思わ

れる。 
・工務店等から会津材でとの注文を受けたのは前の話で現在はほとんどない。 
・会津材の指定があるとすれば公共工事くらいだが、公共工事の材は特殊寸法となること多い

し、その上事前に準備しておくことを求められることがある。それを行うには乾燥施設、保管

施設が必要となる。 
・会津では集成材・CLT 工場がない。 
・南会津町の公共施設で町産材の活用進みつつある。その場合 JAS 材とトレーサビリティは

必須。 
・今後住宅需要や地域内消費は先細り、海外の消費などに向け付加価値をつけ、売り込む努力

が求められる。その場合新たな使い方の提案と認証材が必要となる。 

 

 
図図  99  SSCC 構構築築にに関関すするる主主なな課課題題  

川上
（森林管理・素材生産）

川中
（製材・集成材生産）

課
題

 十分な情報把握・共有をしていない
 需給ミスマッチ、経営・生産計画策定し難い

 環境に配慮した施業

 安定した素材供給
 事業地・人材確保

川下
（家具等木工・建設）

 品質への対応
 過剰在庫の解消

 国産材・地域材や、環境認証材への需要の創出・探索
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３ フォーラムで展開する取組の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【本事業の流れ】 

本年度は会津地域にてモデル検討、来年度以降に実証や浜中通での展開、連携をしていく流

れを想定する。 

 

 

【施策の方向性】 

 背景：“SDGs”“CO2 削減”等、今後、環境に配慮した持続可能な企業活動・商品・消費が

スタンダードに移行していく。 

 基本方針：「Made In Fukushima」で、環境に配慮した木材・木材製品を供給する。 

 SC 構築に関する課題および解決方針 

課題としては川中・川下では、国内における国産材・地域材、認証材のニーズ、必要性が薄

いという課題が目立っていた。全体的には、十分な情報把握・共有の必要性の意見が聞かれた。

各課題に対する当フォーラムの解決方針を以下図 10 に示す。 

 

 

図図  1100    課課題題--解解決決方方針針対対応応図図  
 

R2年度

R3年度

R4年度

会津地域
モデル検討

会津地域
モデル実証

中通り・浜通り
普及展開

福島全県へ

浜通り

中通り

会津
連携
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  【SC モデルの検討】 
SC モデルを検討するにあたり、今回は会津地域、当地域での取組を題材とした。来年度以

降、他地域や他製品・プロジェクトなどについて本検討モデルをベースに SC 構築を支援する

計画である。 

 
 基本の方向性：前頁図 10 に記載のものと同様。 
 会津地方特有の課題： 

バイオマス用丸太の一大産地と評される通り、構造材（特に無垢）に不向きな材の割

合が多い。かつ、地域内には集成材や CLT 工場がない。 
また、「会津材」等地域材需要は乏しく、現段階では需要開拓が必須である。 

 取組の方針： 
・公共施設の木造化等に向けた内装材等の生産・提供 
 会津材の品質に沿って、内装材や特殊製材を強みとしていく。 
また、まずは会津地域はじめ県内公共施設をターゲットとする。公共施設に利用す

ることで PR にも寄与する。 
最終的には、公共施設に使用される全ての材料を一括供給も検討する。その中で、 

・規格型商品の PR 
 会津材の品質に合う商品企画を行う。 
 また、特徴的な商品の提供により、会津材等地域材 PR やブランド化へ。 

 
図図  1111  会会津津地地域域ににおおけけるる SSCC モモデデルル  

 

川上
（森林管理・素材生産）

川中
（製材・集成材生産）

川下
（家具等木工・建設）

木材製品WEBマッチングシステム

（南会津樹木育苗センター）

≪規格型商品≫
一部に地域材・広葉樹

 苗木生産
 再造林

 素材生産

※イメージ図：森箱®

≪公共施設等非住宅向け≫ 福島県
市町村

（製造工場と乾燥機）

 製材  加工・製造

需給調整システム
トレーサビリティシステム

施業計画 仕入・生産計画 需要情報・販売計画

© 2021 F2 Energy Inc.

①森箱 ②縦ログ ③その他

民間企業
販売所/研修
所/事務所etc

ホームセン
ター、一般消
費者など

想定市場
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 その他主に実施が望まれる取組 
 再造林の推進について 
 ・体制の整備・構築 

(伐採計画、造林計画の把握／国有林、公有林、公社有林、私有林ごとに情報の収集) 
 ・造林苗木の供給体制 
 ・地域における伐採・搬出・再造林ガイドブックの作成整備 
 広葉樹の利用について 
・山土場整備による分別管理（チップ用材と製材用材との分別） 

 
 公共施設向け需給調整方法・システム 基本構成 
次頁図 13 のスケジュールおよび提供すべき情報をもとに作成した。 
 
 定期的な情報共有について 
・目的：需要側に対して商品情報や確実な供給可能範囲など条件を示すこと、ニーズや

実物件の計画情報の吸い上げ及び対応の迅速化（＝競争力強化） 
・方法：素材生産の生産計画（できれば等級含む）、製材所の等級含む仕入・生産計画、

加工・製作の仕入・生産・販売計画を 3 か月から半年単位で共有する。伐採地を指定する

ときは、川上事業者と 1～1.5 年前には協議が必要。 
 

 プロジェクトでの供給について 
・目的：供給側の見積と納期を出して約束通り納品すること、川下側・需要側にスケジ

ュール等情報を円滑に共有することで不測の事態へも対応迅速化 
・方法：仕様、使用量、スケジュールを受けて、見積・納期を共有 

 

図図  1122    公公共共施施設設向向けけ需需給給調調整整方方法法・・シシスステテムム  基基本本構構成成図図  
  
これら情報の共有方法として木材コーディネーターや需給調整システムを配備。 

147



24 
 

  
 （参考）公共施設向け提案の流れと提供情報 

 
図図  1133  （（参参考考））公公共共施施設設向向けけ提提案案のの流流れれおおよよびび提提供供情情報報  

 
 本システムのメリットについて 
定期的な川下情報を吸い上げることにより、 
・提案漏れなど機会損失の回避 
・ニーズを的確にとらえた商品開発への活用 
・積極的な提案活動によるビジネスチャンスの拡大 

会津方部（もしくは協力業者）一体提供による 
・提案先の事務量削減 
・安定供給の確約 
・提案先への情報提供の迅速化＝競合製品等に対する競争力の向上 
・複数事業者による営業活動のシェア＝営業費の抑制 

情報をオープンにする場合（オープンにする情報種類や閲覧可能者の範囲は慎重な議論が

必要） 
・適正価格で販売、公正な利益分配＝事業・業界の持続 
・明確な合意形成の迅速化 
・責任所在の明確化＝ボトルネックがわかるため製品やサービスの精度向上、コスト低

減 
・他分野からの業者参入、人材流入など業界全体の活性化                

など 
 （参考）品質に関して 
公共向け内装材である場合、JAS 認証工場からの出荷であること、JAS 製品であることが

望ましい。また、提案する製品によって、域内での JAS 認証取得や、会津地域外・県外業

者との連携が必要。 
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 規格型商品の需給調整方法・システム 基本構成について 
以下具体的な商品を想定して検討を行った。 
 システム要点 
・基本設計・規格化は、川上（会津地域から出材する丸太の樹種や材質）に合わせて実施。 
・詳細設計（明確な需要が見えた）時点で、素材生産側が採材などを合わせて実施。 
・生産計画や在庫情報を整備しておくことで、顧客からの樹種指定など対応も迅速化でき

る。 

 
図図  1144  規規格格型型商商品品のの需需給給調調整整方方法法・・シシスステテムム  基基本本構構成成（（図図））  

 （参考）具体的な商品 
・縦ログ構法 
震災後、ログハウスで仮説住宅を供給した経験から芳賀沼製作が中心となって開発した

構法。本構法の特徴は以下の通り。 
①木材の確保・生産が容易 
150mm 角程度の正角材、あるいは平角材を結束して使うため、地方の中小規模の製材所

でも製作しやすい。 
②標準化された簡易な構法 
木材のパネル化は非常に簡単で、現場での組み立ても高度な技術を要さない。 
③在来構法をベースとした汎用性の高さ 
在来軸組構法を主にしながら部分的に縦ログの壁パネルを使うことも可能。 
④木あらわし仕上げができる「準耐火構造」 
⑤壁倍率の大臣認定も取得       など 

 

図図  1155  縦縦ロロググ構構法法事事例例    
出典：はりゅうウッドスタジオ HP より抜粋。 
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 （参考）具体的な商品 
・森箱® 木造ムービングハウス 
「森箱®」とは、森林資源を利用して生活や仕事のための空間を提供する商品・サービス

で、会津森林活用機構株式会社の商標である。 
そのうちの一つである「木造ムービングハウス」は、ベースを「スマートモジューロ」と

いうトレーラーで移動可能な規格型の住まい・空間商品を用いている。使用者の用途に合

わせて、自由に設計することが可能で、全国的に緊急災害時用仮設住宅として引き合いが

強い。 
会津森林活用機構（株）が、内装や家具、構造材への会津材利用を検討・開発中。 
本商品は、会津材の品質に合わせた商品開発や営業を行うことを特徴とする。 

 
図図  1166  （（参参考考））森森箱箱®®  木木造造ムムーービビンンググハハウウススイイメメーージジとと生生産産工工場場内内観観  
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 （参考）トレーサビリティーの確保について 
サプライチェーン構築と同様、トレーサビリティー確保もあくまで事業を行うための手

段である。したがって、解決したい課題や目的に合わせた仕組み、そして、市場調査に基

づく販売戦略・出口と制度構築・運用コストを見据えた経済合理的なシステム設計が必要

である。例えば、海外市場をターゲットにする場合は環境認証（FSC、PEFC、SGEC)、
地産材のブランド化であれば地域独自の認証制度構築などである。 
以下に「使った分だけ植える」コンセプトの地産材ブランド化を目指す場合における最

小システム構成イメージを示す。まずは既に市場調査を行う川下業者と連携や販売してい

る木製品と連携、市場調査に基づく商品企画や販売戦略をたて PR をしていき、ブランド

が浸透もしくは市場が見えれば、運用コストとの見合いで、トレーサビリティーを確保し

て最終消費者への細かな情報提供を検討するなどステップを踏むことが望ましい。 

 
図図  1177  「「使使っったた分分だだけけ植植ええるる会会津津材材」」ブブラランンドド化化のの最最小小シシスステテムム構構成成イイメメーージジ  

 
 全県との連携イメージ 
 素材生産等 

・苗木供給 
・再造林体制の共有 

 製材・加工等 
・公共施設：県内の他製品（構造材含む）や設計事務所との協同提案、 

一体提供の仕組み構築 
・規格型商品：県内他製品・事業者との組み合わせ、開発 

 全体の SC システム等 
・WEB マッチングシステム整備→全県へ提案 
・令和 3 年以降、公共施設の内装材、規格化商品（森箱®）を事例として需給調整・

トレーサビリティシステムの概要・課題整理 
・令和 3 年以降、各種システムの実施設計・整備→他地域へ提案・カスタマイズ利用 
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４ フォーラムで実現する将来像と目標 

（１）フォーラムの関係者で実現する将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【将来像】 
 再造林が担保される等、環境に配慮された施業地から産出された木材のサプライチェ

ーン構築・ブランド化 
 そのために、業態間における需給情報の十分な共有、事業での協業を実現し、そ

の中で予実管理による全体の最適化や、新たな商品開発や需要創出を図る。 
 

 
図図  1188  将将来来像像  イイメメーージジ図図  

 
【その他効果】 
・福島県の木材サプライチェーン全体における全体最適化、トータルコストダウンの実現 
特に川上還元を念頭に置いてサプライチェーンの運営を行うことで、森林所有者・林業事

業体への利益還元が実現、主伐～再造林～育林という循環型林業の実現に資する。 
・サプライチェーンで取り扱う木材のトレーサビリティーを確保することにより、需要者・

消費者に環境に配慮された森林施業から産出された木材調達を証明することが担保され、

県産材・地域産材のブランド化に資すると共に、再造林未済地の発生を抑制することが可

能となる。 
・サプライチェーンの最適化により県内の木材の需給量が増大すること、またフォーラム

により実効性の高い需給計画が PDCA サイクルにより実行されること、それによりこれ

までの住宅建築用だけでなく、低層建築物（住宅等）における木造建築物の件数が増加す

る（福島県内の低層建物（13m 以下）は全て木造を目指す）こと、木質バイオマスによる

発電・熱利用事業が勃興することにより、二酸化炭素の固定、カーボンニュートラルによ

る二酸化炭素排出抑制効果が期待される。 

管理団体：県・当フォーラムを前進とする団体など

森林管理
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（２）目標を定量化する指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 実施体制 

【福島県サプライチェーン推進フォーラムの役割】 
サプライチェーンは、地域別、恒久的、短期的、様々なものが民間主導で存在するという前提のも

と、本フォーラムは、下記を支援する。 
①サプライチェーン構築のためのマッチング※1 

②サプライチェーンの最適化 
③サプライチェーンの顧客への営業・スペックイン 
④サプライチェーンの効率化・高度化に貢献するスマート技術の紹介 
※１マッチングとは、「サプライチェーン構築のための事業者間のマッチング」「サプライチェーン

と顧客とのマッチング」を指す。 

 
図図  1199  実実施施体体制制図図  

  

 本フォーラムが新たな SC 構築支援を行う案件における目標値（5 年後目安） 

 
■素材生産量 約 6,200m3増加 
■製材出荷量 約 3,100m3増加 
■端材発生量目安 約 2,000ton（皆伐前提であればバイオマス材は一層多い） 

 
（参考値） 
・公共施設における木材利用量：400m3／年 

→県内公共施設 2 件／年×200m3／件※＝400m3 
 ※福島県林業振興課「福島県内の公共建築物における木材利用事例集」より平均値算出。 
・規格型商品 
→1 商品（プロジェクト）あたり 300m3／年※×6 商品＝1800m3 
※森箱生産における現段階での年間最大使用可能量。 

・素材→製材歩留まり 5 割、製材→製品歩留まり 7 割と仮定した場合。 
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６ 年次計画 
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６ 年次計画 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

三重県サプライチェーン構想・計画 

（事務局：三重県木材協同組合連合会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月５日 
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１ 地域の概要 

（１）取組を行う地域 

 

 

 

（２）フォーラムの参画者 

名簿を添付。 

 ①川上事業者（素材生産業者、森林組合等） 

 

 

 ②川中事業者（製材所、集成材工場、流通業者（市場、商社、運送業者等）等） 

 

 

 ③川下事業者（プレカット工場、工務店、ハウスメーカー等） 

 

 

 

２ 地域の木材流通の現状・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県内の木材供給事業者と都市部の木材の扱い量を増やそうとする又は木材をこれから

使おうと考えている事業者 
 

名簿に記載 

 
 

名簿に記載 

 
 
 名簿に記載 

 
 
 

三重県では、昭和 50 年代（1975 年～1985 年）までは 30 年生以下の森林に間伐、枝

打ち等を行い、優良な森林が多くありました。その時代に手入れされた森林は 40 年後の

現在では 60 年生を超える森林となっています。県内の 60 年生を超える森林は、約 6 万

6 千 ha、2,200 万 m3 あり、その中の多くは優良な林分と考えられます。しかしながら、

A 材の需要は長期的に低迷し、材価も低迷したままです。これでは森林所有者の伐採意

欲は上がらず、資源が十分活用されず「緑の循環」も十分機能しているとは言えない状

況です。現状の伐採材積は約 350 千 m3／年で前記の 2,200 万 m3 の 1.5％程度となって

います。 
そのため、A 材の供給先を開拓し、原木から製品の流れをスムーズにすることが県内

林業・木材産業の成長産業化を進めるために必要となります。 
素材生産は民間事業者、森林組合ともに森林所有者の意向が強く反映し、大手の森林

所有者は林業の専業でなければ、立木価格が安いと伐採しようとしません。また、皆伐

を行わないのは再造林に多くの経費がかかる獣害の影響も大きいと思われます。ただし、

大手の森林所有者は作業員数人を抱え、ある程度の皆伐を行っています。 
伐採された木材は主に県内に 6 箇所ある原木市場に運ばれます。以前はこれがほとん

どでしたが、この 5～6 年は合板工場、製材工場へ直送されることも多くなりました。 
伐採された素材は 4 割程度が県外（和歌山、愛知、岐阜など）へ移出され、残り 6 割

を県内の約 200社の製材工場と合板工場が消費しています。同時に他県産（約 70千m3）、
外材（約 65 千 m3）も同時に県内で消費されています。県内最大手の製材工場は約 20 千

m3 で合板工場の 1/5 程度です。大規模の製材工場がないことが三重県の泣き所です。 
製材工場の多くは「桧の役物柱生産」「杉の板材生産」「パレット・箱物生産」「桧の通

し柱生産」など専門化し、それぞれが原木市場の材木を分け合い仕入れています。 
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１ 地域の概要 

（１）取組を行う地域 

 

 

 

（２）フォーラムの参画者 

名簿を添付。 

 ①川上事業者（素材生産業者、森林組合等） 

 

 

 ②川中事業者（製材所、集成材工場、流通業者（市場、商社、運送業者等）等） 

 

 

 ③川下事業者（プレカット工場、工務店、ハウスメーカー等） 

 

 

 

２ 地域の木材流通の現状・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県内の木材供給事業者と都市部の木材の扱い量を増やそうとする又は木材をこれから

使おうと考えている事業者 
 

名簿に記載 

 
 

名簿に記載 

 
 
 名簿に記載 

 
 
 

三重県では、昭和 50 年代（1975 年～1985 年）までは 30 年生以下の森林に間伐、枝

打ち等を行い、優良な森林が多くありました。その時代に手入れされた森林は 40 年後の

現在では 60 年生を超える森林となっています。県内の 60 年生を超える森林は、約 6 万
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を行わないのは再造林に多くの経費がかかる獣害の影響も大きいと思われます。ただし、

大手の森林所有者は作業員数人を抱え、ある程度の皆伐を行っています。 
伐採された木材は主に県内に 6 箇所ある原木市場に運ばれます。以前はこれがほとん

どでしたが、この 5～6 年は合板工場、製材工場へ直送されることも多くなりました。 
伐採された素材は 4 割程度が県外（和歌山、愛知、岐阜など）へ移出され、残り 6 割

を県内の約 200社の製材工場と合板工場が消費しています。同時に他県産（約 70千m3）、
外材（約 65 千 m3）も同時に県内で消費されています。県内最大手の製材工場は約 20 千

m3 で合板工場の 1/5 程度です。大規模の製材工場がないことが三重県の泣き所です。 
製材工場の多くは「桧の役物柱生産」「杉の板材生産」「パレット・箱物生産」「桧の通

し柱生産」など専門化し、それぞれが原木市場の材木を分け合い仕入れています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ フォーラムで展開する取組の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1． 県内で中大規模木造の物件が発注されるとき 
従来のサプライチェーンでは小規模で 1 つのチェーンでは対応できないので、数カ

所存在するサプライチェーンの中心にある事業者が話し合いを行い、条件をすり合わ

せ、ネットワーク化を行う。このとき、建築士・工務店から情報を提供者してもらい、

三重県木協連、コーディネーターが中心となって話し合いの場をセットする。 
できれば、中大規模木造建築の情報が公開された段階で、話し合いを行い、川上か

ら川下の関係者が集まって情報共有を行う、具体的な出荷体制を協議する。 
 

2． 県外の事業者に向けて A 材の販売を行うとき  

木材関連のイベントに出展し、都市部のマンション、店舗の設計・工事を行ってい

る事業者等で、 

 従来から木材を扱っている事業者に働きかけ、木材関係の事業量を増やし、三重

県産材を扱ってもらうようＰＲする。 

 従来は木材を扱っていない事業者に建築基準法の改正や木材の良さの具体的事例

を紹介し、SDGsへの配慮としても有効な木材利用を手がけてもらえるようにする。 

上記について、事務局、コーディネーター、木材加工・流通事業者で手分けし交渉

を行う。 

 

 

 

 

 

一部の地域密着型の製材所では、大工を相手に年間数棟の住宅部材一式を生産して販売

しているところもあり、建築も行っている製材所もあります。 
 製材された木材は大きく 2 つに分かれる。1 つは県内外の製品市場に直接出荷する場合。

もうひとつは普段から取引のある顧客に販売し、残りを製品市場に出荷する場合。この 2
つの比率は各事業者によって異なる。 
 上記の顧客には流通事業者、工務店、プレカット、自社建築物件などがある。松阪ウッ

ドピア製品市場からは北海道、沖縄を除く全国に販売されている。県外の製品市場（木材

センターを含む）には愛知県、首都圏に出荷されている。三重県以西の製品市場には、ほ

ぼ出荷されていない。 
 木材流通の課題は、県内においては、県の中南部は木材生産、加工が盛んであり、小規

模なサプライチェーンが整っている。県北部は木材生産、加工が盛んではなく、木材の供

給は主に愛知、岐阜等他県の事業者が担っており、従来からの事業者との関係が強く、県

内の事業者が入ることは難しい。 
 また、木造住宅の部材としての製材品なので、大ロットの木材供給の経験がなく、現状

の木造住宅の供給では問題がないが、中大規模木造の物件が出てくると、木材供給に苦労

することとなる不安がある。 
 県外においては、以前大手の木材商社と話をして、県内の事業者に取引を呼びかけたが、

取引数量が大きすぎ、1 社では応じかね、数社まとめようとしてもまとまらなかった経緯

がある。これには価格の問題もあった。 
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４ フォーラムで実現する将来像と目標 

（１）フォーラムの関係者で実現する将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）目標を定量化する指標 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

５ 実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 川上から川下までの各事業者とフォーラムとの関係を含め体系的に整理する。 

 

 

 

 

 

 県内サプライチェーンは中大規模木造の発注がなければ機能しないので、目標は立て

られない。 
 広域サプライチェーンは当事業終了から 3 年後（2024 年度）の目標を下記のとおり

する。 
フォーラム参加の製材所は原木使用量を平均 1 割増 
流通業は取扱木材量を 5％増 
素材生産量の 5％増 

 
  

 

 

 
 

 

1. 県内サプライチェーン 
中大規模木造建築の情報が公開された段階で情報を交換することを確認しておき、

必要に応じて川上から川下の関係者による情報交換会を開催することで適切な木材

供給に取りかかることができる。 
これは、フォーラム参加者だけではなく、多くの事業者が参加する必要がある。 
 

2. 広域サプライチェーン 
新しい顧客が開拓され、木材のサプライチェーンができあがると、供給量を増やす

取り組みが必要となり、伐採量が増加し、森林の整備も進み、木材産業も取扱高の増

加が起こり、森林・林業・木材産業の活性化、成長産業化が図れる。 

 

  

 

 

  

 

 

 

1. 森林組合は、フォーラムの状況を組合員に報告し、A) 県内サプライチェーンが稼働す

る場合は皆伐を働きかける。B) 広域サプライチェーンが稼働し始めたら、A 材の豊富

な林地の伐採を所有者に働きかける。 
2. 製材業者は A) では川下からの要請に基づき製材量を調整する。B) では寸法精度を上

げ、表面の仕上げも、より丁寧に行う。 
3. 流通業者は A) では互いに調整し、製材業者に働きかける。B) では工務店、建築士と製

材業者との調整を行う。 

158
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流通業は取扱木材量を 5％増 
素材生産量の 5％増 

 
  

 

 

 
 

 

1. 県内サプライチェーン 
中大規模木造建築の情報が公開された段階で情報を交換することを確認しておき、

必要に応じて川上から川下の関係者による情報交換会を開催することで適切な木材

供給に取りかかることができる。 
これは、フォーラム参加者だけではなく、多くの事業者が参加する必要がある。 
 

2. 広域サプライチェーン 
新しい顧客が開拓され、木材のサプライチェーンができあがると、供給量を増やす

取り組みが必要となり、伐採量が増加し、森林の整備も進み、木材産業も取扱高の増

加が起こり、森林・林業・木材産業の活性化、成長産業化が図れる。 

 

  

 

 

  

 

 

 

1. 森林組合は、フォーラムの状況を組合員に報告し、A) 県内サプライチェーンが稼働す

る場合は皆伐を働きかける。B) 広域サプライチェーンが稼働し始めたら、A 材の豊富

な林地の伐採を所有者に働きかける。 
2. 製材業者は A) では川下からの要請に基づき製材量を調整する。B) では寸法精度を上

げ、表面の仕上げも、より丁寧に行う。 
3. 流通業者は A) では互いに調整し、製材業者に働きかける。B) では工務店、建築士と製

材業者との調整を行う。 

６ 年次計画 

 

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

参加者募集

情報交換会

サプライチェーン構想策定

コーディネーターによるマッ
チング

県内SCづくりの話し合い

広域SCのための働きかけ

もりんく講習・広報

令和2年度

2020年 2022年

令和3年度

2021年
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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　名簿 (R3.12.1現在)
NO. 所　　　　　属 役　　職 氏　名 川上 川中 川下 分　野

1 三重県農林⽔産部森林・林業経営課 課⻑ 木下　直也 ⾏政
2 松阪市林業⽀援センター 主任 山下　大祐 ⾏政
3 三重県森林組合連合会 森林活性課⻑ 小宮　宏之 〇 森林組合
4 松阪飯南森林組合集約課 課⻑ 堀木　寛人 〇 素材生産
5 松阪飯南森林組合流通課 課⻑代理 中村　裕二 〇 原木市場
6 中勢森林組合 理事参事 山﨑　昌彦 〇 森林組合
7 野地木材工業(株) 専務 野地　伸卓 〇 製材
8 (株)オオコーチ 専務取締役 ⻩瀬 栄⼀郎 〇 製材
9 グリーンウッドタクミ協同組合 代表理事 浦⽥　理 〇 製材

10 (株)マルナカ 代表取締役 山本　洋 〇 製材
11 辻木材(株) 専務取締役 辻　親徳 〇 プレカット
12 コウヨウ(株) 統括本部⻑ 山本　浩己 〇 プレカット
13 伊賀プレカット協同組合 理事⻑ 辻本　林義 〇 プレカット
14 (株)濱周商事 取締役・事務 新玉　恭史 〇 流通
15 旭建材(株) 常務取締役 市川　実良 〇 流通
16 有限会社小川耕太郎∞百合⼦社 課⻑ 藤井　大造 〇 流通
17 ⼀級建築士事務所湯谷建築設計 代表 湯谷　紘介 〇 設計
18 (株)森本建築事務所 代表取締役 森本　雅史 〇 設計
19 ⻄尾建築設計事務所 所⻑ ⻄尾　茂 〇 設計
20 小粥建築設計室 代表 小粥　吉美 〇 設計
21 建築設計工房　空 代表 北川 早苗 〇 設計
22 (有)南勢建築設計 代表取締役 伊東　俊⼀ 〇 設計
23 Ｉ設計室 代表 伊藤　嘉浩 〇 設計
24 (株)エラ・プラン 代表取締役 ⽥中　啓⼀ 〇 建築
25 (株)天然樹ホーム 代表 照井　修二 〇 建築
26 なかむら建設(株) 取締役会⻑ 中村　伸二 〇 建築
27 (株)上村工務店 代表取締役会⻑ 上村　義⼀ 〇 建築
28 トータルアシトプラン株式会社 代表取締役 堤　久夫 〇 建築
29 (株)FP　オフィス　トパーズ 代表取締役 坂　昭宏 コンサル
30 三重県木材協同組合連合会 理事⻑ 野地　洋正 事務局
31 三重県木材協同組合連合会 専務理事 前⽥　勉 事務局
32 三重県木材協同組合連合会 参与 深⽥　透 事務局
33 三重県木材協同組合連合会 参事 真弓　哲裕 事務局
34 三重県木材協同組合連合会 課⻑ 山﨑　久美⼦ 事務局

コーディネーター
35 (株)萩原建設 代表 萩原　義雄
36 松阪木材(株)woodpia21事業部 課⻑ 中野　貴文

オブザーバー
45 三重県農林⽔産部森林・林業経営課 副参事 福島　康広 ⾏政
46 三重県農林⽔産部森林・林業経営課 班⻑ 平野　美凡 ⾏政
47 三重県農林⽔産部森林・林業経営課 主任 河原　賢 ⾏政
48 三重県農林⽔産部森林・林業経営課 技師 ⻄　健太郎 ⾏政

計
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鳥取県産材サプライチェーン構想・計画 

（事務局：鳥取県森林組合連合会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年３月１０日 
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１１  地地域域のの概概要要  

（（１１）） 取取組組をを行行うう地地域域  

 鳥取県内全域。必要に応じて他県と連携を行う。 

 

（（２２）） フフォォーーララムムのの参参画画者者  

  合計 ３３社  

①川上事業者（素材生産業者、森林組合等） 

  １０社 

 ②川中事業者（製材所、集成材工場、流通業者（市場、商社、運送業者等）等） 

  １４社 

 ③川下事業者（プレカット工場、工務店、ハウスメーカー等） 

   ５社 

 ④その他 

   ４社 

 

２２  地地域域のの木木材材流流通通のの現現状状・・課課題題  

（（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 
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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。 
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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

っている状況がある。 
 

 
 

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もある。 
 

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も増加している。 

  

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

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

163



 
4 

 

製材用に関しては、全国的には大規模国産材加工施設の整備が進んでいるが、県

内では依然として中小規模の製材工場が中心的な役割を占めており、県内の製材用

材の需要は低位にとどまっている。 
 
県内の製材工場は、中小規模の工場が多く、また多品種少量の木材製品を作って

いることから、製材工場が求める原木の規格は様々である。原木市場等が県内製材

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、間伐材主体の素材生

産ため、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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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。 
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今後は皆伐も取り入れながら木材生産量を拡大し、製材工場や合板工場といった

需要者の要望に応じた木材の供給体制を構築していく必要がある。 
 

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と県外へ

の販売戦略が必要である。 
木材製品の需要者である設計、工務店関係者から、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））鳥鳥取取県県ににおおけけるる県県産産材材利利用用促促進進のの取取組組  

アア  鳥鳥取取県県森森林林（（ももりり））づづくくりり基基金金  

平成３１年３月に県内の林業・木材産業やバイオマス発電等、主伐に関わる事業

者が負担金を出し合い「鳥取県森林（もり）づくり基金」を創設した。これを財源

として植栽経費など皆伐再造林に必要な経費を助成する取組を開始した。 

 
イイ  皆皆伐伐再再造造林林のの推推進進にに向向けけたた取取組組（（単単県県費費にによよるる再再造造林林支支援援））  

森林所有者の再造林に係る負担を軽減するため、再造林に係る植栽や下刈り等に

要する経費を支援するとして、造林事業を単県費で独自に嵩上げしている。 
植栽樹種 補助率（造林事業） 

小花粉スギ、クヌギ、広葉樹、耐雪性スギ等 植栽、下刈り等 90％（68%） 
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ウウ  鳥鳥取取県県産産材材のの産産地地証証明明制制度度  

県内の林業・木材産業等に携わる事業者等で構成される「鳥取県産材活用協議会」

は、産地をはじめ、素材生産から最終消費まで各段階において流通の履歴を明らか

にする県産材の産地証明制度を平成１４年度から実施している（令和元年度の県産

材証明実績９，９４１ｍ３（７５８件）、事務局：鳥取県森林組合連合会）。 
 

エエ  住住宅宅ででのの県県産産材材活活用用支支援援「「ととっっととりり住住ままいいるる支支援援事事業業」」  

県内事業者による県産材を活用した住宅の建設及び改修に要する資金の一部を

助成することで、地場産業の振興と県産材の利用促進を図る「とっとり住まいる支

援事業」を平成２６年度から実施している（平成１４年度には本事業の前身である

事業を創設）。 
 

 
オオ  非非住住宅宅ででのの県県産産材材活活用用支支援援「「県県産産材材利利用用促促進進にに向向けけたた非非住住宅宅建建築築モモデデルル推推進進事事業業」」  

平成３０年度から、非住宅建築における利用を推進するため、県産材による内装

木質化及び県産材の普及活動を支援する「木質空間モデル施設整備推進事業」を県

単独事業で実施している。その後、令和２年度からは新たに非住宅建築の木造化を

支援に加えた「県産材利用促進に向けた非住宅建築モデル推進事業」を実施してい

る。  

166



 
6 

 

  

ウウ  鳥鳥取取県県産産材材のの産産地地証証明明制制度度  

県内の林業・木材産業等に携わる事業者等で構成される「鳥取県産材活用協議会」

は、産地をはじめ、素材生産から最終消費まで各段階において流通の履歴を明らか

にする県産材の産地証明制度を平成１４年度から実施している（令和元年度の県産

材証明実績９，９４１ｍ３（７５８件）、事務局：鳥取県森林組合連合会）。 
 

エエ  住住宅宅ででのの県県産産材材活活用用支支援援「「ととっっととりり住住ままいいるる支支援援事事業業」」  

県内事業者による県産材を活用した住宅の建設及び改修に要する資金の一部を

助成することで、地場産業の振興と県産材の利用促進を図る「とっとり住まいる支

援事業」を平成２６年度から実施している（平成１４年度には本事業の前身である

事業を創設）。 
 

 
オオ  非非住住宅宅ででのの県県産産材材活活用用支支援援「「県県産産材材利利用用促促進進にに向向けけたた非非住住宅宅建建築築モモデデルル推推進進事事業業」」  

平成３０年度から、非住宅建築における利用を推進するため、県産材による内装

木質化及び県産材の普及活動を支援する「木質空間モデル施設整備推進事業」を県

単独事業で実施している。その後、令和２年度からは新たに非住宅建築の木造化を

支援に加えた「県産材利用促進に向けた非住宅建築モデル推進事業」を実施してい

る。  
 

7 
 

 
カカ  木木づづかかいいのの国国ととっっととりりをを実実現現すするる会会のの取取組組  

県産材利用を進めて「木づかいの国とっとり」を実現するため、県内の林業・木

材産業・設計、建築業の民間団体と県を構成員とする「木づかいの国とっとりを実

現する会」を平成２８年６月に設立し、情報共有及び合意形成を図りつつ、県産材

利用推進のための課題・解決策の検討及び取組を進めている。 
 

このように、鳥取県産材の産地証明制度の仕組みや、住宅・非住宅での県産材利

用を促進する施策等の実施により県産材の利用を進めているが、川上・川中・川下

のそれぞれの段階で、県産材の需給に関する様々な課題があることから、本事業に

おいて、川上・川中・川下の段階ごとの事業者が木材の需給情報を幅広く共有する

ことが可能なシステムについて協議し、また、問題点を段階ごとに抽出し、その解

決方法を見つけながら、需給情報を共有するシステムを構築し、鳥取県産材の供給

拡大につなげる。 
 

 

３３  フフォォーーララムムでで展展開開すするる取取組組のの内内容容  

   県内の木材流通について各業態から得られた意見を踏まえて取り組みの方向を

整理し、具体的な解決案について協議してく。取り組みの方向としては、①「各

業態毎の個別課題の整理と共有」、②「ICTを活用した業務の効率化」、③「設

計・建築段階に着目しての木材利用の促進」の３つの柱に集中して個別に解決策

を提示し、実現に向けて具体的な取組みを行っていく。 

 

課題①「各業態毎の個別課題の整理と共有」 

   川上・川中・川下の各業態毎の個別課題について意見交換と共有を行ってい

く。併せて課題②、課題③の部分と連携させ、課題解決の具体案について協議を

していく。 

  課題②「ICTを活用した業務の効率化」 

   流通や業務管理において、他業種と比較すると森林林業・木材産業はデジタル

化の進捗が遅れている。システム関係業者と連携し、実務ベースの協議を行って

いく。 

   ・各種証明書・流通関係のデジタル化 

   ・各団体の業務のデジタル化推進（現場管理、業務管理、会計事務等） 

  課題③「設計・建築段階部分に着目しての木材利用の促進」 

   建築物に木材を利用していくのに対して、設計段階から工夫すべき部分がある

ので、設計段階から木材利用についての具体案を協議していく。 

   ・公共物件等の木材利用について 

   ・川下側からの木材利用のマッチング 
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４４  フフォォーーララムムでで実実現現すするる将将来来像像とと目目標標  

（１）フォーラムの関係者で実現する将来像 

① 「各業態毎の個別課題の整理と共有」を行うことで 

・他業態と連携しての新たなビジネスへの取組が進む 

・県内木材需要に対して少ない供給量を増加するための課題を整理し、解決し

ていき素材生産量の増加と需給ギャップの解消につなげる 

・地域、業態の枠組みを越えた交流の場をつくり、課題の共有や若手をはじめ

とした人材育成に取組む 

・②、③の取り組み等から各事業者の成功事例を情報共有し、各事業者の発展

に資する 

 

 

 

 

② 「ICTを活用した業務の効率化」を行うことで 

・各種証明書、流通情報のデジタル化を行うことで需給情報の把握と需給ギャ

ップの整理を可能にする 

・ICTを活用した業務の効率化を進めることで今まで目に見えなかった事務手

間を減らし、できるところからコスト削減を行う 

・システム関係業者と連携し、森林林業・木材産業以外でのデジタル化等の取

り組み等も参考にしながら、やる気のある事業者毎に成功事例を積み重ねてい

き、成功事例の共有を行っていく 
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③ 「設計・建築段階部分に着目しての木材利用の促進」 

・設計・建築段階部分に提案等が可能なアドバイザーを確保し、公共物件等に

県産材利用を行っていくための取り組みを進めていく 

・流通情報を整理し、川下側の需要状況を把握することで県産材製品の供給効

率を高め、需給ギャップを埋めていく 
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（２）目標を定量化する指標 

  ※『とっとり森林・林業振興ビジョン』より 

  ①供給面からみた需給ギャップの解消に向けての取り組み 

   現状：鳥取県内木材需要量平成 30年度 782,000㎥／年に対して、鳥取県内での

素材生産量が平成 30年度 305,000㎥／年 

   目標：素材生産量を令和 7年度 40万㎥／年、令和 12年度 50万㎥／年 

    ②需要面からみた需給ギャップの解消に向けての取り組み 

   現状：鳥取県内木材需要に占める県産材率平成 30年度約 31％ 

   目標：鳥取県内木材需要に占める県産材率を令和 7年度に 42％。令和 12年度

に約 50％ 

 

５５  実実施施体体制制  

 『全体部会』で必要に応じたサプライチェーンの関係団体を集めて協議を行い、課題の共有と具体的

な解決策の協議を行う。若手の交流などを行い、人材育成も行っていく。また、専門部会やコーディネ

ーターによるマッチングを通じて得られた成功事例を共有し、業界全体の能力の向上につなげる。 

 『システム部会』で川上から川下までの少人数が集まり、専門的知見を持つアドバイザー等からの意

見を聞きながら、ＩＣＴを活用した証明及び需給情報の一元管理や事務コストの削減を可能にする方策

について協議し、具体案をフォーラム内で提案し、実現を目指す。 

 『設計・建築部会』で川上から川下までの少人数が集まり、専門的知見を持つアドバイザー等からの

意見を聞きながら、他県の事例なども参考にして公共物件等に県産材利用を行っていくための取り組み

を進めていく。また、流通情報を整理し、川下側の需要状況を把握することで県産材製品の需要拡大を

目指す。協議した内容をフォーラム内で提案し、実現を目指す。 

 実務担当者からなる『幹事会』で情報をまとめ、整理して具体策と実行案について協議していく。 

 会員団体全てが集まる『総会』で意思決定を行う。
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（２）目標を定量化する指標 

  ※『とっとり森林・林業振興ビジョン』より 

  ①供給面からみた需給ギャップの解消に向けての取り組み 

   現状：鳥取県内木材需要量平成 30年度 782,000㎥／年に対して、鳥取県内での

素材生産量が平成 30年度 305,000㎥／年 

   目標：素材生産量を令和 7年度 40万㎥／年、令和 12年度 50万㎥／年 

    ②需要面からみた需給ギャップの解消に向けての取り組み 

   現状：鳥取県内木材需要に占める県産材率平成 30年度約 31％ 

   目標：鳥取県内木材需要に占める県産材率を令和 7年度に 42％。令和 12年度

に約 50％ 

 

５５  実実施施体体制制  

 『全体部会』で必要に応じたサプライチェーンの関係団体を集めて協議を行い、課題の共有と具体的

な解決策の協議を行う。若手の交流などを行い、人材育成も行っていく。また、専門部会やコーディネ

ーターによるマッチングを通じて得られた成功事例を共有し、業界全体の能力の向上につなげる。 

 『システム部会』で川上から川下までの少人数が集まり、専門的知見を持つアドバイザー等からの意

見を聞きながら、ＩＣＴを活用した証明及び需給情報の一元管理や事務コストの削減を可能にする方策

について協議し、具体案をフォーラム内で提案し、実現を目指す。 

 『設計・建築部会』で川上から川下までの少人数が集まり、専門的知見を持つアドバイザー等からの

意見を聞きながら、他県の事例なども参考にして公共物件等に県産材利用を行っていくための取り組み

を進めていく。また、流通情報を整理し、川下側の需要状況を把握することで県産材製品の需要拡大を

目指す。協議した内容をフォーラム内で提案し、実現を目指す。 

 実務担当者からなる『幹事会』で情報をまとめ、整理して具体策と実行案について協議していく。 

 会員団体全てが集まる『総会』で意思決定を行う。
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６６  年年次次計計画画  

区分 概要 取組内容 

 

参加事業者募集 

 

随時募集 

・各とりまとめ団体に協力を仰ぎ、広く会員を募集

する。随時募集を行う。 

 

総会 開催 年 2 回程度 ・年次計画設立時、年次実績報告時に開催 

 

 

幹事会 開催 

 

年 2 回程度 

・年次計画設立時、年次実績報告時に開催 

・フォーラムの前に実務担当者ですりあわせを行う 

 

 

全体部会開催 

 

適宜開催 

・適宜開催し、意見交換・交流会・研修会等を幅広

く行う 

・令和３年度に具体的な課題とその解決方法を協議

し、令和４年度に解決策の実行を行う 

 

 

システム部会 

 

適宜開催 

・適宜開催し、少数で具体的な協議を行う 

・令和３年度にシステム開発の具体的な内容の協議

を行い、令和４年度に運用を行う 

 

 

設計・建築部会 

 

適宜開催 

・適宜開催し、少数で具体的な協議を行う 

・令和３年度に県産材需要の掘り起こしのための具

体的な内容の協議を行い、令和４年度に実行する 
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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 

 

サプライチェーン構想・計画書 
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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 

 

サプライチェーン構想・計画書 

 

 2 

1. 目的 

日本の林業を停滞から立て直すには、今までの体制から脱却して、新しい林業・木材産業の安

定産業化に向けた取組、特にサスティナブルな仕組みを作るには経済活動を活用した大胆なイ

ノベーションが必要になって来ている。 

具体的には、川上から川下までの流通全体を見て、コーディネートされ、森林再生というビジ

ョンを共有した広義の意味の木材クラスター（木材産業だけでなく地域の工務店を含めて）に

よる出口と繋がった林業経営と、出材コストや製材コストだけでなく、山元への利益還元の仕

組構築が最重要になる。 

これらを継続的に動かして行くには、消費者の倫理的な消費活動に共感を得る必要が有り、ア

カデミアによって理念と品質が裏打ちされた認証材と、地域に貢献し地域住民から敬愛される

地域工務店を含む木材クラスターの存在も必須となる。 

 

2. 構想 

我々が考える地域に合ったイノベーションの仕組みは； 

① 山元―製材所―プレカット工場－工務店で、理念を共有する林業の 6 次産業化の形成 

② 工務店による原木の直接購入を可能にし、山元への価値還元を行う仕組み 

③ 木造住宅の構造材としての SP ウッド認証による消費者への価値訴求 

の 3 つで構成される。 

 

これらを実現するための道具立てとして、情報系トレーサビリティシステムと人間系コーディ

ネーションで構成する森林再生プラットフォームを構築する。このプラットフォームの社会実

装については、地域に合わせて、プラットフォームの構築・試行・本格運営・自立事業化とい

う４段階を踏んで実現していく。 

SP ウッドとは一般的な建築資材としての国産木材に「森林再生」という理念と「明確なトレ

ーサビリティ」による生産者～消費者の相互顔見せという価値を付加し、工務店が自信と責任

を持って消費者に提供することができる木材を示す。また、SP ウッドは原木（丸太）または製

材に対して、別に定めるそれぞれの基準を用いて選木を行うことで、その品質を維持している。

従って、それぞれの地域でコーディネーターの役割を担う事業体は、SP ウッドの価値と意味

を理解し選木を適切かつ確実に実施、または管理する必要がある。建築資材としての木材には

多くの樹種があるが、当面は国産スギ材を SPウッドの対象とする。 

 

3. 課題 

新規参画する事業者が増えていくなかで実行に支障が出ないように、情報流・物流・商流の各

流通を見直し、発生しつつある、また見込まれる課題がある。 

参画工務店が増えることに伴い、製材所での製材・乾燥の合理化と製材品の在庫スペースの合

理化、そして出荷時の製材品のピックアップの迅速性を考慮しトレーサビリティシステムに以

下の機能を追加した。 

１．システム上での工務店名の入力 

２．出荷時の工務店名の入力 

この機能を追加することで工務店毎の在庫の必要がなくなり、倉庫での在庫は同寸がまとまる

ことで在庫スペースが合理的となり、ピックアップ作業が迅速となる。 

 

4. 普及計画 

SP ウッドの新流通の仕組みをそれぞれの地域で、その地域の事情に合わせたかたちでプラット

フォームを構築し、その地域の川上から川下までの木材流通の全体感をもってコーディネート

できる人材の育成、プラットフォームの管理者の育成を目的とする。 

全国展開基本版は、共通する部分についてのマニュアルで、それぞれの地域には地域に合った

コーディネーションを行う事業体（地域 SPC事業体）が必要で、次の４段階を経て自立事業化

を目指して行く。 

・森林再生プラットフォーム構築（第 1 段階） 

・プラットフォーム試行（第 2 段階） 

・プラットフォーム本格運営（第 3 段階） 
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・地域 SPCの自立事業化（第 4 段階） 

最初の第 1～3 段階は地域行政（主として都道府県行政）と共に実現する段階で、第４段階以

降は自立した地域 SPC 事業体が実現する段階とする。つまり、第 1～3 段階までは自立に向け

た地域行政の支援が必要となる。 

 

5. 森林再生プラットフォーム構築（第１段階） 

以下の①から④について検討実施する。 

① 地域でのプラットフォーム案の作成 

地域行政と共に、実施地域の山元の森林資源や取材状況、製材所の製材設備や能力等の調

査を行い、工務店、プレカット工場も含めた事業者と協議をし、その地域のプラットフォ

ームの概要案を作成する。 

プラットフォーム概念図は下記の通りである。 

 

② プラットフォーム参画者による 6次産業の形成 

実施対象地域において事業理念を理解する熱意のある山元、製材所、プレカット工場、工

務店を発掘し、6 次産業を形成する 

 

③ 各事業者の役割と地域に合った取引ルールの作成/合意 

プラットフォームの概要に合わせ、以下の項目について事業者間の取引ルール(添付資料

－２)を作成し、合意を取り付ける。 

④ 地域での SPC 事業体の選定・設立 

事業体は事業理念を理解し、能力と熱意のあるリーダーシップを持ち合わせる事業体候補

の中から選定し、地域 SPC 事業体を設立する。 

 

6. プラットフォーム試行（第２段階） 

SPCは地域SPC事業体と連携し以下を取り組む。 

① 地域に合ったプラットフォーム運営マニュアルの作成・提供 

プラットフォームの概要案を元にその地域にあったプラットフォーム運営マニュアルを
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・地域 SPCの自立事業化（第 4 段階） 

最初の第 1～3 段階は地域行政（主として都道府県行政）と共に実現する段階で、第４段階以

降は自立した地域 SPC 事業体が実現する段階とする。つまり、第 1～3 段階までは自立に向け

た地域行政の支援が必要となる。 

 

5. 森林再生プラットフォーム構築（第１段階） 

以下の①から④について検討実施する。 

① 地域でのプラットフォーム案の作成 

地域行政と共に、実施地域の山元の森林資源や取材状況、製材所の製材設備や能力等の調

査を行い、工務店、プレカット工場も含めた事業者と協議をし、その地域のプラットフォ

ームの概要案を作成する。 

プラットフォーム概念図は下記の通りである。 

 

② プラットフォーム参画者による 6次産業の形成 

実施対象地域において事業理念を理解する熱意のある山元、製材所、プレカット工場、工

務店を発掘し、6 次産業を形成する 

 

③ 各事業者の役割と地域に合った取引ルールの作成/合意 

プラットフォームの概要に合わせ、以下の項目について事業者間の取引ルール(添付資料

－２)を作成し、合意を取り付ける。 

④ 地域での SPC 事業体の選定・設立 

事業体は事業理念を理解し、能力と熱意のあるリーダーシップを持ち合わせる事業体候補

の中から選定し、地域 SPC 事業体を設立する。 

 

6. プラットフォーム試行（第２段階） 

SPCは地域SPC事業体と連携し以下を取り組む。 

① 地域に合ったプラットフォーム運営マニュアルの作成・提供 

プラットフォームの概要案を元にその地域にあったプラットフォーム運営マニュアルを
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SPCが作成し、実際に試行する。 

プラットフォーム運営マニュアルは作業マニュアル、人材育成マニュアル、トレーサビリ

ティシステム操作マニュアルで構成される。 

② トレーサビリティシステム（e-Forester）の提供と実地講習会 

本システムは6次産業を形成する事業者が原木の伐採計画から構造材の現場納品までの全

工程の見える化を実現し、システム上で関係者がいつでも確認できる。 

実際にシステムを導入するに当たり、以下の点について実地講習会を行う。 

システムのデータの見方、ダウンロード等の活用方法についても講習会を実施する。作業

とシステムの講習会の実施により、関係者全員が川上から川下までのスムーズなシステム

運営を短時間で習得可能にする。 

③ 年２回の試行的運営と年４回の全体会議による改善 

1年間に2回の試行的な発注（発注情報は半年間の上棟予定物件数とその物件面積から算出

する概算数量を基本とする）・出材・製材・プレカットを実際に行い、上手くいかない点を

年4回のプラットフォーム参画者の全体会議で改善することにより、地域にあったプラット

フォームの構築を早期に実現する。 

全体会議は6次産業を再確認しPDCA（Plan、Do、Check、Action）サイクルを回す為の貴重な

機会である。 

 

7. プラットフォーム本格運営（第３段階） 

① 目標数量発注と出材体制の確認 

＜構造材の目標数量発注と原木出材体制＞ 

試行段階を経て、工務店は半年間に必要とする構造材の需要情報をプラットフォームのシ

ステムに入力する。山元はその需要情報をもとに出材計画を提示する。出材可能な数量が

需要数量に満たない場合の原木調達は、プラットフォーム参画者間で協議し、同品質材を

製材所の支援のもとに納品することが出来る。 

＜計画的引取りと計画的出材について＞ 

工務店の構造材在庫の計画的な引取りをするために、工務店は取引ルールに従って「邸別

上棟のスケジュール管理システム」に物件の上棟工程を正確な情報として入力する。遅延、

前倒しや物件の消失が合った場合は速やかに変更入力を行う。また山元の原木出材に関し

ては、山元が取引ルールに従って「原木のスケジュール管理システム」を活用し計画的出

材の見える化をはかる 

 

② 各段階におけるボトルネック解消 

プラットフォーム本格運営内で継続して発生が予想される各工程におけるボトルネックは、

地域SPC事業体を中心に、引き続き開かれる全体会議の中で解消する。SPCは他地域におけ

る同様のボトルネックの情報、その解決策などを提供する。 

 

③ 在庫管理について 

第１段階で策定した取引ルールの「在庫管理」に則って在庫が管理できているかを確認す
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る。特にＱＲコード、ＩＣタグの読み取りによるシステム上の在庫の変動と実在庫の変動

に相違が生じていないかを細かく確認し、相違が確認された場合は速やかにその原因を解

明する。複数の工務店の構造材在庫を同一ヤードで管理するに当たっては、工務店間同士

で構造材同等品のシステム上における名義変更が必要となり、それぞれの工務店のシステ

ム上の在庫と実在庫の相違についても上記同様に確認する（取引ルール参照）。棚卸作業

は取引ルールに従って行ない、実地に合わせてより効率的に出来るように協議する 

 

④ 地域SPC事業体の体制整備 

地域SPC事業体は、第4段階からその地域で自立事業化に向けた体制整備を確認し、プラッ

トフォーム管理者、システム管理者を決定し、諸事の最終確認を行なう。 

 

8. 地域SPCの自立事業化(第４段階) 

① 地域での新原木A材流通システムの確立 

第１段階から第３段階までを経て、その地域に合ったSPウッドの流通システムの一応の確

立を確認する。 

その後も常にPDCAサイクルによって改善を加えて行くが、並行して工務店間の材の共通化、

羽柄材の付加価値の向上（仕上材、家具に活用など）をプラットフォーム参画者で協議す

る。 

SPC事業体はプラットフォーム参画者、特に川下の工務店と協議し、地域の消費者に対して

価値を訴求する手段を考察し、実行に移す。 

 

② 地域SPC事業体の収支計画 

地域SPC事業体は、取引ルールの取引価格、また地域SPC事業体の年間必要経費を鑑み、プ

ラットフォーム参画者の正しい情報を収集し、その情報に基づく収支計画を立てる。収支

計画は参画するすべての業者と共有し、共通の目的として認識し合う。 

 

9. 消費者へ向けた普及として 

木材消費者へのＰＲ活動をし、価値を共感してもらうことが資金還流するサプライチェーンを

構築するうえで重要であると考え、消費者へ向けた普及活動の計画をたてる会議をおこない（一

般社団法人IKIGAIプロジェクトへの役務との協同）、令和４年下旬メディア発表に結び付ける。 

 

 

10. 令和３年度事業の実績 

●実施体制 

＜川上事業者＞ 

有限会社 角仲林業（素材生産業者）／磯村産業株式会社（素材生産業者）／秩父広域森林組合

（森林組合） 

＜川中事業者＞ 

金子製材株式会社（製材業者）／島﨑木材株式会社（プレカット加工業者） 
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る。特にＱＲコード、ＩＣタグの読み取りによるシステム上の在庫の変動と実在庫の変動

に相違が生じていないかを細かく確認し、相違が確認された場合は速やかにその原因を解

明する。複数の工務店の構造材在庫を同一ヤードで管理するに当たっては、工務店間同士

で構造材同等品のシステム上における名義変更が必要となり、それぞれの工務店のシステ

ム上の在庫と実在庫の相違についても上記同様に確認する（取引ルール参照）。棚卸作業

は取引ルールに従って行ない、実地に合わせてより効率的に出来るように協議する 

 

④ 地域SPC事業体の体制整備 

地域SPC事業体は、第4段階からその地域で自立事業化に向けた体制整備を確認し、プラッ

トフォーム管理者、システム管理者を決定し、諸事の最終確認を行なう。 

 

8. 地域SPCの自立事業化(第４段階) 

① 地域での新原木A材流通システムの確立 

第１段階から第３段階までを経て、その地域に合ったSPウッドの流通システムの一応の確

立を確認する。 

その後も常にPDCAサイクルによって改善を加えて行くが、並行して工務店間の材の共通化、

羽柄材の付加価値の向上（仕上材、家具に活用など）をプラットフォーム参画者で協議す

る。 

SPC事業体はプラットフォーム参画者、特に川下の工務店と協議し、地域の消費者に対して

価値を訴求する手段を考察し、実行に移す。 

 

② 地域SPC事業体の収支計画 

地域SPC事業体は、取引ルールの取引価格、また地域SPC事業体の年間必要経費を鑑み、プ

ラットフォーム参画者の正しい情報を収集し、その情報に基づく収支計画を立てる。収支

計画は参画するすべての業者と共有し、共通の目的として認識し合う。 

 

9. 消費者へ向けた普及として 

木材消費者へのＰＲ活動をし、価値を共感してもらうことが資金還流するサプライチェーンを

構築するうえで重要であると考え、消費者へ向けた普及活動の計画をたてる会議をおこない（一

般社団法人IKIGAIプロジェクトへの役務との協同）、令和４年下旬メディア発表に結び付ける。 

 

 

10. 令和３年度事業の実績 

●実施体制 

＜川上事業者＞ 

有限会社 角仲林業（素材生産業者）／磯村産業株式会社（素材生産業者）／秩父広域森林組合

（森林組合） 

＜川中事業者＞ 

金子製材株式会社（製材業者）／島﨑木材株式会社（プレカット加工業者） 
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＜川上事業者＞ 

伊佐ホームズ株式会社（工務店）／大野建設株式会社（工務店）／株式会社山中工務店（工務

店）／株式会社アース（工務店）／株式会社Ogawa Tec.（工務店） 

以上の事業者で実施体制を構成する。 

【実行】 

情報交換会に参加できなかった工務店もあるが、基本的には上記の体制で実行した。 

●年次計画 

【目標】 

地域材（原木）の受注量：約1750㎥（住宅７０棟分） 

地域材（製材品）の受注量：約875㎥（ 〃 ） 

前年度の製材品流通量：323.339㎥ 

製材品の直送の増加量：551.661㎥ 

【実行】 

地域材（原木）の受注量：約697.073㎥（住宅２８棟分） 

地域材（製材品）の受注量：約348.5365㎥（ 〃 ） 

前年度の製材品流通量：323.339㎥ 

製材品の直送の増加量：25.1975㎥ 

※これからの原木発注に係る受注量、流通量は未計上とする 

目標数量と実行数量の乖離に不満はあるものの、昨今のウッドショックの中、新築住宅物件へ

の構造材の流通はほぼ遅滞なく実行され、本サプライチェーンの有効性を実感した。 

この効果を木材消費者（木造住宅施主）や都市生活者に普及しサプライチェーンの価値共感の

連鎖をつくるように努めていくことが肝要である。 

 

11. 今後の課題 

① サプライチェーン構築のための条件を整理し、地域の事情、参画者の事情に合わせて構築

のためのアプローチが変わってくる。そのためのチェック機能の研究が必要になる。 

 

② 大径木の活用方法の研究や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

のチェンネルを拡充する。 

 

③ 流通内での作業効率化、システム強化をし、ＤＸによる地域ベースのスマート社会を実現

する。 
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静岡県版 低層建築物（住宅棟）におけるサプライチェーン構想・計画書 

作成：静岡県 SCM 推進フォーラム 会長 鈴木諭 
 

【静岡県 SCM ロードマップ】 
静岡県 SCM 推進フォーラムには、川上～川下の林業におけるステークホルダーが加盟している。既に取
引実績のある事業者同士や面識すらない事業者が集まった。昨年は発生したウッドショック、ウクライ
ナ侵攻しているロシアへの経済制裁、持続可能社会を目指すための SDGs といった僅か 2－3 年の間の外
部環境の変化は目まぐるしい。国際商品である木材の価格相場はこうした外部環境の変化に左右されや
すく、外国産材でも長期的且つ安定的に利用できる素材であるとは言いにくくなっており、改めて身近
な資源である地域材への注目が高まってきてる。これら市場からの期待値の高まりと、林業サイドが抱
える供給力の低迷の問題を解決するために下記図のようなロードマップを策定した。 

 
【5 つアクションプラン】 
グループの短期目標に、ローカル SDGsの VISION共有を図ることが最も重要であると考えている。SCM
構築に向けた過度な情報共有は加盟企業への業務負担が大きくなる。グループへの参加意欲を削ぐこと
のないようにスモールスタートし、加盟店企業同士の親睦や相互理解を深め、信頼関係を構築すること
に最大の力点を置く。そのため、以下の 5 つのアクションプランを策定した。 

178



静岡県版 低層建築物（住宅棟）におけるサプライチェーン構想・計画書 

作成：静岡県 SCM 推進フォーラム 会長 鈴木諭 
 

【静岡県 SCM ロードマップ】 
静岡県 SCM 推進フォーラムには、川上～川下の林業におけるステークホルダーが加盟している。既に取
引実績のある事業者同士や面識すらない事業者が集まった。昨年は発生したウッドショック、ウクライ
ナ侵攻しているロシアへの経済制裁、持続可能社会を目指すための SDGs といった僅か 2－3 年の間の外
部環境の変化は目まぐるしい。国際商品である木材の価格相場はこうした外部環境の変化に左右されや
すく、外国産材でも長期的且つ安定的に利用できる素材であるとは言いにくくなっており、改めて身近
な資源である地域材への注目が高まってきてる。これら市場からの期待値の高まりと、林業サイドが抱
える供給力の低迷の問題を解決するために下記図のようなロードマップを策定した。 

 
【5 つアクションプラン】 
グループの短期目標に、ローカル SDGsの VISION共有を図ることが最も重要であると考えている。SCM
構築に向けた過度な情報共有は加盟企業への業務負担が大きくなる。グループへの参加意欲を削ぐこと
のないようにスモールスタートし、加盟店企業同士の親睦や相互理解を深め、信頼関係を構築すること
に最大の力点を置く。そのため、以下の 5 つのアクションプランを策定した。 

【【静静岡岡県県 SSCCMM 構構想想】】  
グループ内での県産材流通量の増加や安定化を図るための地銀や信金、行政との連携強化も図り、ステ
ークホルダーと共にローカル SDGs を実現するための理想的な構想を図式化した。グループの特徴とし
て、地元の金融機関が加盟していることがあげられる。また、災害時にも木材及び住宅供給の安定化を図
るため、パブリックストックヤードを構想に入れている。これにより、ウッドショックで発生した供給や
価格高騰の発生時に供給する緊急備蓄用の木材在庫として機能できると考えている。このように林業木
材事業者だけではなく、金融機関といった様々な事業者と共に県産材の利活用を推進させ、地域一丸と
なって環境価値創出を実現できる構想とした。 
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徳島県サプライチェーン基本構想・計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳島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：徳島県木材協同組合連合会） 
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徳島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：徳島県木材協同組合連合会） 
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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。

（ 図−１）特にスギが大径化しているが、用

途がなく取引価格が低迷し、生産も低調とな

っている。低層建築（住宅等）に使われる木

材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、海外からの資源に依存

している状況である。 

こうした中、北米における住宅着工戸数の

増加や中国の旺盛な木材需要、世界的なコン

テナ不足等により輸入木材が極端に不足し（図

−２，３）価格が軒並み上昇する一方、代替材

として、国産材製品への引き合いも強くなって

いる。いわゆる「ウッドショック」は木造住宅

着工の遅れなどを来し、新型コロナ感染症がい

まだ収束しないなど、先行き不安の消費者心理

が購買意欲の低迷につながるなど、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、今回の外材製

品不足の影響を大きく受けている。 

この基本構想では、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

なる効率的な県産材の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

することとし、将来にわたる木材流通体制の方

向性を示すこととしたい。 

 

※ウッドショック：米国の好調な住宅産業や長期金利の利 

 下げを受けて、米加材は高騰し国産材も高騰した。第３次ウッドショックとも呼ばれる。 

図−１ 徳島県人工林資源の構成 

出典：みどりの要覧（徳島県） 

図−２ 米国の住宅着工と製材品価格 

出典：中央需給情報連絡協議会資料                    

図−３ 日本向けコンテナ運賃の上昇 

出典：中央需給情報連絡協議会資料 

１ 地域の概要 
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（１）川上の現状と課題 

【安定供給を担うサプライヤー】 

 大型製材工場や合板工場などへの安定供給を担

う「サプライヤー(木材流通業)」は、外材に依存し

国産材需要が減退してきた時期に確立された。県内

にとどまらず中四国・九州を含めた広範囲な仕入れ

先を確保し、あらゆるニーズに対応できる供給力を

有しているものもある。生産現場から製材までのサ

プライチェーンの変革を図るにはこの「サプライヤ

ー」の存在を除いては考えられなくなっている。 

※サプライヤー：生産現場においてＡＢＣＤ材といった様々な原 

木を生産し需要に合わせた有利な販売を担っている。 

 

【素材丸太のニーズ】 

 生産現場では４ｍ採材が主流である。中目材を専

門に挽く製材所への販売を主体とし、品質の低いＢ

材丸太は合板工場向けに出荷される。誘致された大

型製材工場向けにスギ３ｍ・中目材のニーズはある

ものの、３ｍ・B 材（曲がり）が発生した場合のリス

クが大きいこと、生産の主流が車両系（フォワーダ搬

出）であり、４ｍと３ｍでは 1 日あたりの搬出量やト

ラック等の輸送コストが嵩むことなど課題がある。

最近では、集成材・外材の代替として梁桁、枠組壁工法などの長尺材ニーズで５～６ｍ採材

の注文も増えてきたが、径級・品質を考慮した採材技術が現場オペレーターに備わっておら

ず、搬出・輸送コストから、注文に対応できないのが現状である。 

 

【Ａ材丸太の確保】 

ウッドショックで国産材需要が高まり、Ａ材の市場価格が高騰した。Ｂ・Ｃ材不足となり

Ｂ材が必要な合板工場や梱包材工場は値上げして対応し、ＦＩＴでの買い取り価格が定額

であるチップ工場では、Ｃ材入荷量が激減している。今後のＡ材の安定供給においては、原

木グレードにおいて評価される価格形成が求められる。 

合わせて、急激に木材需要が変化する中で、林業者においては先行きの不透明感がぬぐえ

ず、生産量の拡大を念頭に置いた設備投資や人材の確保に躊躇している状況にある。需要者

側とサプライヤーや生産者との間の信頼関係の構築が求められる。 

２ 地域の木材流通の現状と課題 

 

図−５ 搬出間伐システム 

図−４ 素材生産量の推移 

出典：みどりの要覧（徳島県） 
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先を確保し、あらゆるニーズに対応できる供給力を

有しているものもある。生産現場から製材までのサ
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出）であり、４ｍと３ｍでは 1 日あたりの搬出量やト

ラック等の輸送コストが嵩むことなど課題がある。

最近では、集成材・外材の代替として梁桁、枠組壁工法などの長尺材ニーズで５～６ｍ採材
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【Ａ材丸太の確保】 

ウッドショックで国産材需要が高まり、Ａ材の市場価格が高騰した。Ｂ・Ｃ材不足となり
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であるチップ工場では、Ｃ材入荷量が激減している。今後のＡ材の安定供給においては、原

木グレードにおいて評価される価格形成が求められる。 
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ず、生産量の拡大を念頭に置いた設備投資や人材の確保に躊躇している状況にある。需要者
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２ 地域の木材流通の現状と課題 

 

図−５ 搬出間伐システム 

図−４ 素材生産量の推移 

出典：みどりの要覧（徳島県） 

【伐採後の再造林】 

 森林資源の成熟化に伴い、素材生産が間伐から主伐へ

移行しつつある中、伐採後の再造林について、コスト、

獣害対策、労働力不足等は、総合的に解決して行くべき

課題である。企業としての SDGSが求められる中、森林資

源を活用していく企業にとっては、トレサビリティを明

らかにする従来の産地証明に加え、主伐後の更新（再造

林）が確保されているかが問われることとなってくる。 

 そして主伐後の再造林は、森林所有者だけではなく、

木材産業関連企業としての問題でもあり、次世代へつな

ぐ森林資源を更新していく責務が求められる。 

 

【林業従事者の雇用環境】 

 コロナ前の状況は、国産材針葉樹価格は下落の一途を

たどり、森林所有者の収益を考えると生産コストや流通

コストを抑えるしかなく、素材生産事業者の経営を圧迫

し、雇用される従業員の賃金単価にも影響していた。 

生産しても販売単価が安く、選別コストや輸送コスト

を考えると、合板工場やバイオマス用チップとして販売

するほうが有利な状況もあり、木材価格の低迷は、林業

従事者の増加を妨げていた大きな要因であった。 

今後の国産材需要に対応するためには、森林所有者へ

の利益還元、素材生産事業者の経営強化、林業従事者の待遇改善によって人材確保を行うこ

とが必要であり、はじめて原木の供給力が図られるものとなる。そして、それらを可能とす

る大きな要因としては、現在以上の木材価格の安定が求められる。 

 

【人材確保・労働安全】素材生産を担う人材、施設整備、

労働災害防止等について、これまで県林業プロジェクト

で整備してきたところであるが、県産材の強いサプライ

チェーンを構築するためには、人材確保と労働安全衛生

の徹底は最重要の課題である。 

こうした中、国産材への転換が急激に進み、川上の供

給力不足が課題となっているが、林業従事者の育成確保

は、技術習得に時間を要することなどから短期間で育成

できるものではないのが現状である。 

 

図−６ 人工造林面積の推移 

出典：みどりの要覧（徳島県） 

図−７ 素材価格の推移 

出典：みどりの要覧（徳島県） 

図−８ 林業アカデミー現場実習 

資料：徳島森林づくり推進機構 
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（２）川中の現状と課題 

【製材の推移】県内の製材生産は廃業等が相次ぎ、

減少傾向にある。近年では製材工場や合板向けの原

木の直送が増え、原木市場での原木熟覧方式の市売

り方法も少なくなっている。原木市場では閉鎖され

たところもあり、特に中小製材所への原木安定供給

体制が課題となっている。 

 

【品質管理体制】プレカット等への県産材供給を増

やすにはボトルネックとなっている KD 材（乾燥材）

生産体制の強化が必要であり、人工乾燥施設の導入

や乾燥技術者の確保が急務である。  

また、近年では公共物件では原則 JAS 材が求めら

れ、特に中規模建築物では機械等級区分製材が必要

となっており、県内での JAS 材供給体制整備が課題

である。 

 

【製品市場の役割】一昨年の滞留木材の状況下では、

滞留する製材品の保管と需要先へのマッチング等の

市場の役割を果たした。さらにはウッドショック下

では、在庫商品を需要先へ適宜納材する役割を果た

したところである。こうした製品市場の「マッチング

機能」・「ストック機能」に加え、県産材の弱点であ

る納期やロット確保、さらには与信管理など、その機

能と役割を高めることが必要である。 

 

【在庫情報の共有】サプライチェーン構築にあたっ

ては、川上から川中、川下の関連業界で適正な在庫情報を共有し、全体最適化を図る必要が

ある。ウッドショック下で需給バランスが崩れ、仮需の発生など、川下の情報が川上に行く

につれ増幅されたという指摘もある。今後、情報の効率化を図り、さらには DX化の潮流に

乗るためにも、製材製品の出荷伝票等のデジタル化にも取り組む必要がある。 

※DX：データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革し、 

業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。 

（経済産業省 「DX 推進ガイドライン」平成30年12月) 

 

（３）川下の現状と課題 

図−９ 出力別製材所の推移 

出典：木材需給報告書（徳島県） 

図-10 徳島新聞記事（R3.4.21） 

表−１ 木材市場取扱い量の推移 

出典：みどりの要覧 
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【プレカットでの県産材利用】今回のウッドショッ

クで海外資源に依存してきた我が国木材産業の実態

が明らかになった。プレカット工場ではベイマツ、

レッドウッド、ホワイトウッドが使われているが、

代替材としてスギ材等への転換を図るなど、将来に

わたる長期的な材料供給について検討する時期にき

ている。 

  

【木造建築技術者の育成】木造住宅のプレハブ化等 

への転換が進展し、また木造に関心のない設計・工 

務店が多くなっている。今後、さらに木造住宅が減 

少していくのは必至であり、非住宅部門、特に中規 

模建築に需要展開を図るため、木造建築分野の人 

材育成を図る必要がある。 

 

【需要拡大の課題】設計者、工務店・施工者には木

材利用にかかわる課題や SDGsの面からの県産材利

用の意義を理解してもらって取り組んでもらう必

要がある。その機会をどう創出するか、意欲をどう

高めるかが課題である。 

 

【大工技能者・CAD オペレーターの育成】従来、大工が行ってきた刻み加工等をプレカット

を担うこととなっている中、地域の伝統技術、木造建築の文化を守っていくためにも、大工

技能者の育成を図っていく必要がある。また住宅構造にも関わるプレカット工場での CADオ

ペレータの養成・スキルアップも課題である。 

 

【ローカルサプライチェーン】県内では、すでに素材供給から製材、設計・工務店などが連 

携した「地域型住宅グリーン化事業」のグループなど「ローカルサプライチェーン」が活動

しているが、県産材利用が十分ではない状況である。こうしたローカルサプライチェーンに

おいて県産材に目を向けてもらうための PR 活動など積極的な働きかけが必要である。 

 

※地域型住宅グリーン化事業：地域における木造住宅の関連事業者が「グループ」をつくり、省エネルギー性能や 

耐久性等に優れた木造住宅・木造建築物の整備及び木造住宅の省エネ改修を促進等に対して支援する事業。 

 

 

 

図−12 住宅着工の推移 

出典：みどりの要覧（徳島県） 

図−11 県内プレカットの材料供給 

出典：徳島県 SCM フォーラム調査 
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（４）技術開発 

【スギ強度性能等】建築基準法で規定される木材強度は実

大材データによる JAS 値が採用されている。一般流通材で

は米マツより高い強度値が設定されているが、設計・工務店

では、スギは米松などと比べて強度がないと考えられてい

る。こうしたスギの性能等について普及啓発が課題である。 

 

【大径材利用技術】これまで尺上丸太は割柱、敷居・鴨居・ 

長押等のいわゆる役物として使われてきたが、住宅様式が 

洋風化して需要先がなく、中目丸太よりも安い状況となり、 

価格低迷する状況となっている。こうした大径材が合板用 

材やバイオマス（発電）原料として流通することもあり、利 

用開発が課題である。 

 

【人工乾燥技術】スギの高温乾燥技術が普及しているが、

本県では構造材の乾燥が進んでおらず、市場が求めている

KD 材出荷体制が急務である。この際、行き過ぎた高温乾燥

の内部割れや耐久性低下が懸念されていることから、適正

乾燥技術の習得が必要である。また、徳島大学、九州大学

と徳島県が開発した「厚板の低コスト乾燥技術」が開発さ

れており、その技術習得、供給体制が課題である。 

 

（５）その他   

【民間施設の木造化・内装木質化】令和３年１０月に「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」が施行となり、民間施設における国産

材利用を図る取り組みが強化されることとなった。民間施設での非住宅部門での県産材活

用の流れが求められる。 

 

【非常時のサプライチェーン】南海地震や異常気象等の自然災害や想定外の事態が頻発す

る中、非常時でのサプライチェーン材料供給を担うための BCP（事業継続計画）対策を実施

する必要がある。 

 

【グリーンサプライチェーン】SDGSを意識し「つくる責任」と「つかう責任」を持った「持

続的な消費と生産の仕組み」プライチェーンの仕組みが必要である。 

※グリーンサプライチェーンマネジメント：商品や製品を消費者に提供するまでの過程全体においての、経済効率

と環境負荷軽減の両立を目指した取り組みのこと。 

図-14 スギ大径材（小松島市）      

図-15 乾燥技術研修（県木材

利用創造センター R4.12） 

図−13 スギ実大材実験の公開 
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（１） フォーラムの会員相互の情報共有 

木造建築に関わる川上、川中、川下の相互の情報交換や県産材のサプライチェーンを構築

する際の課題解決を図るための「情報交換会」を定期的に開催することとし、課題に応じて

随時、分科会を開催する。 

 

（２）情報プラットフォームの検討 

川下の需要情報を製品市場等へ情報伝達し、川中、川上の製材、素材生産者の生産計画に 

反映させる仕組みを検討。川上から川中、川下の需給情報を相互に適切に伝えるための「情

報プラットホーム」の構築を目指すとともに、設計・工務店での物件情報、製品市場や木材

小売での在庫情報、製材サイドの製品情報などの情報共有ができる仕組みを検討するととも

に、その仕組みをマッチングサイト「もりんく」とも連携させ、それらシステムを活用して

相互の情報共有を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）サプライヤーの連携 

今後、国産材需要が高まる中、原木流通をつかさどるサプライヤー間の連携した取引が行

われていくことが、ニーズに合った安定取引につながると思われる。このため川上の素材生

産と川中、川下の需要者とのマッチングを図る検討の場を設けることとする。 

 

（４）ローカルサプライチェーンの強化 

県内の素材生産、製材、設計・工務店などが連携した地域型住宅グリーン化事業のグルー

プなど「ローカルサプライチェーン」での県産材の流れを加速させ、工務店等が県産材を

使いやすい環境整備について検討を進める。 

 

 

 

３ SCM フォーラムで展開する取り組み 

  

 

図-16 情報プラットホームのイメージ 

187



（５）県産材のブランド化と技術開発 

【情報発信】 

・外材の代替として県産材を使用するため、設計・工務店へ県産

材の性能などの普及啓発を図るとともに、ユーチューブなど

SNS を活用し、県産材の魅力を伝える冊子等、普及ツールを作

成するほか、県外・海外への販路開拓などを進める。 

 

【産学官技術開発】 

・全国的な課題となっている「スギ大径材の用途開発」のほか「低

コスト人工乾燥技術」の開発、さらには建築物への県産材利用

を図る技術開発を産学官で進めるための技術開発検討の場「技

術開発会議（仮称）」を設ける。 

 

（６）人材育成 

【県産材利用の習得や建築家等とのマッチング】 

・県産材の品質向上を図るため、JAS 認証工場での木材品質管理

技術の習得などをフォーラムとして支援するとともに、設計・

工務店等が木造建築の設計・施工技術等を習得する場や川上・

川中との交流の場を積極的に設けることとする。 

 

【サプライチェーンを担う人材支援】 

・サプライチェーンの専門性を高めるとともに、建築部門のBIM等デジタル化の流れへの対

応、DX化の流れに遅れを取らないよう、研修機関等のセミナーを活用するなどし、サプラ

イチェーンに関わる企業の人材育成を図る。 

※BIM「ビム」:コンピュータ上の３次元の形状情報、室等の名称・面積、材料・部材の仕様・性能、仕上げ等、建築 

物の属性情報を併せ持つ建物情報モデルを構築するシステム。（国土交通省「官庁営繕事業におけるBIMの活用」） 

 

（７）その他・需要拡大ツールの作成 

・「徳島県版木材住宅仕様書」（令和版・ZEH 相当（強化外皮基準）の省エネ対応）の作成を 

検討するほか、「徳島すぎスパン表」の改定。 

・徳島すぎを使った戸建て住宅を提供する際のワンストップ窓口開設。 

・非住宅の木造および内装木質化について、徳島県内でニーズのある用途、建物タイプでの

標準設計例や木材調達の例などを作成。 

 

 

 

図-17 ビジネスメッセ（徳島市）      

図-19 川上林業ツアー（那

賀町） 

図-18 スギの人工乾燥      
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SNS を活用し、県産材の魅力を伝える冊子等、普及ツールを作

成するほか、県外・海外への販路開拓などを進める。 

 

【産学官技術開発】 

・全国的な課題となっている「スギ大径材の用途開発」のほか「低

コスト人工乾燥技術」の開発、さらには建築物への県産材利用

を図る技術開発を産学官で進めるための技術開発検討の場「技

術開発会議（仮称）」を設ける。 

 

（６）人材育成 

【県産材利用の習得や建築家等とのマッチング】 

・県産材の品質向上を図るため、JAS 認証工場での木材品質管理

技術の習得などをフォーラムとして支援するとともに、設計・

工務店等が木造建築の設計・施工技術等を習得する場や川上・

川中との交流の場を積極的に設けることとする。 

 

【サプライチェーンを担う人材支援】 

・サプライチェーンの専門性を高めるとともに、建築部門のBIM等デジタル化の流れへの対

応、DX化の流れに遅れを取らないよう、研修機関等のセミナーを活用するなどし、サプラ

イチェーンに関わる企業の人材育成を図る。 

※BIM「ビム」:コンピュータ上の３次元の形状情報、室等の名称・面積、材料・部材の仕様・性能、仕上げ等、建築 

物の属性情報を併せ持つ建物情報モデルを構築するシステム。（国土交通省「官庁営繕事業におけるBIMの活用」） 

 

（７）その他・需要拡大ツールの作成 

・「徳島県版木材住宅仕様書」（令和版・ZEH 相当（強化外皮基準）の省エネ対応）の作成を 

検討するほか、「徳島すぎスパン表」の改定。 

・徳島すぎを使った戸建て住宅を提供する際のワンストップ窓口開設。 

・非住宅の木造および内装木質化について、徳島県内でニーズのある用途、建物タイプでの

標準設計例や木材調達の例などを作成。 

 

 

 

図-17 ビジネスメッセ（徳島市）      

図-19 川上林業ツアー（那

賀町） 

図-18 スギの人工乾燥      

 

 

（１） 徳島県で産出される原木に対して適切に需要があり最適価格で取引され、再造林費

用等をカバーできるレベルの還元がなされ、森林が健全な状態を保ち、利益を地域、

に還元でき、本県経済の活性化に貢献できる林産系産業のネットワークを構築する。 

（２） 山林所有者、原木生産者、市場、製材所、木質材料生産者、プレカット工場、工務店・

施工者、設計者、発注者が健全な状態で企業活動を継続できていること。 

（３） 目標：現状のプレカット加工等低層木造建築物での県産材使用量  

（現状）６，７００ｍ３ → (目標)１５，０００ｍ３ 

       ※現状値は徳島県スマート林業課調査による 

       ※目標値は５年後（令和８年度末） 

 

 

 

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。 

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。 

 サプライチェーン構想・計画の実現にあたっては、こうしたこれまでの実績を活かし、林

野庁、木材総合情報センター、全国の木材関連団体・研究機関、徳島県の林務担当部局、住

宅部局らと連携し課題解決にあたっていくこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ SCM フォーラムで実現する将来像と目標 

  

 

図-20 プライチェーン推進フォーラムの実施体制 
図-21  とくしま木造建築学校 

（県木材利用創造センター） 

５ 実施体制 
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６ 年次計画 
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６ 年次計画 

  

 

徳島県サプライチェーンマネージメント推進フォーラム規約 

 

（名 称） 

第１条  このフォーラムは、徳島県サプライチェーンマネージメント推進フ

ォーラム（以下「フォーラム」という。）という。 

 

（事務局） 

第２条  フォーラムの運営業務を遂行するため、事務局を徳島県木材協同組

合連合会内（徳島市津田海岸町５番１３号）に置く。 

 

（目 的） 

第３条    川上から川下までの流通の各段階における事業者の連携による効率

的なサプライチェーンを構築するため、サプライチェーンの構築に意

欲のある事業者によるフォーラムを設置し、マッチングの推進や需給

情報の共有等を図ることにより、木材産業の生産流通構造改革に資す

ることを目的とする。 

 

（活 動） 

第４条    フォーラムは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

（１）フォーラムに参加する会員（以下「会員」という。）の募集・

登録 

（２）会員による需給情報の共有やマッチング等に向けた情報交換会

の開催（年４回程度） 

（３）会員による木材流通の効率化を図るための具体的な構想・計画

の作成及び実行 

（４）木材SCM支援システム（通称「もりんく」）の普及啓発及び活用 

（５）各段階の事業者等を熟知したコーディネーターを配置し、会員

間のマッチング等の実施 

（６）その他、フォーラムの目的を達成するために必要な活動 

 

（会 員） 

第５条  フォーラムは、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

（１） 林業事業体、森林組合等素材生産業者 

（２） 木材製造業者（製材業者、集成材製造業者等） 

（３） 木材流通業者（原木市場、製品市場、プレカット加工業者等） 

（４） 工務店、地域ビルダー、住宅メーカー、建築士等 

（５） その他、フォーラムで会員とすることを適当と認める者 
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（オブザーバー） 

第６条 フォーラムに、行政のほか、会員以外で会長が認める者はオブザーバ

ーとして参加できるものとする。 

  

（役員の定数及び選任） 

第７条 フォーラムに会長１名、事務局長１名を置く。 

  ２   前項の役員は、各年度の第１回情報交換会において選任する。 

 

（部 会） 

第８条 フォーラムは、必要に応じて部会（分科会）を設置することができ

る。 

 

（運営経費） 

第９条  フォーラムの運営経費は、次の各号に揚げるものをもって充てる。 

（１） 助成金 

（２） その他 

 

(その他) 

第１０条 この規約に定めるもののほか、フォーラムの運営に関し必要な事項

は協議して定めることとする。 

 

附則 

この規約は、令和３年８月３１日から施行する。 
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（オブザーバー） 

第６条 フォーラムに、行政のほか、会員以外で会長が認める者はオブザーバ

ーとして参加できるものとする。 

  

（役員の定数及び選任） 

第７条 フォーラムに会長１名、事務局長１名を置く。 

  ２   前項の役員は、各年度の第１回情報交換会において選任する。 

 

（部 会） 

第８条 フォーラムは、必要に応じて部会（分科会）を設置することができ

る。 

 

（運営経費） 

第９条  フォーラムの運営経費は、次の各号に揚げるものをもって充てる。 

（１） 助成金 

（２） その他 

 

(その他) 

第１０条 この規約に定めるもののほか、フォーラムの運営に関し必要な事項

は協議して定めることとする。 

 

附則 

この規約は、令和３年８月３１日から施行する。 

 

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 

 

サプライチェーン構想・計画書 

 
 
 
 
 
 
 

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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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。 
  ・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重要。 
  ・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「設計時を描く・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。 
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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。 
  ・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重要。 
  ・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「設計時を描く・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。 
 
33.. 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。 
 

４４..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、
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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ＳＣＭでの需給体制の構築が出来ることとなった。 
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以前よりは高値を維持している。 
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 〈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 
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