
平成25年度木づかい推進月間イベント開催（推進月間を中心とした期間における、庁舎や事務所等での木製品展示活動を含む）

都道府県 期間 行事名 開催地及び会場名 主催等 電話番号等 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 行事の概要

北海道 10月7日(月)－10月9日（水） 木の日パネル展 北海道庁1階ロビー
北海道水産林務部林務局林
業木材課

011-204-5492
http://www.pref.hokkaido.lg.j
p/sr/rrm/index.htm

　地球温暖化防止のための地域材の利用推進の取り組み「木づかい運
動」では、10月8日を「木の日」、10月を「木づかい推進月間」としているこ
とから、来庁者や職員に対し、道産木製品の展示やパネル展示を行い、
理解を深めてもらう。

北海道 10月12日（土） 北海道森づくりフェスタ2013 北海道当別町道民の森
北海道
北海道森林管理局
（公社）北海道森と緑の会

011-204-5515
http://www.pref.hokkaido.lg.j
p/sr/sky/index.htm
（調整中）

植樹、育樹、森林散策、木工体験など、森林の循環利用を体感できるイベ
ント

北海道 10月19日（土）
道民森づくりネットワークの集い

2013
赤れんが庁舎 前庭

北海道、道民森づくりネット
ワーク実行委員会 011-261-9022

http://www.h-green.or.jp
※ＨＰ更新中

「森林の大切さを広く伝え、未来の世代に豊かな森を残していくために」を
コンセプトに、一般の方に対し、「気軽に森林とふれ合うきっかけづくり」や
「気軽に参加できる森づくり活動の紹介」などを行う。また、会場に「木づ
かい広場」を設置し、道産木製品等の展示及び販売を行う。

青森県 10月20日（日） 第23回わくわく木工教室
東北町　小川原湖交流セン
ター「宝湖館」木工室

ウッドランドなかきち 0176-56-2025 http://www.sugisuki.com 県産木材での木工作品製作

青森県 11月9日（土）－11月10日（日） 県産材フェア「森のめぐみ展」
八戸ポータルミュージアム
「はっち」

三八・上北流域林業活性化
センター

0178-23-3595（三八地域
県民局地域農林水産部
林業振興課）

県産材（木製品、住宅等）の魅力をＰＲ

青森県 11月17日（日） 第24回わくわく木工教室
東北町　小川原湖交流セン
ター「宝湖館」木工室

ウッドランドなかきち 0176-56-2025 http://www.sugisuki.com 県産木材での木工作品製作

岩手県
10月12日（土）－10月13日

（日）

－薪・巻・牧－トリプル薪フェスタ
2013、くずまき高原森林の恵み
フォーラム

森のこだま館
こいわの森
ＪＲバス葛巻駅構内

葛巻町産業振興協議会
0195-66-2111(内線143)
葛巻町農林環境
エネルギー課内

広葉樹の森林づくり体験、
森林の恵みに関する講演会、
第６回全日本薪積み選手権大会

岩手県
10月12日（土）－10月13日

（日）
もりのくに遠野まつり 遠野市「蔵の道ひろば」 遠野市産業祭実行委員会 0198-62-0631 木工体験、木材利用PR

岩手県
10月19日（土）－10月20日

（日）
久慈地方産業まつり（親子木工教
室）

久慈市アンバーホール
久慈地方産業まつり実行委
員会

久慈地方産業まつり実行
委員会 0194-52-2123

産業まつりの行事の一つとして親子木工教室を実施

岩手県 10月20日（日）
久慈地方木工工作コンクール（展
示・表彰式）

久慈市アンバーホール 久慈地方木材青壮年協議会
久慈地方木材青壮年協
議会（マルヒ製材）
0194-53-2800

小中学生による木工工作コンクールの展示と表彰

岩手県 10月20日（日） 憩いの森「秋の緑化まつり」 北上市憩いの森
北上市、（社）岩手県緑化推
進委員会北上支部、北上市
森林組合

0197-72-8237 緑化木の無料配布や木工体験等を行い、緑化運動を推進する。

岩手県 10月27日（日）
気仙スギまつり（住田町産業祭り
と併催）

住田町役場 気仙地方林業振興協議会 0192-27-9914 木工製品の展示等

岩手県 10月27日（日） 住田町産業祭り 住田町役場 住田町 0192-46-2111
http://www.town.sumita.iwat
e.jp/

木工製品の展示等

岩手県 10月中旬 町産材を用いた製品の展示 サン・ビレッジ紫波 紫波町/紫波町農林公社
019-672-2111/019-907-
6933

http://office.town.shiwa.iwat
e.jp

町産材（構造材等）展示ＰＲ

岩手県
10月19日（土）－10月20日

（日）
一関地方産業まつり農業祭 一関市総合体育館

一関地方産業まつり実行委
員会(市農政課)

0191-21-8427
0191-21-2111内8437

木工教室・ステージイベント（積み木タワー競争・薪拾い競争等）

岩手県 10月27日（日）
第４回かまいし仙人峠マラソン大

会
釜石市甲子町
「旧釜石鉱山事務所周辺」

かまいし仙人峠マラソン大会
実行委員会

釜石市体育協会
（0193-23-1061）

http://www.city.kamaishi.iwa
te.jp/

親子木工体験等

岩手県 11月2日（土）－11月3日（日）
いわい東藤沢営農センターＪＡま

つり
ＪＡいわい東藤沢営農セン
ター

いわい東農業協同組合
ＪＡまつり実行委員会

0191-63-2331
（藤沢営農センター）

木工教室

岩手県 11月中旬 森林の感謝祭
東磐井地方森林組合
東磐木材流通センター

東磐井地方森林組合 0191-75-3100
木工教室・丸太早切り競争
チェンソーアート等

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/rrm/index.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/rrm/index.htm
http://www.h-green.or.jp/
http://www.h-green.or.jp/
http://www.sugisuki.com/
http://www.sugisuki.com/
http://office.town.shiwa.iwate.jp/
http://office.town.shiwa.iwate.jp/
http://www.city.kamaishi.iwate.jp/
http://www.city.kamaishi.iwate.jp/


都道府県 期間 行事名 開催地及び会場名 主催等 電話番号等 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 行事の概要

宮城県
10月19日（土）－10月20日

（日）
みやぎまるごとフェスティバル 仙台市青葉区・宮城県庁 同実行委員会 022-211-2912 http://www.pref.miyagi.jp/ 全県産業物産展示のなかで，県産木材や木工品のについて，ＰＲを行う。

宮城県 11月6日（水）－11月10日（日）
みやぎ児童生徒「木工工作」コン
クール作品展

仙台市・東北電力グリーンプ
ラザ

 宮城木材文化ホール  022- 239-2661 県内小中学校の木工工作入賞作品展示会

宮城県
11月13日（水）－11月19日

（火）
みやぎ児童生徒「木工工作」コン
クール作品展

県栗原合同庁舎
 宮城県北部地方振興事務
所栗原地域事務所

 0228- 22-2381
http://www.pref.miyagi.jp/so
shiki/nh-khsgsin-r/

栗原市内の木工工作入賞作品展示会

茨城県 11月2日（土）－11月3日（日） 茨城をたべよう収穫祭 笠間芸術の森公園 茨城県 029-301-4021 http://www.iis-net.or.jp/
本県農林水産業関係団体がブースを出展し，地産地消の機運を高める。
林務サイドでは，県産スギによる箸作り体験等を実施（予定）。

栃木県 10月5日（土） エコ・もりフェア2013 宇都宮市子ども総合科学館
栃木県エコ・もりフェア実行委
員会

028-623-3277

http://www.pref.tochigi.lg.jp
/d02/eco/kankyougakushuu
/gakushuu/eco_mori_fare20
13 html

環境や森林を取り巻く課題について理解を深めるため、参加・体験型を中
心としたイベント

栃木県
10月26日（土）－10月2７日

（日）
ゆめ！さくら博2013

さくら市
さくら市体育館

さくら市
（木工教室出展　市農政課）

028-681－1117 ゆめ！さくら博2013における木工教室の開催

栃木県 11月10日（日） ふるさと茂木秋祭り
茂木町
はが野農業協同組合茂木支
所

ふるさと茂木祭り運営委員会 0285-63-5644
http://www.town.motegi.toc
higi.jp/

祭りにおける木工教室

栃木県
11月16日（土）－11月17日

（日）
宇都宮市農林業祭

宇都宮市
ろまんちっく村

農林業祭開催実行委員会 028-625-3388
http://www.city.utsunomiya.
tochigi.jp/

宇都宮市の農林業の振興

群馬県 10月12日（土） 親と子の木工広場
県立　ぐんま　こどもの国（予
定）

群馬県木材組合連合会 027-266-8220 木工工作を通して、木のぬくもりやもの作りの楽しさを体験します。

群馬県 11月10日（日） 親と子の木工広場
桐生市中央公園
（新川公園）

群馬県木材組合連合会 027-266-8220 木工工作を通して、木のぬくもりやもの作りの楽しさを体験します。

群馬県 11月6日(水)－11月9日（土）
第38回群馬県児童生徒木工工作
コンクール

群馬県庁
県民ホール

群馬県
群馬県木材青年協会

027-226-3241
027-266-8220

木工工作を通して、木のぬくもりやもの作りの楽しさを体験します。

群馬県 12月3日（火） 第44回群馬県優良素材展示会
群馬県森林組合連合会木材
共販所

群馬県 027-261-0615
良質素材の生産奨励及び素材生産技術の向上を目的として、県内各地
から生産される優良材を展示する。

東京都 10月5日（土）－10月6日（日） 木と暮しのふれあい展 都立木場公園
東京都、(一社)東京都木材
団体連合会

03-5320-4855 木材利用の普及PR

東京都
10月12日（土）－10月14日

（月）
スポーツ祭東京2013

味の素スタジアムゆりーと広
場

スポーツ祭東京2013実行委
員会事務局

(03-5320-4855)
多摩産材による住まい、木工品等展示
（出展：東京都民間住宅課、森林課）

神奈川県 11月23日（土）
木にふれてかながわの森を知ろ
う２０１３

イオン大和鶴間店
かながわ木づかい推進協議
会

045-210-4332
http://www.pref.kanagawa.jp
/

木材の良さやその利用の意義を学ぶ木育の推進

富山県 9月28日（土）－10月4日（金）
2013とやまチビッ子とんかち大将

コンクール
富山県木材研究所展示館

富山県・富山県木材組合連
合会

0766-30-5101 小学生を対象とした木工コンクール

富山県
10月19日（土）－10月20日

（日）
とやま木と住まいフェア2012inと

やまの住まい博130
富山県産業展示館

富山県・富山県木材組合連
合会

076-482-4446 木材を知る・ふれる・学ぶイベント

石川県 10月5日（土）－10月6日（日） 石川の農林漁業まつり 石川県産業展示館 石川県 076-225-1613 県産材を使った家づくりに関する展示、きのこなど林産物の即売

石川県 10月13日（日） 輪島里山里海まつり マリンタウン
輪島里山里海まつり実行委
員会

0768-23-1141
http://www.city.wajima.ishik
awa.jp/

木工作、ﾈｲﾁｬｰｸﾗﾌﾄ

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nh-khsgsin-r/
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nh-khsgsin-r/
http://www.iis-net.or.jp/
http://www.pref.kanagawa.jp/
http://www.pref.kanagawa.jp/
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福井県 9月2日（月）－10月11日（水） 県庁ホールショーケース展示 福井県庁１階ホール
福井県（農林水産部県産材
活用課）

0776-20-0449

http://www.pref.fukui.lg.jp/d
oc/kensanzai/index.html 県産材の普及PRを目的とした展示を行う（今回のテーマは「県産材を活用

した地盤改良木杭」）。

福井県 9月10日（火）－10月25日（水）

～福井市の木でつくろうデザイン
コンペ2013～
つながるファニチャー　デザイン
募集

福井市(林業水産課） 0776-20-5430
http://www.city.fukui.lg.jp/d
320/rinsui/index.html

福井市産材を利用した家具のデザインを募集し、最優秀作品は実際に製
作する。

山梨県
10月19日（土）－10月20日

（日）
森林のフェスティバル
（山梨県林業まつり）

甲府市
小瀬スポーツ公園

山梨県 055ｰ223ｰ1653

・木工教室等　　・パネル等による普及展示
・木工品等の販売

長野県
10月15日（火）－10月31日

（木）
木づかい展示 小諸市役所 小諸市 0267-22-1700

http://www.city.komoro.nag
ano.jp/www/toppage/00000
00000000/APM03000.html

木製品の展示

長野県 10月8日（火） ＳＢＣこどもフェスタ 長野市トイーゴ ＳＢＣ信越放送 026-237-0545
http://sbc21.co.jp/blogwp/e
vent/

木のぬくもり体験コーナーの設置（予定）

岐阜県
10月26日（土）－10月2７日

（日）
森と木とのふれあいフェア 岐阜県庁芝生広場 岐阜県 058-272-8483

http://www.pref.gifu.lg.jp/sa
ngyo-koyo/ringyo-mokuzai-
sangyo/ringyo-
shinko/mokuzai-event/

「森を学ぼう、森で遊ぼう、森の恵みを楽しもう」をキャッチフレーズに森
林・林業、木材加工業者等による出展・展示・体験等において県産材を利
用した商品の販売、木工教室、クラフト教室を実施し、木に親しんでもらお
うというイベント

三重県 10月20日（日） みえ森林フェスタ2013四日市
オーストラリア記念館及び周
辺広場
四日市市大字羽津甲５１６９

三重県 059-224-2513
木工体験、木製品や農林水産物の展示・販売ブースのほか、太鼓演奏等
のステージイベントを開催。

三重県 11月2日（土）－11月3日（日） 住まいと暮らしの総合フェア 四日市市・四日市ドーム 中日新聞社 059－351－9975 三重県下最大級の総合生活提案型イベント

三重県 11月7日（木）－11月8日（金） リーディング産業展みえ 四日市市・四日市ドーム
リーディング産業展みえ実行
委員会

059-224-2393 地域資源を生かした地域密着型の産業展

岡山県 10月20日（日） 岡山あぐり総合フェア２０１３
おかやまファーマーズノース
ビレッジ

岡山県農政企画課 086-226-7408 魅力ある岡山の特産品を情報発信する

岡山県 10月26日（土）
第14回森林を考える岡山県民の
つどい

津山市（グリーンヒルズ津
山）

森林を考える岡山県民のつ
どい実行委員会

0868-32-2140
環境の世紀にふさわしい森林の保全や美しい森づくりを推進するととも
に、林業の振興と地域材の需要拡大を図る

広島県 10月8日（火）
木のシンポジウム～都市木造の
可能性～

広島市
広島県民文化センター

広島木材青年経営者協議会
（082-513-3688）
（広島県林業課県産材販
売戦略担当）

都市木造拡大に向けた講演会及びパネルディスカッション

山口県
10月19日（土）－10月20日

（日）
やまぐち住宅フェア

山口きらら博記念公園
（山口市）

山口県ゆとりある住生活推
進協議会
（社）山口県木材協会

083-921-8722
083-922-0157

http://www.solasi.com/yuto
ri/shutten13/

会場内に、県産木材コーナーを設置

徳島県
10月19日（土）－10月20日

（日）
山と木とみどりのフェア 徳島市藍場浜公園

山と木とみどりのフェア実行
委員会

088-662-2521 森林・木材に関するイベント

徳島県 2013/10月上旬 WOODキャラバン隊 県内市町村
山と木とみどりのフェア実行
委員会

088-662-2521 木づかい要請

徳島県 2013/10月下旬 移動森林教室 保育園、幼稚園
山と木とみどりのフェア実行
委員会

088-662-2521 森林に関する紙芝居

徳島県
10月23日（水）－10月24日

（木）
ジャパンホームショウ 東京ビッグサイト 日本能率協会 徳島すぎの展示

香川県
10月12日（土）－10月13日

（日）
ウッディフェスティバル サンメッセ香川 香川県木材需要拡大協議会 087-881-9343

http://www1a.biglobe.ne.jp/
k-mokkyo/（事務局）

県産木材製品の展示や木工教室の実施、林産物の販売を通じて、木材
の需要拡大を図る。

福岡県
10月13日（日）－10月14日

（月）
ウッドフェスタ2013福岡

福岡市植物園（福岡市中央
区小笹5丁目1-1）

ウッドフェスタ福岡実行委員
会

福岡県林業振興課　前田
(092-643-3536)

木工教室、木育広場、木造住宅相談コーナー　等

http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo-koyo/ringyo-mokuzai-sangyo/ringyo-shinko/mokuzai-event/
http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo-koyo/ringyo-mokuzai-sangyo/ringyo-shinko/mokuzai-event/
http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo-koyo/ringyo-mokuzai-sangyo/ringyo-shinko/mokuzai-event/
http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo-koyo/ringyo-mokuzai-sangyo/ringyo-shinko/mokuzai-event/
http://www.solasi.com/yutori/shutten13/
http://www.solasi.com/yutori/shutten13/
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福岡県 10月26日（土）
｢新･木造の家｣｣設計コンペプレ
ゼンテーション

LIXIL福岡総合ショールーム
（福岡市博多区半道橋2-5-
10）

NPO法人 森林をつくろう
NPO法人 森林をつくろう
（050-3490-1783）

http://www.mori-
tukurou.com/cat88.php

木造建築物の設計に関する講演会　等

長崎県
10月26日（土）－10月2７日

（日）
住宅フェア

おくんち広場（長崎市大波
止）

長崎県住宅課 095-824-1111 住情報の伝達・各種イベント     ※木製サッシ、県産材のPRの実施など

大分県
10月26日（土）－10月2７日

（日）
大分県農林水産祭

別府公園
（大分県別府市大字野口原
3018-1）

大分県 097-506-3833
木材利用に関する普及啓発
（木工教室、丸太切り体験、木製品の販売、チェンソーアートの実演、木育
紹介など）

鹿児島県
10月26日（土）－10月2７日

（日）
第14回かごしま木材まつり（ウッ
ディフェスタ21）

かごしま県民交流センター
かごしま木材まつり実行委員
会　（事務局：(一社)県林材
協会連合会）

099-260-5356
1)木材製品，木造住宅等，木の良さのPR
2)森林，林業，木材産業のPR
3)木工製品の展示即売ほかイベント

鹿児島県
10月25日（金）－10月27日

（日）
かごしま木製品コンテスト2013 かごしま県民交流センター

鹿児島県かごしま材振興課
（事務局：斯文堂株式会社）

099-286-3366

http://www.pref.kagoshima.j
p/ad06/sangyo-
rodo/rinsui/ringyo/mokuzai
/konntesuto html

家具部門，雑貨・装飾品部門別に県産材を使用した木製品を募集し，コン
テストを開催

http://www.pref.kagoshima.jp/ad06/sangyo-rodo/rinsui/ringyo/mokuzai/konntesuto.html
http://www.pref.kagoshima.jp/ad06/sangyo-rodo/rinsui/ringyo/mokuzai/konntesuto.html
http://www.pref.kagoshima.jp/ad06/sangyo-rodo/rinsui/ringyo/mokuzai/konntesuto.html
http://www.pref.kagoshima.jp/ad06/sangyo-rodo/rinsui/ringyo/mokuzai/konntesuto.html
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