
 

令和４年７月２９日 

                                                                       北 海 道 森 林 管 理 局 

 

 

令和４年度国有林材の安定供給システム販売（製品販売）の協定締結について 

 

 

 令和４年度国有林材の安定供給システムによる販売（製品販売）の実施に係る公募（第１回）につきましては、令和４年３月

１６日に、１０７物件、３５０．７千㎥を公募したところです。 

 今般、申請があった企画提案内容の審査を実施した結果、１０５物件、３４５．０千㎥について協定を締結しましたので、その

概要等を公表します。 



※[　　　　]は、販売協定を締結して申請

４－１ 物林（株） 石狩 800 カラマツ一般材 桟木 ハウスメーカー 最高点 69
（株）ヨシダ トドマツ一般材 建築材 集成材工場 最低点 41

［大浦木材（株）］ 針葉樹低質材 梱包材 梱包材工場
［（株）トマモク］ 合板 合板工場
［秋田プライウッド（株）］ 集成材（ラミナを含む）

［日高中部森林組合］
［苫小牧広域森林組合］
［石巻合板工業（株）］
［（協）オホーツクウッドピア］

４－２ 物林（株） 石狩 1,100 トドマツ一般材 桟木 ハウスメーカー 1 最高点 69
（株）ヨシダ 針葉樹低質材 建築材 集成材工場 最低点 -
［大浦木材（株）］ 梱包材 梱包材工場
［（株）トマモク］ 合板 合板工場
［秋田プライウッド（株）］ 集成材（ラミナを含む）

［日高中部森林組合］
［（協）オホーツクウッドピア］

４－３ 物林（株） 石狩 500 カラマツ一般材 桟木 ハウスメーカー 3 最高点 69
（株）ヨシダ トドマツ一般材 建築材 集成材工場 最低点 42
［大浦木材（株）］ 針葉樹低質材 梱包材 梱包材工場
［（株）トマモク］ 合板 合板工場
［秋田プライウッド（株）］ 集成材（ラミナを含む）

［日高中部森林組合］
［苫小牧広域森林組合］
［石巻合板工業（株）］
［（協）オホーツクウッドピア］

令和４年度　安定供給システム販売（製品販売）（第１回）協定概要
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具体的な販路（予定）
申請
者数

申請者評価点
物件
番号

商号又は名称
出材予定森
林管理署等

協定
数量等
（㎥）

樹材種 主な用途

４－４ 物林（株） 石狩 1,400 カラマツ一般材 桟木 ハウスメーカー 2 最高点 69
（株）ヨシダ トドマツ一般材 建築材 集成材工場 最低点 48
［大浦木材（株）］ 針葉樹低質材 梱包材 梱包材工場
［（株）トマモク］ 合板 合板工場
［秋田プライウッド（株）］ 集成材（ラミナを含む）

［日高中部森林組合］
［苫小牧広域森林組合］
［石巻合板工業（株）］
［（協）オホーツクウッドピア］

４－５ 物林（株） 石狩 1,400 カラマツ一般材 桟木 ハウスメーカー 2 最高点 69
（株）ヨシダ トドマツ一般材 建築材 集成材工場 最低点 46
［大浦木材（株）］ 針葉樹低質材 梱包材 梱包材工場
［（株）トマモク］ 合板 合板工場
［秋田プライウッド（株）］ 集成材（ラミナを含む）

［日高中部森林組合］
［苫小牧広域森林組合］
［石巻合板工業（株）］
［（協）オホーツクウッドピア］

４－６ 物林（株） 空知 1,500 トドマツ一般材 桟木 ハウスメーカー 2 最高点 69
（株）ヨシダ アカエゾマツ一般材 建築材 集成材工場 最低点 40
［大浦木材（株）］ 針葉樹低質材 梱包材 梱包材工場
［（株）トマモク］ 合板 合板工場
［秋田プライウッド（株）］ 集成材（ラミナを含む）

［日高中部森林組合］
［（協）オホーツクウッドピア］

４－７ 佐藤木材工業（株） 空知 3,000 トドマツ一般材 桟木 製材工場 4 最高点 79
アカエゾマツ一般材 集成材（ラミナを含む） ハウスメーカー 最低点 35
カラマツ一般材
針葉樹低質材

４－８ 佐藤木材工業（株） 空知 4,000 トドマツ一般材 桟木 製材工場 4 最高点 78
カラマツ一般材 集成材（ラミナを含む） ハウスメーカー 最低点 36
針葉樹低質材
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具体的な販路（予定）
申請
者数

申請者評価点
物件
番号

商号又は名称
出材予定森
林管理署等

協定
数量等
（㎥）

樹材種 主な用途

４－９ 物林（株） 胆振東部 600 カラマツ一般材 桟木 ハウスメーカー 1 最高点 69
（株）ヨシダ トドマツ一般材 建築材 集成材工場 最低点 -
［大浦木材（株）］ アカエゾマツ一般材 梱包材 梱包材工場
［（株）トマモク］ 針葉樹低質材 合板 合板工場
［秋田プライウッド（株）］ 集成材（ラミナを含む）

［苫小牧広域森林組合］
［石巻合板工業（株）］
［（協）オホーツクウッドピア］

４－１０ 物林（株） 胆振東部 2,500 カラマツ一般材 桟木 ハウスメーカー 1 最高点 69
（株）ヨシダ トドマツ一般材 建築材 集成材工場 最低点 -
［大浦木材（株）］ エゾマツ一般材 梱包材 梱包材工場
［（株）トマモク］ アカエゾマツ一般材 合板 合板工場
［秋田プライウッド（株）］ 針葉樹低質材 集成材（ラミナを含む）

［昭和マテリアル（株）］ 杭材
［苫小牧広域森林組合］
［石巻合板工業（株）］
［（協）オホーツクウッドピア］

４－１１ 王子木材緑化（株）帯広営業所 日高北部 3,000 トドマツ一般材 桟木 商社等 3 最高点 81
［（株）ヨシダ］ カラマツ一般材 梱包材 プレカット工場等 最低点 66
［王子与志本林業（株）帯広営業所］ 針葉樹低質材 パレット 合板工場
［丸玉木材（株）・津別単板（協）］ 建築材
［大浦木材（株）］ 合板
［（株）トマモク］

４－１２ 王子木材緑化（株）帯広営業所 日高北部 3,100 トドマツ一般材 桟木 商社等 2 最高点 79
［（株）ヨシダ］ エゾマツ一般材 梱包材 プレカット工場等 最低点 73
［王子与志本林業（株）帯広営業所］ アカエゾマツ一般材 パレット 合板工場
［丸玉木材（株）・津別単板（協）］ カラマツ一般材 建築材
［大浦木材（株）］ 針葉樹低質材 合板
［（株）トマモク］
［中島木材商事（株）］

４－１３ 王子木材緑化（株）帯広営業所 日高南部 2,500 トドマツ一般材 建築材 商社等 2 最高点 77
［王子与志本林業（株）帯広営業所］ 針葉樹低質材 梱包材 プレカット工場等 最低点 69
［丸玉木材（株）・津別単板（協）］ パレット 合板工場
［中島木材商事（株）］ 合板
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具体的な販路（予定）
申請
者数

申請者評価点
物件
番号

商号又は名称
出材予定森
林管理署等

協定
数量等
（㎥）

樹材種 主な用途

４－１４ 住友林業ﾌｫﾚｽﾄｻｰﾋﾞｽ（株） 日高南部 1,200 カラマツ一般材 梱包材・ラミナ 商社等 3 最高点 74
十勝広域森林組合 パレット 合板工場 最低点 58
［林ベニヤ産業（株）］ 合板

４－１５ 王子木材緑化（株）函館営業所 石狩 1,200 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 2 最高点 90
［王子製紙（株）苫小牧工場］ カラマツ原料材 最低点 60
［日本製紙木材(株)札幌営業所］ 広葉樹原料材
［岩見沢林産工業（株）］

４－１６ 王子木材緑化（株）函館営業所 石狩 1,400 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 2 最高点 90
［王子製紙（株）苫小牧工場］ 広葉樹原料材 最低点 54
［日本製紙木材(株)札幌営業所］

［岩見沢林産工業（株）］
４－１７ 王子木材緑化（株）函館営業所 石狩 1,500 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 1 最高点 90

［王子製紙（株）苫小牧工場］ カラマツ原料材 最低点 －
［日本製紙木材(株)札幌営業所］ 広葉樹原料材
［岩見沢林産工業（株）］

４－１８ 王子木材緑化（株）函館営業所 石狩 2,100 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 2 最高点 90
［王子製紙（株）苫小牧工場］ カラマツ原料材 最低点 69
［日本製紙木材(株)札幌営業所］ 広葉樹原料材
［岩見沢林産工業（株）］

４－１９ 王子木材緑化（株）函館営業所 石狩 2,200 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 1 最高点 90
［王子製紙（株）苫小牧工場］ カラマツ原料材 最低点 －
［日本製紙木材(株)札幌営業所］ 広葉樹原料材
［岩見沢林産工業（株）］

４－２０ 王子木材緑化(株)函館営業所 石狩 2,000 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 2 最高点 90

［岩見沢林産工業(株)］ 広葉樹原料材 最低点 60

［王子製紙(株)苫小牧工場］

［日本製紙木材(株)札幌営業所］

４－２１ 三津橋産業（株） 空知 2,000 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 2 最高点 71
［日本製紙木材（株）札幌営業所］ 広葉樹原料材 最低点 64

４－２２ 非協定 空知 3,000 針葉樹原料材 2 最高点 85
カラマツ原料材 最低点 64
広葉樹原料材

（購入希望単価が協定基準
単価を下回ったため） - -
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具体的な販路（予定）
申請
者数

申請者評価点
物件
番号

商号又は名称
出材予定森
林管理署等

協定
数量等
（㎥）

樹材種 主な用途

４－２３ 王子木材緑化（株）函館営業所 空知 4,000 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 3 最高点 86
［王子製紙（株）苫小牧工場］ カラマツ原料材 最低点 52
［日本製紙木材（株）札幌営業所］ 広葉樹原料材
［岩見沢林産工業（株）］

４－２４ 王子木材緑化（株）函館営業所 胆振東部 500 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 1 最高点 90
［（株）サカマキ］ カラマツ原料材 最低点 －
［王子製紙（株）苫小牧工場］ 広葉樹原料材
［日本製紙木材（株）札幌営業所］

４－２５ 王子木材緑化（株）函館営業所 胆振東部 3,100 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 2 最高点 90
［大浦木材（株）］ カラマツ原料材 最低点 65
［王子製紙（株）苫小牧工場］ 広葉樹原料材
［日本製紙木材（株）札幌営業所］

４－２６ 王子木材緑化（株）函館営業所 胆振東部 2,700 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 2 最高点 90
［大浦木材（株）］ カラマツ原料材 最低点 61
［王子製紙（株）苫小牧工場］ 広葉樹原料材
［日本製紙木材（株）札幌営業所］

４－２７ 王子木材緑化（株）函館営業所 日高北部 4,600 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 2 最高点 90
［賀集産業（株）］ カラマツ原料材 最低点 49
［王子製紙（株）苫小牧工場］ 広葉樹原料材

４－２８ 王子木材緑化（株）函館営業所 日高北部 5,500 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 2 最高点 90
［賀集産業（株）］ カラマツ原料材 最低点 50
［王子製紙（株）苫小牧工場］ 広葉樹原料材

４－２９ ひだか南森林組合 日高南部 4,000 針葉樹原料材 敷料・おが粉 酪農家等 1 最高点 72
カラマツ原料材 最低点 －
その他針葉樹原料材（ストローブ）

４－３０ 日本製紙木材（株）旭川営業所 日高南部 1,000 広葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 2 最高点 79
（株）ニチモク林産北海道 最低点 72

４－３１ 三津橋産業（株） 留萌北部 2,800 トドマツ一般材 建築材 建材販売店 2 最高点 68
エゾマツ一般材 最低点 43
針葉樹低質材
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具体的な販路（予定）
申請
者数

申請者評価点
物件
番号

商号又は名称
出材予定森
林管理署等

協定
数量等
（㎥）

樹材種 主な用途

４－３２ 日本製紙木材（株）旭川営業所 留萌南部 2,000 トドマツ一般材 建築材 商社、工務店等 2 最高点 75
三津橋産業（株） 針葉樹低質材 合板 集成材工場 最低点 44
麻生木材工業（株） 合板工場
当麻町森林組合
（株）岩間木材店
北海カラマツ加工企業組合
秋田プライウッド（株）

４－３３ 佐藤木材工業（株） 上川北部 4,100 トドマツ一般材 桟木 ハウスメーカー 2 最高点 79
［丸玉木材（株）］ アカエゾマツ一般材 集成材（ラミナを含む） 集成材工場 最低点 61
［津別単板（協）］ 針葉樹低質材 合板 合板工場

４－３４ 日本製紙木材（株）旭川営業所 上川北部 1,900 カラマツ一般材 一般製材 商社等 2 最高点 70
麻生木材工業（株） 建築材 集成材工場 最低点 67
当麻町森林組合 梱包・パレット 土木建築業者
昭和マテリアル（株） 杭材 合板工場
丸玉木材（株） 合板
津別単板（協）
北海カラマツ加工企業組合
横内林業（株）
［三津橋農産（株）］
［林ベニヤ産業（株）］

４－３５ 佐藤木材工業（株） 宗谷 5,000 トドマツ一般材 桟木 製材工場 3 最高点 73
針葉樹低質材 集成材（ラミナを含む） ハウスメーカー 最低点 45

４－３６ 佐藤木材工業（株） 上川中部 3,000 トドマツ一般材 桟木 ハウスメーカー 2 最高点 79
［丸玉木材（株）］ エゾ・アカエゾマツ一般材 集成材（ラミナを含む） 集成材工場 最低点 61
［津別単板（協）］ カラマツ一般材 合板 合板工場

針葉樹低質材
４－３７ 物林（株） 上川南部 5,000 トドマツ一般材 建築材 製材工場 3 最高点 72

中田木材工業（株） 針葉樹低質材 梱包材 合単板工場 最低点 38
（株）関木材工業 パレット 集成材工場
（株）サトウ 集成材（ラミナを含む）

オムニス林産（協） 合板
［（協）オホーツクウッドピア］
［丸玉木材（株）・津別単板（協）］
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具体的な販路（予定）
申請
者数

申請者評価点
物件
番号

商号又は名称
出材予定森
林管理署等

協定
数量等
（㎥）

樹材種 主な用途

４－３８ 非協定 留萌北部 2,700 針葉樹原料材 2 最高点 72
広葉樹原料材 最低点 71

４－３９ 三津橋産業（株） 留萌南部 5,500 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 2 最高点 71
［日本製紙木材（株）旭川営業所］ 広葉樹原料材 最低点 68
［忠津木材（株）］

４－４０ 佐藤木材工業（株） 上川北部 3,800 針葉樹原料材 発電用チップ バイオマス発電事業者 2 最高点 85
［オホーツクバイオエナジー（株）］ カラマツ原料材 最低点 57
［紋別バイオマス発電（株）］

４－４１ 佐藤木材工業（株） 上川北部 2,300 広葉樹原料材 発電用チップ バイオマス発電事業者 2 最高点 78
［オホーツクバイオエナジー（株）］ 最低点 71
［紋別バイオマス発電（株）］

４－４２ 佐藤木材工業（株） 宗谷 3,000 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 3 最高点 85
広葉樹原料材 桟木・梱包材 製材工場 最低点 60

４－４３ 佐藤木材工業（株） 上川中部 3,000 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 3 最高点 85
カラマツ原料材 桟木・梱包材 製材工場 最低点 79

４－４４ 三津橋産業(株) 上川中部 3,800 広葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 1 最高点 71
［日本製紙木材(株)旭川営業所］ 最低点 -

４－４５ 王子木材緑化（株）旭川営業所 上川南部 4,500 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 4 最高点 90
［王子製紙（株）苫小牧工場］ 最低点 58

４－４６ 物林（株） 上川南部 3,500 広葉樹原料材 チップ・敷料 十勝製材移出協同組合 2 最高点 67
［十勝製材移出（協）］ 最低点 65

- -
（購入希望単価が協定基準
単価を下回ったため）
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具体的な販路（予定）
申請
者数

申請者評価点
物件
番号

商号又は名称
出材予定森
林管理署等

協定
数量等
（㎥）

樹材種 主な用途

４－４７ 三津橋産業(株) 北空知 1,500 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 2 最高点 71
［日本製紙木材(株)旭川営業所］ 最低点 70

４－４８ 三津橋産業(株) 北空知 2,000 広葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 2 最高点 71
［日本製紙木材(株)旭川営業所］ 最低点 62

４－４９ 王子木材緑化（株）遠軽営業所 網走西部 2,400 トドマツ一般材 建築材 製材工場 1 最高点 81
［井上産業（株）］ エゾマツ一般材 合板 合板工場 最低点 －
［丸玉木材（株）・津別単板（協）］ アカエゾマツ一般材 梱包材・パレット 市場等
［（有）佐藤製函工場］ 針葉樹低質材
［王子与志本林業（株）帯広営業所］

４－５０ 王子木材緑化（株）遠軽営業所 網走西部 5,100 トドマツ一般材 建築材 製材工場 2 最高点 78
［井上産業（株）］ エゾマツ一般材 合板 合板工場 最低点 76
［丸玉木材（株）・津別単板（協）］ アカエゾマツ一般材 梱包材・パレット 市場等
［（有）佐藤製函工場］ ストローブマツ一般材
［王子与志本林業（株）帯広営業所］ 針葉樹低質材

４－５１ 佐藤木材工業（株） 網走西部 2,400 トドマツ一般材 桟木 製材工場 1 最高点 79
［丸玉木材（株）］ エゾマツ一般材 集成材（ラミナを含む） ハウスメーカー 最低点 －
［津別単板（協）］ アカエゾマツ一般材 建築材 合板工場
［江本木材産業（株）］ 針葉樹低質材 合板 市場等
［紋別林産加工（協）］

４－５２ 住友林業ﾌｫﾚｽﾄｻｰﾋﾞｽ（株） 網走西部 3,100 カラマツ一般材 梱包材・ラミナ 商社等 4 最高点 74
十勝広域森林組合 パレット 合板工場 最低点 60
［西北プライウッド（株）］ 合板
［セイホク（株）］

４－５３ 佐藤木材工業（株） 西紋別 6,000 トドマツ一般材 桟木 製材工場 2 最高点 79
［丸玉木材（株）］ アカエゾマツ一般材 集成材（ラミナを含む） ハウスメーカー 最低点 55
［津別単板（協）］ エゾマツ一般材 建築材 合板工場
［江本木材産業（株）］ カラマツ一般材 合板 市場等
［紋別林産加工（協）］ 針葉樹低質材
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具体的な販路（予定）
申請
者数

申請者評価点
物件
番号

商号又は名称
出材予定森
林管理署等

協定
数量等
（㎥）

樹材種 主な用途

４－５４ 物林（株） 網走中部 6,000 トドマツ一般材 建築材 製材工場 2 最高点 76
北見第一木材（株） 針葉樹低質材 桟木 合板工場 最低点 64
中田木材工業（株） 梱包材・パレット 集成材工場
和光木材（株） 集成材（ラミナを含む）

［（株）湧別林産］ ダンネージ
［丸玉木材（株）・津別単板（協）］ 合板
［佐藤木材工業（株）］
［（株）ウッディハウスおけと］
［ルベシベ木材工業（株）］
［熊谷林産（株）］
［田家木材（株）］
［（協）オホーツクウッドピア］

４－５５ 協同組合ウッディハウスおけと 網走中部 100 エゾマツ一般材 木工品 木工場 1 最高点 64
［(社)おけと森林文化振興協会］ アカエゾマツ一般材 桟木 市場 最低点 -

針葉樹低質材 梱包材 梱包材販売店

４－５６ 物林（株） 網走南部 3,000 トドマツ一般材 建築材 製材工場 3 最高点 78
北見第一木材（株） アカエゾマツ一般材 集成材（ラミナを含む） 集成材工場 最低点 64
（株）佐藤製材工場 エゾマツ一般材 梱包材・パレット
中田木材工業（株） カラマツ一般材 羽柄材
［（株）湧別林産］ ストローブマツ一般材

［（株）ウッディハウスおけと］ 針葉樹低質材
［ルベシベ木材工業（株）］
［熊谷林産（株）］
［田家木材（株）］
［（協）オホーツクウッドピア］

４－５７ 物林（株） 網走南部 2,000 トドマツ一般材 建築材 製材工場 2 最高点 77
北見第一木材（株） エゾマツ一般材 桟木 集成材工場 最低点 56
（株）佐藤製材工場 アカエゾマツ一般材 梱包材・パレット 合板工場
中田木材工業（株） カラマツ一般材 集成材（ラミナを含む）

和光木材（株） 針葉樹低質材 ダンネージ
［丸玉木材（株）・津別単板（協）］ 合板
［（株）湧別林産］
［（株）ウッディハウスおけと］
［ルベシベ木材工業（株）］
［熊谷林産（株）］
［（協）オホーツクウッドピア］
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具体的な販路（予定）
申請
者数

申請者評価点
物件
番号

商号又は名称
出材予定森
林管理署等

協定
数量等
（㎥）

樹材種 主な用途

４－５８ 物林（株） 網走南部 2,000 トドマツ一般材 建築材 製材工場 2 最高点 77
北見第一木材（株） アカエゾマツ一般材 桟木 集成材工場 最低点 56
（株）佐藤製材工場 エゾマツ一般材 梱包 合板工場
中田木材工業（株） カラマツ一般材 梱包材・パレット
和光木材（株） ストローブマツ一般材 集成材（ラミナを含む）

［丸玉木材（株）・津別単板（協）］ 針葉樹低質材 ダンネージ
［（株）湧別林産］ 合板
［（協）ウッディハウスおけと］
［ルベシベ木材工業（株）］
［熊谷林産（株）］
［（協）オホーツクウッドピア］

４－５９ 物林（株） 網走南部 2,000 トドマツ一般材 建築材 製材工場 3 最高点 76
（株）佐藤製材工場 アカエゾマツ一般材 梱包材、パレット 合板工場 最低点 54
和光木材（株） エゾマツ一般材 ダンネージ
［丸玉木材（株）・津別単板（協）］ カラマツ一般材 合板
［熊谷林産（株）］ 針葉樹低質材

４－６０ 王子木材緑化（株）遠軽営業所 網走西部 2,400 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 2 最高点 87
［王子製紙（株）苫小牧工場］ 広葉樹原料材 最低点 85
［日本製紙木材(株)旭川営業所］

４－６１ 王子木材緑化（株）遠軽営業所 網走西部 5,300 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 2 最高点 87
［王子製紙（株）苫小牧工場］ その他針葉樹原料材（ｽﾄﾛｰﾌﾞ） 最低点 85
［日本製紙木材(株)旭川営業所］ 広葉樹原料材

４－６２ 佐藤木材工業（株） 網走西部 3,200 針葉樹原料材 発電用チップ バイオマス発電事業者 1 最高点 85
［オホーツクバイオエナジー（株）］ 広葉樹原料材 最低点 -
［紋別バイオマス発電（株）］

４－６３ 佐藤木材工業（株） 網走西部 2,000 カラマツ原料材 発電用チップ バイオマス発電事業者 1 最高点 85
［住友林業ﾌｫﾚｽﾄｻｰﾋﾞｽ（株）］ 最低点 －
［オホーツクバイオエナジー（株）］

［紋別バイオマス発電（株）］
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具体的な販路（予定）
申請
者数

申請者評価点
物件
番号

商号又は名称
出材予定森
林管理署等

協定
数量等
（㎥）

樹材種 主な用途

４－６４ 王子木材緑化（株）遠軽営業所 西紋別 7,500 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 2 最高点 86
［王子製紙（株）苫小牧工場］ カラマツ原料材 飼料用チップ 畜産農家等 最低点 85
［日本製紙木材(株)旭川営業所］ 広葉樹原料材
［（株）佐藤造材］
［（株）エースクリーン］

４－６５ 佐藤木材工業（株） 西紋別 3,500 広葉樹原料材 発電用チップ バイオマス発電事業者 2 最高点 85
［オホーツクバイオエナジー（株）］ 最低点 82
［紋別バイオマス発電（株）］

４－６６ 佐藤木材工業（株） 網走中部 5,000 針葉樹原料材 発電用チップ バイオマス発電事業者 3 最高点 85
［住友林業ﾌｫﾚｽﾄｻｰﾋﾞｽ（株）］ カラマツ原料材 最低点 74
［オホーツクバイオエナジー（株）］

［紋別バイオマス発電（株）］
４－６７ 佐藤林業（株） 網走中部 4,000 広葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 1 最高点 80

敷料 畜産農家等 最低点 －

４－６８ 日本製紙木材（株）旭川営業所 網走南部 4,500 針葉樹原料材 製紙用チップ 製紙工場 1 最高点 83
協栄林産（株） カラマツ原料材 敷料 畜産農家等 最低点 －
佐藤林業（株） おが粉 おが粉販売店等
［立石興業（株）］

４－６９ 日本製紙木材（株）旭川営業所 網走南部 5,000 針葉樹原料材 製紙用チップ 製紙工場 2 最高点 83
協栄林産（株） カラマツ原料材 敷料 畜産農家等 最低点 82
佐藤林業（株） その他針葉樹原料材（ストローブ） おが粉 おが粉販売店
［立石興業（株）］

４－７０ 日本製紙木材（株）旭川営業所 網走南部 2,500 広葉樹原料材 製紙用チップ 製紙工場 1 最高点 84
佐藤林業（株） 敷料 畜産農家等 最低点 -
［木下木材工業（株）］

４－７１ 住友林業ﾌｫﾚｽﾄｻｰﾋﾞｽ（株） 根釧西部 6,000 カラマツ一般材 梱包材・ラミナ 商社等 3 最高点 74
十勝広域森林組合 パレット 合板工場 最低点 64
［西北プライウッド（株）］ 合板
［セイホク（株）］

11



具体的な販路（予定）
申請
者数

申請者評価点
物件
番号

商号又は名称
出材予定森
林管理署等

協定
数量等
（㎥）

樹材種 主な用途

４－７２ 物林（株） 根釧西部 6,000 トドマツ一般材 建築材 製材工場 2 最高点 76
丸善木材（株） エゾマツ一般材 梱包材・ラミナ 集成材工場 最低点 54
（株）サトウ アカエゾマツ一般材
オムニス林産（協） 針葉樹低質材
［（協）オホーツクウッドピア］

４－７３ 住友林業ﾌｫﾚｽﾄｻｰﾋﾞｽ（株） 根釧東部 1,000 カラマツ一般材 梱包材・ラミナ 商社等 3 最高点 74
十勝広域森林組合 パレット 合板工場 最低点 52
［西北プライウッド（株）］ 合板
［セイホク（株）］

４－７４ 住友林業ﾌｫﾚｽﾄｻｰﾋﾞｽ（株） 根釧東部 3,800 カラマツ一般材 梱包材・ラミナ 商社等 3 最高点 74
十勝広域森林組合 パレット 合板工場 最低点 50
［林ベニヤ産業（株）］ 合板

４－７５ 物林（株） 根釧東部 1,500 トドマツ一般材 建築材 製材工場 2 最高点 78
丸善木材（株） アカエゾマツ一般材 集成材（ラミナを含む） 集成材工場 最低点 59
［（協）オホーツクウッドピア］

４－７６ 日本製紙木材（株）旭川営業所 十勝東部 4,000 トドマツ一般材 建築材 商社、製材工場等 2 最高点 74
協栄林産（株） アカエゾマツ一般材 合板 合板工場 最低点 71
（株）サトウ エゾマツ一般材 パレット ホームセンター
（株）関木材工業 ストローブマツ一般材

和光木材（株） 針葉樹低質材
秋田プライウッド（株）
［加賀谷木材（株）］

４－７７ 住友林業ﾌｫﾚｽﾄｻｰﾋﾞｽ（株） 十勝東部 5,000 カラマツ一般材 梱包材・ラミナ 商社等 3 最高点 74
十勝広域森林組合 パレット 合板工場 最低点 62
［林ベニヤ産業（株）］ 合板

４－７８ 物林（株） 十勝西部 4,800 トドマツ一般材 建築材 製材工場 1 最高点 71
（株）神野木工場 針葉樹低質材 梱包材・パレット材 合板工場 最低点 -
（株）関木材工業 合板・LVL 集成材工場
（株）サトウ 集成材（ラミナを含む）

オムニス林産（協）
［丸玉木材（株）・津別単板（協）］

［（協）オホーツクウッドピア］
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具体的な販路（予定）
申請
者数

申請者評価点
物件
番号

商号又は名称
出材予定森
林管理署等

協定
数量等
（㎥）

樹材種 主な用途

４－７９ 物林（株） 東大雪 3,300 トドマツ一般材 建築材 製材工場 1 最高点 74
中田木材工業（株） アカエゾマツ一般材 梱包材・パレット 合板工場 最低点 －
（株）関木材工業 エゾマツ一般材 集成材（ラミナを含む） 集成材工場
（株）サトウ 針葉樹低質材 合板・LVL
オムニス林産（協）
［（協）オホーツクウッドピア］
［丸玉木材（株）・津別単板（協）］

４－８０ 物林（株） 東大雪 2,700 トドマツ一般材 建築材 製材工場 1 最高点 74
中田木材工業（株） アカエゾマツ一般材 梱包材・パレット 合板工場 最低点 －
（株）関木材工業 エゾマツ一般材 集成材（ラミナを含む） 集成材工場
（株）サトウ 針葉樹低質材 合板・LVL
オムニス林産（協）
［（協）オホーツクウッドピア］
［丸玉木材（株）・津別単板（協）］

４－８１ 日本製紙木材（株）旭川営業所 根釧西部 6,000 カラマツ原料材 製紙原料 製紙工場 3 最高点 82
（株）ニチモク林産北海道 おが粉 おが粉販売店等 最低点 75
［立石興業（株）］ 発電用チップ バイオマス発電事業者
［合同会社網走ﾊﾞｲｵﾏｽ第3発電所］

４－８２ 大澤木材(株) 根釧西部 6,000 針葉樹原料材 おが粉 おが粉販売店等 2 最高点 86
広葉樹原料材 最低点 81

４－８３ 大澤木材(株) 根釧東部 4,500 カラマツ原料材 おが粉 おが粉販売店等 2 最高点 86
針葉樹原料材 最低点 75
広葉樹原料材

４－８４ 王子木材緑化（株）帯広営業所 十勝東部 10,000 針葉樹原料材 製紙原料 製材工場 2 最高点 90
［王子製紙（株）苫小牧工場］ その他針葉樹原料材（ｽﾄﾛｰﾌﾞ） おが粉 畜産農家等 最低点 69
［十勝製材移出（協）］
［幕別チップ（株）］
［信栄工業（株）］

４－８５ 王子木材緑化（株）帯広営業所 十勝東部 3,000 カラマツ原料材 製紙原料 製紙工場 2 最高点 90
［幕別チップ（株）］ 最低点 75

13



具体的な販路（予定）
申請
者数

申請者評価点
物件
番号

商号又は名称
出材予定森
林管理署等

協定
数量等
（㎥）

樹材種 主な用途

４－８６ 日本製紙木材（株）旭川営業所 十勝東部 5,000 広葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 2 最高点 80
（有）佐々木林業 最低点 73

４－８７ 王子木材緑化（株）帯広営業所 十勝西部 5,200 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 2 最高点 90
［王子製紙（株）苫小牧工場］ 広葉樹原料材 最低点 77
［（株）ホリタ］

４－８８ 物林（株） 東大雪 3,000 針葉樹原料材 ペレット ホームセンター 1 最高点 79
（株）盛林商産 広葉樹原料材 おが粉 畜産農家等 最低点 －
（株）エムケイ
［十勝製材移出（協）］

４－８９ （株）西根製材所 檜山 2,000 トドマツ一般材 建築材 商社等 2 最高点 78
スギ一般材 ラミナ 集成材工場 最低点 69
カラマツ一般材 桟木 製紙工場
針葉樹低質材 チップ

４－９０ （株）ハルキ 渡島 4,600 トドマツ一般材 建築材 ハウスメーカー等 2 最高点 79
針葉樹低質材 最低点 60

４－９１ 王子木材緑化（株）函館営業所 後志 3,700 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 2 最高点 90
［三浦組木材工業（株）］ 広葉樹原料材 最低点 65
［王子製紙（株）苫小牧工場］ カラマツ原料材
［日本製紙木材(株)札幌営業所］

４－９２ 王子木材緑化（株）函館営業所 檜山 2,400 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 2 最高点 90
［函館北斗王子林産（株）］ 広葉樹原料材 最低点 70
［（株）西根製材所］

４－９３ 京葉ｶﾞｽｴﾅｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ（株） 檜山 1,400 針葉樹原料材 発電用チップ バイオマス発電事業者 2 最高点 73
［北斗バイオマス発電合同会社］ カラマツ原料材 最低点 66

スギ原料材
広葉樹原料材

４－９４ 王子木材緑化（株）函館営業所 渡島 3,000 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 1 最高点 90
［函館北斗王子林産（株）］ 最低点 －
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具体的な販路（予定）
申請
者数

申請者評価点
物件
番号

商号又は名称
出材予定森
林管理署等

協定
数量等
（㎥）

樹材種 主な用途

４－９５ 王子木材緑化（株）函館営業所 渡島 2,500 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 1 最高点 90
［函館北斗王子林産（株）］ カラマツ原料材 最低点 －

その他針葉樹原料材（ﾄﾞｲﾂﾄｳﾋ）

４－９６ （株）イワクラ 石狩 100 トドマツ一般材（大径材） 建築材 工務店、プレカット工場等 2 最高点 73
［西尾木材（株）］ 最低点 69

４－９７ 物林（株） 空知 100 トドマツ一般材（大径材） 桟木 ハウスメーカー等 3 最高点 69
（株）ヨシダ 建築材 最低点 57
［（協）オホーツクウッドピア］

４－９８ 物林（株） 日高北部 100 カラマツ一般材（大径材） 梱包材・ラミナ ハウスメーカー等 1 最高点 73
［日高中部森林組合］ 最低点 -
［苫小牧広域森林組合］
［（協）オホーツクウッドピア］

４－９９ （株）イワクラ 日高南部 100 トドマツ一般材（大径材） 建築材 工務店、プレカット工場等 3 最高点 74
［西尾木材（株）］ 最低点 59

４－１００ 井上産業（株） 網走西部 100 トドマツ一般材（大径材） 建築材 工務店等 2 最高点 83
最低点 54

４－１０１ 井上産業（株） 西紋別 100 トドマツ一般材（大径材） 建築材 工務店等 1 最高点 83
最低点 -

４－１０２ 物林(株) 十勝東部 100 トドマツ一般材（大径材） 建築材 工務店等 2 最高点 78
中島木材商事(株) 最低点 58
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具体的な販路（予定）
申請
者数

申請者評価点
物件
番号

商号又は名称
出材予定森
林管理署等

協定
数量等
（㎥）

樹材種 主な用途

４－１０３ 王子木材緑化（株）函館営業所 石狩 16,600 トドマツ一般材 桟木 商社等 3 最高点 81
［（株）ヨシダ］ 胆振東部 カラマツ一般材 建築材 製材工場 最低点 42
［王子与志本林業（株）帯広営業所］ 後志 エゾマツ一般材 梱包材・ラミナ 合板工場
［丸玉木材（株）・津別単板（協）］ 檜山 アカエゾマツ一般材 合板 集成材工場
［大浦木材（株）］ 渡島 ドイツトウヒ一般材 土木資材
［（株）トマモク］ 針葉樹低質材
［（株）西根製材所］
［（株）ハルキ］

３－１０４ 物林（株） 網走中部 13,500 トドマツ一般材 合板 製材工場 2 最高点 74
北見第一木材（株） 網走南部 エゾマツ一般材 建築材 合板工場 最低点 61
（株）佐藤製材工場 十勝東部 アカエゾマツ一般材 梱包材・パレット 集成材工場
中田木材工業（株） カラマツ一般材 桟木
（株）サトウ 針葉樹低質材 ダンネージ
オムニス林産（協） 集成材（ラミナを含む）

和光木材（株）
中島木材商事（株）
（株）関木材工業
［（協）オホーツクウッドピア］
［丸玉木材（株）・津別単板（協）］

［（株）湧別林産］
［（協）ウッディハウスおけと］
［ルベシベ木材工業（株）］
［熊谷林産（株）］
［田家木材（株）］
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具体的な販路（予定）
申請
者数

申請者評価点
物件
番号

商号又は名称
出材予定森
林管理署等

協定
数量等
（㎥）

樹材種 主な用途

４－１０５ 物林（株） 胆振東部 1,700 トドマツ一般材 桟木・梱包材 製材工場 1 最高点 69
＜複数年協定＞ （株）ヨシダ 針葉樹低質材 建築材 合板工場 最低点 -

［大浦木材（株）］ 杭材 集成材工場
［昭和マテリアル（株）］ 集成材（ラミナを含む） ハウスメーカー等
［秋田プライウッド（株）］
［（協）オホーツクウッドピア］

４－１０６ 王子木材緑化（株）函館営業所 胆振東部 2,000 針葉樹原料材 製紙原料 製紙工場 1 最高点 90
＜複数年協定＞ ［大浦木材（株）］ 広葉樹原料材 最低点 -

［王子製紙（株）苫小牧工場］
［日本製紙木材(株)札幌営業所］

４－１０７ 物林（株） 網走中部 10,000 トドマツ一般材 桟木 製材工場 2 最高点 76
＜複数年協定＞ 北見第一木材（株） 針葉樹低質材 建築材 合板工場 最低点 60

中田木材工業（株） 梱包・パレット 集成材工場
和光木材（株） 合板
［（株）湧別林産］ 集成材（ラミナを含む）

［丸玉木材（株）・津別単板（協）］ ダンネージ
［（協）ウッディハウスおけと］
［ルベシベ木材工業（株）］
［熊谷林産（株）］
［田家木材（株）］
［（協）オホーツクウッドピア］

R4： 700

R5：1,000

R4： 700

R5：1,300

R4：1,500

R5：4,500

R6：4,000
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