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Forest Good 2019間伐・間伐材利用コンクール

応募申込書（製品づくり•利用部門）
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Forest Good 2019間伐・間伐材利用コンクール 

応募申込書（製品づくり・利用部門） 

※受付番号

会社名・団体名等   吉辰商店 

製品・取組等 

の名称 
吉野の杉箸手づくり体験と森の原木を見る林道ツアー 

製品等の 

概要・特徴 

間伐材の吉野杉をカンナや紙やすりで削り、焼印や蜜蝋ワックスでお好みのお箸に仕上げて頂く箸

づくり体験です。箸づくりの後、林道を案内しながら森林サイクルの説明をし、実際に山を見て頂

くことで間伐についての理解を深めてもらえます。 

製品開発の 

きっかけ、取組 

吉野杉の製造・販売をしており、吉野の木の良さや森林サイクルの大切さを伝えたいとワークショ

ップを始めました。吉野の山々は適正な間伐を行う事で元気になっている事をお伝えし、その端材

で箸を手づくりする事でより身近に感じて頂けます。 

先進性・独創性 

・技術合理性

箸の製造から販売までを自社で行っているので、体験に来られた方は箸の製造過程も見学が可能で

す。林道ツアーでは、実際に間伐が行われている山を見て頂き、どのようにして吉野の山を守って

いるのかを目で見て理解できます。 

社会生活への貢献性 

箸づくりや林道ツアーを通し沢山木の事をお話させて頂く中で、お子様が興味を持たれ自由研究の

題材にしたいと言って下さることも多くあり、その都度ご協力させて頂いております。興味を持つ

事から、知る事につながり、理解してもらえると考えておりますので、まず興味を持ってもらえる

よう、楽しいワークショップ提供に取り組んでいます。 

材料の地域性、 

有効利用の状況 

自社で製造している箸も、ワークショップで扱う箸も、全て吉野産の杉や桧の間伐材を使用してい

ます。三代前から続いている箸屋ですので木に携わる多くの業種の方との繋がりがあります。どの

ようにして間伐材を有効利用していくか、地域の事業者同士で日々話し合いを重ねています。現在

は建築会社と協力して住宅での杉の間伐材の新しい利用法の開発に取り組んでおります。 

普及の可能性・ 

普及啓発の取組状況 

奈良県内の方はもちろん他県からの修学旅行生さんや海外の旅行者の方にも箸づくりを楽しんで

頂いております。奈良県ビジターズビューローの企画で、海外からの旅行ツアーにもこの箸づくり

と森林ツアーのワークショップを組み込んで頂いたので、今後さらに世界中の方に吉野山の森林サ

イクルについて知って頂けます。 

製品・取組等の 

写真・図表等 

連絡先等 

（公表可能な範囲で 

ご記入下さい） 

(住 所) 〒638-0041 奈良県吉野郡下市町下市2764-6 

(担当部署等) 商品企画部 

(電話番号等) TEL: 0747-52-3649  FAX: 0747-52-9435 

(Ｕ Ｒ Ｌ)  http://yoshitatsu.net 
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Forest Good 2019間伐・間伐材利用コンクール 

応募申込書（製品づくり・利用部門） 

※受付番号

会社名・団体名等 川村工務店  

製品・取組等 

の名称 
木ミセル （展示パネル・間仕切り） 

製品等の 

概要・特徴 

杉を使っている。室内の癒やし効果。軽い。組み立てやすい（一人で出来る）。L型（平面的）の使

い方が可能。また、壁面利用の展示のみならず、センター展示（六角形に組めます）も可能で、四

方から展示できます。常時、パーテーションとしても使えます。 

パネル・支えの柱・テーブルで出来ています。 

全体の高さは 2100mm テープルは奥行き 600です。パネルは幅 910・1200mm （角は別） 

重さは、大きいパネルで 10kg程度小さいパネルで 7kg程度です。 

製品開発の 

きっかけ、取組 

近年、木材市場では高齢木（杉）のセリが進まないことが頻繁に起こっている。競られたとしても

値崩れが起き、（30,000/㎥程度）山側への還元を思うと、決して有効な取引とはいえない。 

小径木や障害木のみが、間伐とはいえないのです。 

なぜなのでしょうか？と考えると、家づくりの上で室内の設えで、家具や建具等が木製から塩ビや

樹脂に変わっている。私は、建具も国産材のみでつくっています。この高齢木を（70,000 から

100,000/㎥）引き受け製材。しかし、建具材として活用できるのは 20％程度であることが解りまし

た。和室の建具に使えるのは、そのうち半分くらいです。 

その他、建具には使えないとしても、木目流れ・木目の色（白赤黒）の違いなどの部分の活用を考

えました。 

公民会活動での文化的作品（絵画・書道・生け花・手作り作品等）の展示は、もっぱら有孔パネル

です。展示された作品もあまり映えません。「どうして？」と考えても木製品での有効な製品が無

い（ただそれだけの理由）という事が解りました。又、各施設での案内板や掲示板・パーテーショ

ンも木製品ではありません。これも上記と同じ理由からです。これらを、木質化をすることで、「プ

ラスチックから木へ！」が、進むのではないかと思いつきました。 

小学校や幼保も同じ事がいえます。校舎・園舎は近年、木質かが進んでいますが、什器・備品は、

多くは木製品ではありません。木育が叫ばれていますが、什器等はなぜ進まないのでしょうか。 

地域で生産される木材は沢山あるのに？が開発のきっかけです。 

先進性・独創性 

・技術合理性

小学校・幼保・施設はもちろんですが、一般的な什器として使っていくことは、他に類を見ません。 

先人達の培った、伝統的な木組み（組子）の技術も伝承されます。今は、制作の上で時間がかかっ

ていますが、需要の見えてきた今では、地域の職人達と連携し、高度な工作機械導入ではなく、木

材や技術の持続可能な製品作りが出来ます。 

社会生活への貢献性 

木育の上では、ただ、おもちゃや玩具ではなく、そのことを楽しむ子供達や人々、その中で働く人々

を包む空間として、おおきな木育の成果が得られます。「知らず知らず木育」 

疲弊する、技術を持った職人達の、各地域の仕事となります。 

材料の地域性、 

有効利用の状況 

全国に波及すれば、その地域ごとに特徴のある材（秋田は秋田の・岐阜は岐阜の材料というよう

に！）で、生産することがいいと思います。この品種の材料を使わなくてはいけない、という概念

はありません。 

杉高齢木の、建具材には使用できない部分の活用には、とても効果的です。全体の、歩留まり 50％

まで上げる事が可能です。 

普及の可能性・ 

普及啓発の取組状況 

試作品をつくり、展示したところ早速購入され、つくったという実績もあります。問い合わせもあ

ります。製品開発したところなので、実績はごくわずかです。が、未来性は充分感じています。 

パンフレットをつくっているところですが、各イベントでは、作品展示のパネルとして展示。 

市役所ロビーでも展示です。正直、これからです。 
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製品・取組等の 

写真・図表等 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
連絡先等 

（公表可能な範囲で 

ご記入下さい） 

(住   所) 〒527－0107 東近江市今在家町 570番地 

(担当部署等)  川村工務店 代表 

(電話番号等) TEL: 0749-45-3800        FAX: 0749-45-3808 

(Ｕ Ｒ Ｌ) kikorikko@e-omi.ne.jp 

  

壁面展示仕様  

大きさはパネルの組み合わせで調整 

L型部 

角に隙間が出来ないようにし、 

一体感をつくりました。 

 

六角形のセンター展示用 



Forest Good 2019間伐・間伐材利用コンクール
応募申込書（製品づくり・利用部門）

※受付番号

会社名・団体名等　NIKOICHI

製品・取組等
の名称 長野産間伐材によるペンダント作成

製品等の
概要・特徴

２つの文字をひとつにした漢字アートのデザイン性とその文字の意味、
さらに樹種の伝統や特徴をも付加価値とした間伐材利用の和風ペンダント

製品開発の
きっかけ、取組

間伐の大切さが一般に広まっていないため、次の時代を担う若者が
まずは木々を身につけることで考えるきっかけになればと作成しました。
付加価値を持たせるために樹種ごとの伝統や特徴にも興味を持っていただけるようにし
ています。またデザインにも意味を重視し、形状にもオリジナル性を持たせています。

先進性・独創性
・技術合理性

デザイン性と各樹種の特徴や伝統、言い伝えなどにより付加価値を付けます。２つの文
字を一つにし、形を変えた文字は一見わからなくとも密かに意味を持たせています。ま
た樹種の伝統や機能などもサイトに表示し、木々への興味を持てるようにしています。
https://www.nikoichi.design/woods　 をご覧いただけますと有難いです。情報は入手次第
随時更新いたします。塗装なしの無垢材を使用し、木、本来の色味、特徴、素材感を知
ることが可能になっています。レーザ加工による切断面の炭化（黒色化）をそのまま利
用し、より立体的な印象を与えています。デザインの形状、木目、樹種の強度をできる
限り考慮して作成しています。またオーダーメイドにて文字の意味や木材の意味、言い
伝えなどを組み合わせることでオリジナルのペンダントを作成することも可能にしてい
ます。

社会生活への貢献
性

オリジナル性のある木製ペンダントを若い方がファッションとして身につけることによ
り木々と間伐に興味を持っていただける方が増えればと思っております。間伐材の使用
量は少ないですが、間伐の理解を深めるため、広報を重視したアイテムとなります。ま
た、包装も環境に配慮し、ハンカチなどゴミとして捨てずに使用できるものをできる限
り利用しています。

材料の地域性、
有効利用の状況

日本全体の問題と思っておりますので、（環境問題・違法伐採においては世界的です
が）国産間伐材であれば産地は問わずです。今回は長野県産の間伐材を使用していま
す。
ペンダントですので木材の使用量は少ないですが、まずは間伐の大切さを知っていただ
くアイテムとして利用することを目的にしています。

普及の可能性・
普及啓発の取組状

況

ブログ、ツイッター、フェイスブックなどSNSによる広報をしています。
また、さらに作家としての付加価値をとコンペに只今応募中です。
2019 Salon de l'art Japonais ~ Les Couleus du Japon ~
サロン・ド・アール・ジャポネ　２０１９～日本の色～
フランス、パリ１６区 リンダ・ファレル・ギャラリー
2019/11/6 - 11/11　にて展示される運びとなりました。
普及最中で実績はありません。
デザインに意味やオリジナル性を持たせることで若い方（２０代～４０代）を中心に興
味を持っていただけたらと思っています。
デザインの意味については　以下のリンクを参照していただけますと有難いです。
祈安　　葉守

製品１１

https://www.nikoichi.design/woods
https://nikoichi-jp.stores.jp/items/5d8e1d8fbc45ac0975bebde0
https://nikoichi-jp.stores.jp/items/5d8f3a7e9658036d83d8b3f7


 

製品・取組等の
写真・図表等

詳細は添付資料にて

連絡先等
（公表可能な範囲

で
ご記入下さい）

(住　　　所)　〒237-0065　神奈川県横須賀市追浜南町２−５１−９
(担当部署等)　
(電話番号等)　TEL: 090-1792-8591　　　　　　　　FAX: 046-874-8702
(Ｕ　Ｒ　Ｌ)　https://www.nikoichi.design/home

https://www.nikoichi.design/home


Forest Good 2019間伐・間伐材利用コンクール 

応募申込書（製品づくり・利用部門） 

※受付番号

会社名・団体名等 相原木材 株式会社 

製品・取組等 

の名称 
お洒落なインテリア「木花（ＭＯＫＵＫＡ）」 

製品等の 

概要・特徴 

木花（ＭＯＫＵＫＡ）は、薄く切った間伐材から花びらを一枚一枚手作りで丁寧に仕上げた 

枯れない花です。造花には無い「木の香り」と「淡い木目」が特徴です。 

製品開発の 

きっかけ、取組 

本業の製材工場から発生するプレーナーの挽き屑の有効利用がないかと思案していたら、花 

びらに見えてきました。 

先進性・独創性 

・技術合理性

本物の木を活用しているので、精油成分等癒し系の木の香りや一枚一枚異なる淡い木目模様 

がリラックス効果を生みます。着色剤を一切使用せず、天然木の色合いを利用しています。 

社会生活への貢献性 
お洒落なインテリアとして部屋を飾り、ブローチとして身に着けたり、花束としてプレゼン 

トするなど、様々なシーンで活用できます。 

材料の地域性、 

有効利用の状況 

山形県産スギ間伐材を中心にブナ・ナラ・サクラ等広葉樹を含め、森林資源の有効利用を 

図っています。 

普及の可能性・ 

普及啓発の取組状況 

県内ホテルのブライダルコーナーのインテリア、ウェディングブーケ、ギフト等に利用され、 

現在はホームページも充実し、販売拡大を進めています。 

製品・取組等の 

写真・図表等 

連絡先等 

（公表可能な範囲で 

ご記入下さい） 

(住 所) 〒〒990-2251 山形市立谷川2丁目86-1 

(担当部署等)  

(電話番号等)  TEL: 023-686-4326 FAX: 686-4328 

(Ｕ Ｒ Ｌ)  

製品１２

https://www.woodream.jp/product-page/elegante-エレガンテ
https://www.woodream.jp/product-page/クラッチブーケ


Forest Good 2019間伐・間伐材利用コンクール 

応募申込書（製品づくり・利用部門） 

※受付番号

会社名・団体名等 okwood 

製品・取組等 

の名称 

杉を使用したカップや折りたたみイス等の製作販売（北但

西部の間伐材、近隣のホームセンターの杉材使用） 

製品等の 

概要・特徴 

地元の間伐材を使用したコップや取っ手付きカップはガラス塗料を使用しているので杉そのもの

の触感や温かみを感じることができ環境にも優しい。 

製品開発の 

きっかけ、取組 

40 年生以上のものも一瞬で燃やされてしまうバイオマス発電用のチップにしてしまうのはもった

いないし少しでも二酸化炭素の固定に役立つということと杉の断熱性の高さを生かせるため。まだ

地元の材の製材された板は供給されていないがそれが使えるようになった時のためにオリジナル

の折りたたみイスや折りたたみベンチ、折りたたみテーブルをホームセンターの杉材を使用して開

発製作販売しています。 

先進性・独創性 

・技術合理性

杉の取っ手一体型カップは横木どりで作っていて揺らぎのある縞模様がくつろぐコーヒータイム

にふさわしいです。断熱性が高いので熱いコーヒーはなかなか冷めないし氷入りの飲み物ではほと

んど結露しないのでテーブルが濡れません。そこは平らなので安定もよく、軽いですがひっくり返

ることはありません。お子様からお年寄りの方まで安心して使用できます。無機塗料なので環境ホ

ルモンの心配もありません。折りたたみイスは杉の軽さと柔らかさを生かした作りでお客様にもご

好評いただいております。 

社会生活への貢献性 
この杉の器を使うことによって上記のように生活の質が上がります。落としてもガラスや陶磁器の

ように割れません。日々の生活に楽しみと安心を提供できます。 

材料の地域性、 

有効利用の状況 
前述のとおりほぼバイオマス発電用チップとしての利用です。 

普及の可能性・ 

普及啓発の取組状況 

ネット販売しています。近年はネット販売の仕組みがよくなり、良いものが安ければどんな田舎で

もイニシャルコスト、ランニングコストがほぼなくてもよく売れるようになりました。バイオマス

センター（http://www.seibusinrin.jp/group/）で製材ができるようになり角材を安く提供して

もらえることができればさらに安く商品を販売できるのでこのデフレ下で最大の効果を発揮

できるのではないかと思います。いずれは倉庫のキッド販売ができれば大量の杉の需要が見

込めます。 

製品１３

http://www.seibusinrin.jp/group/
http://www.seibusinrin.jp/group/


製品・取組等の 

写真・図表等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉背もたれ付折りたたみイス         杉折りたたみベンチ（幅 100cm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉取っ手一体型カップ            杉折りたたみベンチ(幅 150cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワンちゃん用杉背もたれ付折りたたみイス      杉折りたたみイス 

 

連絡先等 

（公表可能な範囲で 

ご記入下さい） 

(住   所) 〒669-6804  兵庫県美方郡新温泉町熊谷 220 

(担当部署等) 奥田泰三 

(電話番号等) TEL:090-7976-7912         FAX:0796-92-2224 

(Ｕ Ｒ Ｌ) okuda- K220@yumenet.tv 

  



Forest Good 2019間伐・間伐材利用コンクール 

応募申込書（間伐実践・環境教育部門） 

※受付番号

会社名・団体名等 NPO法人たけのこさいえんす 

取組の名称 環境問題を考えて木や竹で工作しよう！ 

活動の種類 
間伐の実践（間伐の実施・普及、集約化取組、間伐技術の開発・工夫、間伐材の販売など） 

○ 環境教育活動（地域住民への普及啓発活動含む） 

取組の 

概要・特徴 

プラスチックが開発されるまでは木や竹などでいろいろな生活グッズを作ってくらしてい

ました。プラスチックはとても便利で生活になくてはならないものですが、使い方によって

は環境問題になってしまいます。地球規模で困っている環境問題について知り、わたしたち

に出来ることを考えるためにこの取組みを行いました。 

取組のきっか

け、目的 

兵庫県の木や竹などの間伐材の多くは燃料として活用されているということを知りました。

地域の子どもたちと環境問題を考えて木や竹で工作をすることで環境への関心や興味をも

つきっかけとなることを目的に取り組みました。 

計画性・継続性 

地域の子どもたちを対象に 3回のイベントを企画し開催しました。（6月,7月,8月） 

環境問題を考えた資料は環境省や林野庁のものを参考にし、工作の材料は、木は住友ゴムの

緑化活動での間伐材、竹は住友ゴム市島工場と NPO法人淡路島の自然環境を守る会から提供

していただいて使用しました。 

実行体制・ 

安全対策 

安全対策としては、子どもたちに安全にものづくりを楽しんでもらえるように主催者側で事前に材料

を加工しやすいところまで準備し、子どもたちがのこぎりなどの道具を使うときは必ず大人がつくな

どの工夫をしました。ケガなく安全に楽しくものづくりを行うことができました。 

取組の実績 

（年間） 

環境教育：2回/年、延べ 55人、幼児・小学生・中学生、活動エリアは神戸市周辺地域 

参加した子どもたちと環境問題について考え工作することで、環境への関心や興味を持ってもらうこ

とが出来たと考えます。 

理由は、『木や竹を活用する』については間伐の大切さを知り、間伐材を利用する方法として机やいす

にして人の暮らしに役立てるなど、『プラスチックの利用』については、スーパーで袋をもらわないと

か使ったプラスチックはリサイクルするなどのたくさんの意見がありました。また提供していただい

た木や竹を使って個性的でステキな作品が出来上がりものづくりを楽しんでもらえました。 

参加者が子ども延べ 55名、保護者延べ 40名、サポート延べ 25人と募集人数より多くの方に参加して

いただけたことから活動への興味関心がうかがえました。 

毎月 1回開催している実験教室の中で、ゴミの捨て方やリサイクルについて少しずつ環境勉強をして

います。 

地域への貢献 

・波及性

地域の小学校にチラシを配布して活動への参加を呼び掛けている。 

兵庫県や大阪府からの多くの地域から興味を持った方が参加している。 

活動に関する 

写真・図表等 

連絡先等 

（公表可能な範

囲でご記入下さ

い） 

(住  所)   〒657-0028 神戸市灘区森後町 1-5-11-601 

(担当部署等)  

(電話番号等) TEL：090-2062-4827  FAX：      email:takenokokagaku@gmail.com 

(ＵＲＬ)  http://takenokokagaku.com  

実践１



Forest Good 2019間伐・間伐材利用コンクール 

応募申込書（継続的取組部門） 

※受付番号

会社名・団体名等 NPO法人つくしん棒  受賞年度 2016 

取組等の名称 YUMEITA ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ― 山づくり！人づくり！ 

活動の種類 

○ 間伐材の利用に係る取組（製品生産、資材利用、生活用品など） 

間伐の実践（間伐の実施・普及、集約化取組、間伐技術の開発・工夫、間伐材の販売など） 

環境教育活動（地域住民への普及啓発活動含む） 

受賞の内容 

（概略） 

次世代を担う子ども達に、間伐材を活用した学習机の天板（YUMEITA）を用いて環境教育を

行っています。木材が児童の入学される数だけ必要とされる YUMEITAは、工具を使わず簡単

に取り外しができるため、裏面には目標や将来の夢など記載出きる仕組みとなっています。 

受賞後の展開 

（受賞から現在

まで） 

受賞をきっかけに、郡上市において木育のモデル事業として採用されました。また、活動内容におい

ては、郡上市の林務課が参画して頂くことで飛躍的に充実されました。地域の小学校を中心に活動を

行っています。 

今後の展開 

（現在から未来

へ） 

持続的に木材が活用されるこのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄには、毎年新しい小学校が取組に参加して頂けるようになり

ました。また、この取組を実施したいと、愛知県を始め、群馬県や新潟県で取組を行って頂ける仲間

が出来、小さな輪が少しずつではありますが大きくなりつつあります。将来的には全国で取組が行わ

れることを期待しています。 

取組の実績 

平成 27年度 1校実施 

平成 28年度 2校実施 

平成 29年度 5校実施 

平成 30年度 4校実施 

令和元年度  5校実施予定 

その他 
改良を重ねながら、より軽く壊れにくい構造とバージョンアップしています。また、最初に導入し

た学年は、4年生になり、成長の足跡が4年間も貯まっています。 

取組、製品等の 

写真、図表等 

  YUMEITAの設置状況 YUMEITAの裏面の状況（4年生の夢や目標など） 

連絡先等 

（公表可能な範

囲でご記入下さ

い） 

(住   所) 〒501-4222  岐阜県郡上市八幡町島谷1105番地 

(担当部署等)  

(電話番号等) TEL:090-7032-5595 FAX: 

(Ｕ Ｒ Ｌ) http://tuku-c.jp 

継続２



Forest Good 2019間伐・間伐材利用コンクール 

応募申込書（継続的取組部門） 

※受付番号

会社名・団体名等 有限会社 津田瑞苑  受賞年度 平成１５年 

取組等の名称 檜と杉の食器 ベビー食器 お食い初め食器など 

活動の種類 

○ 間伐材の利用に係る取組（製品生産、資材利用、生活用品など） 

間伐の実践（間伐の実施・普及、集約化取組、間伐技術の開発・工夫、間伐材の販売など） 

環境教育活動（地域住民への普及啓発活動含む） 

受賞の内容 

（概略） 

「暮らしに役立つ間伐材利用」 

自社山林から調達した間伐材を利用して、液体ガラスを染み込ませるというコーティング方法により、

高温食器洗浄機での洗浄も可能であり、エポキシンやアレルギーなど化学反応に弱い体質の方でも使

用できる健康的で安心な木製器を制作し販売する。 

オリジナルガラスコーティングを開発するとともに、試行錯誤を繰り返しながら、こだわりの 

安全で安心な器」を製品化する。 

受賞後の展開 

（受賞から現在

まで） 

木の温もりを小さいころから感じていただこうと、ベビー食器、離乳食食器、お食い初め食器などに

特化したホームページを作り子供用食器を中心に展開してきました。 

イラストや名前を焼きペンで描きオリジナルさも出し、大変喜んでいただいています。 

要望にも応じ、取っ手付きのマグカップ(くり抜き)、ベビースプーン、箸、弁当箱、轆轤で作ったラ

ンチボックスなども製作するようになりました。 

今後の展開 

（現在から未来

へ） 

去年には、透気性のあるコートなので杉や檜の香りが邪魔になる器の対処法として最低限の気は通し 

お茶、コーヒーカップ、ワイングラス、味の見極めに重要なお玉など食品そのものの味と香りを可能

にするガラスウッドコートが仲間入りしました。現在は、奈良県(木のブランド課)の取り組みとし

てもっと木の利用を推進するために、近畿大学医学部環境医学・行動科学教室の協力の元、給食

の食器などで使えないか・・・まずは、近畿大学の学食でお茶碗、お椀、深皿、取り皿を試験的に

使用するという実験のために制作。木製食器は、体などにどのような影響があるのかというのも調

べられるようです。これからの課題としては、給食センターで確実に熱風高温殺菌庫で耐えられる

ようにすることです。 

取組の実績 

ネット販売 

阪急百貨店で販売(２００５年から２０１０年)アマゾン(先月まで。偽サイトが横行し辞める) 

奈良放送(ええもんストア)、舞子六神社(撤饌)、立岩商事(市町村の出産祝)産婦人科(出産祝) 

中川政七商店(２０１９年９月より一ヵ月日本橋髙島屋Ｓ.Ｃ.旅する日本一出品)ラグーナベイコー

ト(焼肉コーナー)熊本ホテル・竹ふえ(子供用食器、スプーン、フォーク)レストラン舞鶴ふるるファ

ーム(バイキング取り皿)中川政七商店(ベビー食器)  

その他 

２００４年NHK「おはよう日本」取材、２００５年NHK「ニュースなら610」NHK「関西845」取

材そのほか奈良テレビなど取材多数、ベビー雑誌の取材多数、NEW YORK SROOKLYN テストマーケテ

ィングの誘い 

取組、製品等の 

写真、図表等 

継続３



 

   
 

 
連絡先等 

（公表可能な範

囲でご記入下さ

い） 

(住   所) 〒633-0212 

(担当部署等) 木工部 

(電話番号等) TEL:0745-82-1011FAX:0745-82-8335 

(Ｕ Ｒ Ｌ)  http://www.tsudazuien.co.jp 

  



Forest Good 2019間伐・間伐材利用コンクール 

応募申込書（継続的取組部門） 

※受付番号

会社名・団体名等   家具製作所 Kiiro 受賞年度 平成２０年度 

取組等の名称 オーダーメイド家具・雑貨の製造販売 

活動の種類 

〇 間伐材の利用に係る取組（製品生産、資材利用、生活用品など） 

間伐の実践（間伐の実施・普及、集約化取組、間伐技術の開発・工夫、間伐材の販売など） 

環境教育活動（地域住民への普及啓発活動含む） 

受賞の内容 

（概略） 
対馬ヒノキの間伐材を使った家具・雑貨の製造販売。 

受賞後の展開 

（受賞から現在

まで） 

オーダーメイド家具を中心に、デザイン・サイズなど細かく対応し世界に一つだけのオリジナルの家

具を制作し全国各地から注文を頂いている。 

ヒノキの間伐材を使った雑貨のブランドも立ち上げた。 http://www.siso-life.jp/ 

今後の展開 

（現在から未来

へ） 

ヒノキの間伐材を使用したオーダーメイドキッチンの開発を昨年から行っているので 

家具単体だけでなく、カフェなどの空間を丸ごとコーディネートできる仕事や空き家の再生などに

取り組んでいきたい。 

取組の実績 

・オーダーメイド家具は約２００件、その他オリジナル家具・雑貨の販売。フランスの雑貨店からも

注文があった。

・間伐材を使った椅子づくりのワークショップを各地で開催しモノづくりを通して山の現状を伝える

活動を行っている。

その他 
受賞後は新聞やTV取材などがあり注文にも繋げることが出来ました。 

会社立ち上げ直後だったので助かりました。 

取組、製品等の 

写真、図表等 

オーダーメイドサイドボード（納品先 東京都）   店舗兼事務所のリノベーション（長崎県） 

連絡先等 

（公表可能な範

囲でご記入下さ

い） 

(住 所) 〒817-1301 長崎県対馬市峰町三根173-3 

(担当部署等)  

(電話番号等) TEL: 0920-83-0232 FAX:0920-83-0232 

(Ｕ Ｒ Ｌ)  http://ki-iro.jp 

継続５

http://ki-iro.jp/


Forest Good 2019間伐・間伐材利用コンクール 

応募申込書（継続的取組部門） 

※受付番号

会社名・団体名等 株式会社磐城高箸 受賞年度 2011   

取組等の名称 三県復興 希望のかけ箸 

活動の種類 

◎ 間伐材の利用に係る取組（製品生産、資材利用、生活用品など） 

間伐の実践（間伐の実施・普及、集約化取組、間伐技術の開発・工夫、間伐材の販売など） 

〇 環境教育活動（地域住民への普及啓発活動含む） 

受賞の内容 

（概略） 

東日本大震災で被害の大きかった岩手県・宮城県・福島県の杉間伐材を使用した割り箸を作りました。

この割り箸が復興の架け橋となり、自然豊かな東北の地が、再び人々の希望を実らせる場所となりま

すよう、願いを込めて製造しています。 

受賞後の展開 

（受賞から現在

まで） 

・希望のかけ箸の売上の一部を、これまでに被災三県（岩手県陸前高田市、宮城県栗原市、福島県い

わき市）と熊本県に、義援金として寄付することが出来ました。（計100万円以上）

・割箸強度検査不合格品を6mm角のチップに刻み、中材とした「眠り杉枕」を開発、販売しています。 

・製造の全工程から発生するオガ粉を中材としたぬいぐるみ「おがべこ」、「木粉さま」を開発、販売

しています。

今後の展開 

（現在から未来

へ） 

本年4月より、中山間地域にある築 90年以上の木造校舎（廃校）に本社を移転し、産業観光施設と

しての利用を始めています。過疎化の進む地域と見学者との交流を通した交流人口増大、間伐材原

木からの一貫製造を見学することによる森林への関心喚起を目指しています。今後も継続して、杉

の価値、地域の価値の再構築をはかります。 

取組の実績 

当社は 200㎥／年前後と、間伐材の消費量は極めて少ないものの、企業や官公庁向けのノベルティを

主力としているため、実際に木に触れることが出来、目につきやすい製品群です。 

近隣の小学校をはじめ、随時見学受け入れを行ってきており、本年度からの廃校利活用を除いても、

延べ 5千人以上に対し、間伐材の原木から最終製品までの一貫製造の工程につき見学対応を行うこと

により、森林への関心喚起をはかってきました。 

その他 

東日本大震災の年に受賞したことから、県内紙では大きく報じられ、以後、把握している紙媒体だ

けでも、350回以上掲載して頂いております。 

近隣の小学2年生が見学に来た際に感想文を頂き、「将来は磐城高箸で働きたい」と書いてくれた子

がいて驚きましたが、持続可能な林業復興を目指すことは、過疎化の進む地域に誇りを持ってもら

うことと通じるため、とても嬉しい出来事でした。 

取組、製品等の 

写真、図表等 

連絡先等 

（公表可能な範

囲でご記入下さ

い） 

(住 所) 〒974-0153 福島県いわき市田人町南大平字坪内 95-1 

(担当部署等) 本社 

(電話番号等) TEL:0246-65-0848  FAX:050-6861-0164 

(Ｕ Ｒ Ｌ) https://iwaki-takahashi.biz/ 

継続６



継続９



継続１０



Forest Good 2019間伐・間伐材利用コンクールコンクール

応募申込書（継続的取組部門）
※  受付番号 

会社名・団体名等  　有限会社　長浜木履工場　 受賞年度　平成  21  年  

取組等の名称名称 間伐材を用いた下駄の製造用コンクールいた下駄の製造下駄の製造の名称製造

活動の種類の名称種類

○ 間伐材の名称利用コンクールに係る取組（製品生産、資材利用、生活用品など）係る取組（製品生産、資材利用、生活用品など）る取組（製品生産、資材利用、生活用品など）取組（製品生産、資材利用コンクール、生活用コンクール品など）

間伐の名称実践（間伐の名称実施・普及、集約化取組、間伐技術の開発・工夫、間伐材の販売など）の名称開発・工夫、間伐材の名称販売など）など）

環境教育活動の種類（地域住民への普及啓発活動含む）への名称普及啓発活動の種類含む）む）

受賞の名称内容

（概略）

間伐材を用いた下駄の製造用コンクールいて、子どもから大人まで幅広い年代の方に履いていただける「長木保育下駄」どもから大人まで幅広い年代の方に履いていただける「長木保育下駄」大人まで幅広い年代の方に履いていただける「長木保育下駄」まで幅広い年代の方に履いていただける「長木保育下駄」幅広い年代の方に履いていただける「長木保育下駄」い年代の方に履いていただける「長木保育下駄」の名称方に履いていただける「長木保育下駄」に係る取組（製品生産、資材利用、生活用品など）履いていた下駄の製造だける取組（製品生産、資材利用、生活用品など）「長木保育下駄」長木保育下駄の製造」

を用いた下駄の製造考案し、審査員奨励賞を受賞。し、審査員奨励賞を用いた下駄の製造受賞。

受賞後の展開の名称展開

（受賞から大人まで幅広い年代の方に履いていただける「長木保育下駄」現在

まで幅広い年代の方に履いていただける「長木保育下駄」）

「長木保育下駄」長木保育下駄の製造」の名称商品ラインナップも増えて国内の保育園・幼稚園でご使用いただいていも増えて国内の保育園・幼稚園でご使用いただいていえて国内の名称保育園・幼稚園で幅広い年代の方に履いていただける「長木保育下駄」ご使用いただいてい使用コンクールいた下駄の製造だいてい

る取組（製品生産、資材利用、生活用品など）他、ネット通販などでも好評を得ている。通販などで幅広い年代の方に履いていただける「長木保育下駄」も好評を得ている。を用いた下駄の製造得ている。ている取組（製品生産、資材利用、生活用品など）。

「長木保育下駄」一本歯下駄の製造」を用いた下駄の製造他社に係る取組（製品生産、資材利用、生活用品など）はない豊富なサイズ展開（なサイズ展開（展開（15.5ｃｍ～30ｃｍまで幅広い年代の方に履いていただける「長木保育下駄」）に係る取組（製品生産、資材利用、生活用品など）増えて国内の保育園・幼稚園でご使用いただいていやすこと

で幅広い年代の方に履いていただける「長木保育下駄」、新たな顧客層を開拓している。た下駄の製造な顧客層を開拓している。を用いた下駄の製造開拓している。している取組（製品生産、資材利用、生活用品など）。

今後の展開の名称展開

（現在から大人まで幅広い年代の方に履いていただける「長木保育下駄」未来

へ）

間伐材を用いた下駄の製造用コンクールいた下駄の製造新たな顧客層を開拓している。た下駄の製造な商品を用いた下駄の製造考案し、審査員奨励賞を受賞。し、さら大人まで幅広い年代の方に履いていただける「長木保育下駄」に係る取組（製品生産、資材利用、生活用品など）間伐材の名称利用コンクールを用いた下駄の製造促進していきたい。していきた下駄の製造い。

また下駄の製造様々なスポーツの選手・指導者に下駄を履くことで得られる効果を示し、間伐材の利用なスポーツの選手・指導者に下駄を履くことで得られる効果を示し、間伐材の利用の名称選手・指導者に下駄を履くことで得られる効果を示し、間伐材の利用に係る取組（製品生産、資材利用、生活用品など）下駄の製造を用いた下駄の製造履くことで幅広い年代の方に履いていただける「長木保育下駄」得ている。ら大人まで幅広い年代の方に履いていただける「長木保育下駄」れる取組（製品生産、資材利用、生活用品など）効果を示し、間伐材の利用を用いた下駄の製造示し、間伐材の利用し、間伐材の名称利用コンクール

を用いた下駄の製造促進していきたい。していく。

取組の名称実績 間伐材利用コンクール：販売など）数量・・・年間約50,000足程度

その名称他
実際に履いていただいたお客様より、「木の肌触りがとても良い」「包みを開けたときの香に係る取組（製品生産、資材利用、生活用品など）履いていた下駄の製造だいた下駄の製造お客様より、「木の肌触りがとても良い」「包みを開けたときの香客様より、「長木保育下駄」木の名称肌触りがとても良い」「包みを開けたときの香りがとても良い」「包みを開けたときの香い」「長木保育下駄」包みを開けたときの香みを用いた下駄の製造開けた下駄の製造ときの名称香

りがとても良い」「包みを開けたときの香い」「長木保育下駄」木材の名称温かみを感じた」などの感想を頂いている。かみを用いた下駄の製造感じた」などの感想を頂いている。じた下駄の製造」などの名称感じた」などの感想を頂いている。想を頂いている。を用いた下駄の製造頂いている。いている取組（製品生産、資材利用、生活用品など）。

取組、製品等の名称

写真、図表等

連絡先等

（公表可能な範な範

囲でご記入下さで幅広い年代の方に履いていただける「長木保育下駄」ご使用いただいてい記入下さ

い）

(住 所)　〒799-3407　愛媛県大洲市長浜町黒田甲617

(担当部署等)　

(電話番号等)　TEL:　　0893-52-1234 FAX:0893-52-1235

(Ｕ　Ｒ　Ｌ)　https://www.nagamoku.com

継続１１



Forest Good 2019間伐・間伐材利用コンクール 

応募申込書（継続的取組部門） 

※受付番号

会社名・団体名等 NPO法人緑のダム北相模 受賞年度 2018 

取組等の名称 相模湖・若者の森づくり 

活動の種類 

間伐材の利用に係る取組（製品生産、資材利用、生活用品など） 

◯ 間伐の実践（間伐の実施・普及、集約化取組、間伐技術の開発・工夫、間伐材の販売など） 

◯ 環境教育活動（地域住民への普及啓発活動含む） 

受賞の内容 

（概略） 

神奈川県相模原市で中高大学生による森林保全活動を実施している。また間伐材の積み木を活用した

イベントを通して、木育の活動も行っている。 

受賞後の展開 

（受賞から現在

まで） 

森林整備活動は月１〜２回のペースで継続中、境界線調査についてはQGISというフリーソフトに仕

様変更し、参加する高校生が管理、またより高精度のサブメートル級のGPSを導入予定。 

学芸大との連携を深めており、学芸大explayground機構が設置したGTE（GreenTechEngineering）

ラボに参加、高校生大学生がメンバーとして活動を始めている。 

今後の展開 

（現在から未来

へ） 

地元でも目撃情報のないシカがセンサーカメラに映るなど野生生物の調査も必要になり（多摩森林

科学園に協力依頼中）、より多様な活動に発展しつつある。今後は活動フィールド周辺の若者の参加を

呼び込むため、地元小学校への出前授業を大学研究者とともに立案、１１月に実施予定。 

取組の実績 
10月に学芸大こども未来研究所とショッピングモールでの積み木イベントを共催、３日間で2000

人を超える来場者、１時間枠の体験整理券も連日午前で配布終了するなどほどの大盛況 

その他 

さらなる若者参加者獲得のため、高校生発案により本会のインスタグラムを開設、高校生が運用し

ている。活動写真、参加者のコメントをウェブ上共有スペースで管理し、担当者が活動に参加せずと

も継続的に記事が掲載されるような仕組みを構築した。 

木育サミット、緑の少年団、アウトドアメーカーなど、高校生への依頼も含めた事例報告、講演依

頼が多く寄せられ、横浜市社会科研究会からも教材作成、指導依頼があるなど活動広報が進んでおり、

3月の森林学会でもポスター発表予定。 

取組、製品等の 

写真、図表等 

時計回りに、 

積み木イベントポスター 

GTEラボの様子、インスタのアイコン 

撮影された雌シカ、GISでのセンサー 

カメラの位置データ 

連絡先等 

（公表可能な範

囲でご記入下さ

い） 

(住 所) 〒252-0172 相模原市緑区与瀬本町12 かどや食堂内 

(担当部署等)  

(電話番号等) TEL:  FAX: 

(Ｕ Ｒ Ｌ) http://midorinodam.jp 

継続１２



Forest Good 2019間伐・間伐材利用コンクール 

応募申込書（継続的取組部門） 

※受付番号

会社名・団体名等 協同組合ウッドワーク 受賞年度 平成 14年 

取組等の名称 高付加価値 間伐材利用家具 

活動の種類 

○ 間伐材の利用に係る取組（製品生産、資材利用、生活用品など） 

間伐の実践（間伐の実施・普及、集約化取組、間伐技術の開発・工夫、間伐材の販売など） 

環境教育活動（地域住民への普及啓発活動含む） 

受賞の内容 

（概略） 
「暮らしに役立つ間伐材利用」部門にて受賞 

受賞後の展開 

（受賞から現在

まで） 

建具、家具、小物から店舗家具等、多様に間伐材が使用されるようになり、添付資料にあるように 

幼稚園や小学校等への寄贈事業で間伐材家具を製作、販売してきました。 

今後の展開 

（現在から未来

へ） 

現在、高付加価値の家具、建具等を開発中です。除々に海外への輸出が始まりつつあります。 

取組の実績 

継続的な取組としては、特定非営利活動法人グリーンサンタ基金の国産材製品寄贈事業で家具製作依

頼を2007年から2018年まで11年間続いた事業が挙げられます。 

この寄贈事業は、「木製品を寄贈する」ことが目的ではなく、寄贈をきっかけとして子どもたちに森の働きや環境

の大切さについて、考えてもらうために行なっている活動です。 

その他 

取組、製品等の 

写真、図表等 

グリーンサンタ基金国産材製品寄贈事業納品家具の紹介 

※別紙、参照

連絡先等 

（公表可能な範

囲でご記入下さ

い） 

(住 所) 〒942-0081 新潟県上越市五智2丁目102-1 

(担当部署等)  

(電話番号等) TEL: 025-539-5422   FAX:025-539-5427 

(Ｕ Ｒ Ｌ) http://www.woodwork.or.jp/ 

継続１３



Forest Good 2019間伐・間伐材利用コンクール 

応募申込書（継続的取組部門） 

※受付番号

会社名・団体名等 株式会社 共生 受賞年度 平成 23年度

取組等の名称 間伐材を利用した間伐林立型枠工と擁壁工 

活動の種類 

〇 間伐材の利用に係る取組（製品生産、資材利用、生活用品など） 

間伐の実践（間伐の実施・普及、集約化取組、間伐技術の開発・工夫、間伐材の販売など） 

環境教育活動（地域住民への普及啓発活動含む） 

受賞の内容 

（概略） 

間伐林立型枠工は、コンクリートの残置型枠、補強土擁壁工に間伐材を有効活用することで、間伐材

の利用促進・コスト縮減を図るだけでなく、二酸化炭素削減にも寄与する。間伐材を縦に配置したこ

とで、周囲の自然に溶け込むデザインとなっている。 

受賞後の展開 

（受賞から現在

まで） 

・間伐材は地域産の小径木から大径木まで、皮付き丸太から円柱、太鼓落とし、半割れ、平割の加工

木材まで幅広く利用できるよう構造を改良し、木材の利用拡大や作業員の高齢化といった課題の解決

に取り組んでいる。実際に施工された「ウロンナイ川治山工事」では優秀工事として平成 30年 3月に

表彰されている(写真-1)。

・経年調査を実施し、10年以上経過した間伐型枠工の間伐材が健全な状態であることを確認している

(写真-2)。

今後の展開 

（現在から未来

へ） 

・間伐材を構造部材として活用し、エキスパンドメタルと組み合わせたハイブリッド構造の擁壁を開

発。間伐材は健全度を判定したうえで 10～15年程度での取替えを前提。取替えコストを含めた上で

従来工法に比べてコスト縮減が可能。構造部材としての役目を終えた間伐材は木くず燃料として利

用することで CO2を削減。リニューアルにともなう地場における森林土木事業の創出を図る。

取組の実績 

・間伐材利用

平成 9年から平成 30年までの間伐材使用量累計：約 170,000㎥

平成 30年度における年間の間伐型枠工施工数：林野庁 204基・都道府県 264基

その他 
間伐材だけでなく竹材も同様のしくみを用いて利用できる。竹資源の有効活用によって環境負荷の低

減と荒廃竹林の整備に寄与していきたい。 

取組、製品等の 

写真、図表等 

写真-1 ウロンナイ川治山工事(型枠)  写真-2 前沢ガーデン桜花園 11年経過後(補強土壁) 

連絡先等 

（公表可能な範

囲でご記入下さ

い） 

(住 所) 〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-23-1 新宿マルネビル 

(担当部署等) 本社 

(電話番号等) TEL:03-3354-2554  FAX:03-3354-2659 

(Ｕ Ｒ Ｌ)  https://www.kyosei-kk.co.jp/ 

継続１４



Forest Good 2019間伐・間伐材利用コンクール 

応募申込書（継続的取組部門） 

※受付番号

会社名・団体名等 みどりのまちづくりグループ・癒しの森づくりの会 受賞年度 平成２０、２２年度 

取組等の名称 「みろくの森」癒しの森づくりと間伐材利活用 

活動の種類 

○ 間伐材の利用に係る取組（製品生産、資材利用、生活用品など） 

◎ 間伐の実践（間伐の実施・普及、集約化取組、間伐技術の開発・工夫、間伐材の販売など） 

◎ 環境教育活動（地域住民への普及啓発活動含む） 

受賞の内容 

（概略） 

愛知県春日井市のみろくの森の保全活動を行うために、平成１６年より愛知県県有林事務所と「県有

林野における活動に関する協定｣を結び森づくりを実施。みろくの森で一般公募の親子の間伐・除伐体

験事業を行うとともに、テーブルやベンチ作り、工作体験イベントの開催などで間伐材利活用を推進。 

地域住民を巻き込み活動を広げている。 

受賞後の展開 

（受賞から現在

まで） 

① 継続してみろくの森の間伐を行っており、令和元年度に 8.5ｈａの間伐協定を愛知県と締結

② みろくの森で間伐や除伐、森の自然の体験事業（間伐材利用を利用したキノコ栽培、ハンギング

バスケット作りなど）を実施。 

③ 間伐材でテ-ブル・ベンチ・椅子などを製作し、間伐材を植栽地や花壇の土留・柵・杭に活用。

④ 愛知県や春日井市のイベントや市内の小学校で、間伐材利活用の工作体験事業を実施。

⑤ 学校林の保全とその利活用で自然環境教育（令和元年 6月ノースロップ賞）。

⑥ 針葉樹の間伐材によるキノコ栽培。現代農業の雑誌と別冊掲載、マイナビインターネット掲載。

今後の展開 

（現在から未来

へ） 

① みろくの森の協定を今後５年間に１２ｈａに拡大。

② 春日井市の小学校を対象に間伐材利活用のクラフト作り体験実施（土曜チャレンジアップ教室な

どによる）。

③ 学校林の保全とその利活用で自然環境教育。

④ 「間伐材は森に恵み」を看板に「木使い」を通して自然の大切さを啓蒙。

取組の実績 

① 間伐：１５年間の活動で８ｈａを間伐、（年間平均１０回活動）

② 間伐や除伐、森の自然の体験事業：１５年間に１９回開催、参加者累計 約７００人

③ テ-ブル・ベンチの設置：８か所

④ 間伐材利活用工作体験開催：平成２１年度より毎年開催、年間 約 10回、一般参加者約500人

⑤ 学校林利活用の自然環境教育

その他 

① シデコブシ保全（日本陸水学会東海支部の学会誌「陸の水」に共同執筆の論文掲載）

② 設立 15年で３，５００本の植樹と育樹。

③ 庄内川アダプト（河畔林の整備）で庄内川河川事務所所長、中部整備局長から感謝状

④ 緑の募金活動で、愛知県、国土緑化推進機構から感謝状

取組、製品等の 

写真、図表等 

  みろくの森の間伐作業 間伐材は森の恵み・間伐材利活用体験 

連絡先等 

（公表可能な範

囲でご記入下さ

い） 

(住 所) 〒454-0837 愛知県春名古屋市中川区中野新町 

(担当部署等)  副代表 

(電話番号等) TEL: 052-362-9897  FAX: 052-362-9897 

(Ｕ Ｒ Ｌ) http://midorinomachi.jimdo.com   MAIL:sakai1950@gmail.com 

継続１５
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Forest Good 2019間伐・間伐材利用コンクール 

応募申込書（継続的取組部門） 

※受付番号

会社名・団体名等 日本植生株式会社 受賞年度 2017年度  

取組等の名称 「間伐材利用植生マット」 

活動の種類 

○ 間伐材の利用に係る取組（製品生産、資材利用、生活用品など） 

間伐の実践（間伐の実施・普及、集約化取組、間伐技術の開発・工夫、間伐材の販売など） 

環境教育活動（地域住民への普及啓発活動含む） 

受賞の内容 

（概略） 

崩壊斜面やのり面緑化資材として多く活用される植生マットに保水剤の代わりに間伐材を木毛状に

して装着したもので、従来は鉱物系あるいは化学系保水材を活用していました。間伐材を木毛状にし

たものを活用することにより、自然木材の自立呼吸運動により吸放水を繰り返し、植物の生育に必要

な水分をごく自然に取り込むほか、木質繊維は高い浸食防止効果を発揮します。間伐材の利用促進及

び地球温暖化対策、環境負荷低減に寄与する緑化復元用製品です。 

受賞後の展開 

（受賞から現在

まで） 

受賞後、専用のリーフレット・タペストリーを製作し、従来以上に間伐材利用植生マットを特に公共

工事を所管する森林管理署や県をはじめとする自治体へアピールしました。和歌山県では、従来商品

では植生が困難だった海岸において、本製品により期待以上の緑化が成立する等効果があり、他地域

でも少しずつ活用が広まってきています。但し、間伐材木毛を活用する製品は従来製品より高価とな

るため、製造コストを極力カットして安価に提供できるようにすることが今後の課題です。 

今後の展開 

（現在から未来

へ） 

間伐材木毛の緑化にたいする効果は未知な部分が多く、更なる研究・検証を進めます。 

間伐材木毛の調達地域を増やし、製造工場までの輸送コストカットを検討するほか、特に「地域の資

源循環サイクル」が活性化し更なる間伐材の活用促進につながるよう、「緑化」という側面から本課題

解決にむかい研究開発を進めます。ぜひとも期待していただきたいと思います。 

取組の実績 

間伐材利用植生マット、主要7製品の実績（※2019年度は上期のみ） 

2014年度 27,824kg/390,826㎡、2015年度 22,537kg/309,263㎡、2016年度 22,513kg/346,358㎡ 

2017年度 23,780kg/334,506㎡、2018年度 19,147kg/264,006㎡、2019年度 8,129kg/125,055㎡ 

※公共事業の発注量増減に左右されやすいが、今後、民間市場でも活用を増やしたい考え。

その他 

本商品は、山を健全に保つために切り出された間伐材を木毛状にして緑化用製品に装着しています。

災害等で崩壊した場所の緑化復元に本製品が活用されることにより、「山から出た間伐材が緑化基礎

として山に還る」を実現した資源循環型緑化製品です。緑化による国土保全と環境創出により間伐材

による人々の安心できる暮らしの創出を図っていきたいと考えます。 

取組、製品等の 

写真、図表等 

間伐材利用植生マットで間伐材を山へ循環させる 木毛状に加工された間伐材 

連絡先等 

（公表可能な範

囲でご記入下さ

い） 

(住 所) 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1丁目 14-33 TCSビル 3F-A 

(担当部署等) 環境緑化部 大阪営業所 

(電話番号等) TEL:06-6388-8283 FAX:06-6388-8449 

(Ｕ Ｒ Ｌ) http://www.nihon-shokusei.co.jp/ 
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Forest Good 2019間伐・間伐材利用コンクール 

応募申込書（継続的取組部門） 

※受付番号

会社名・団体名等 一般財団法人 九電みらい財団 受賞年度 2017年度 

取組等の名称 「くじゅう九電の森」における環境教育 

活動の種類 

間伐材の利用に係る取組（製品生産、資材利用、生活用品など） 

間伐の実践（間伐の実施・普及、集約化取組、間伐技術の開発・工夫、間伐材の販売など） 

〇 環境教育活動（地域住民への普及啓発活動含む） 

受賞の内容 
（概略） 

水源涵養などの森の公益的機能などのほか、幅広い内容で、毎年千人以上もの多くの人に、森林環境
教育を実施している実績があること 

受賞後の展開 

（受賞から現在

まで） 

【学校向け環境教育】 
・限られた日程・予算の中で、より多くの学校を受け入れるため、1回の受入数を最大90名まで拡大。
これにより、規模の大きな学校の受け入れに加え、２校合同実施による規模の小さな学校の受け入
れも可能となり、全体の参加者数も拡大 

・2018年度からは、次世代層への波及効果を期待し、教員を目指す大学生にも募集対象を拡大。通常
のプログラムに加え、教員の視点で小学生向けプログラムの改善提言を行うワークショップを開催。
いただいた提言をもとに実験内容や説明方法を見直すなど、教育効果の更なる向上につなげている
（2018年度：西南学院大、2019年度：福岡教育大） 

【親子向け環境教育】 
・これまでは福岡・大分・佐賀に募集エリアを限定していたが、エリア外からの参加希望も増えてき
たことから、対象を「九州全域」に拡大

・地元の観光協会(湯平温泉)との連携による参加者への温泉入浴サービス提供や、湯布院地域の木工
職人の方々との協働によるプログラム(カトラリーづくり)など、活動を通じた地域活性化への取組
みを積極的に推進

【その他（施設面、地域活性化への貢献）】 
・テントやオーニングなど施設の充実も実施。雨天時でも好天時と遜色ない参加者の受入れと円滑な
プログラム運営が可能な体制を確保

今後の展開 

（現在から未来

へ） 

・学校向け環境教育は、幅広い次世代層に教育効果を訴求するため、募集対象に「高校生」を追加予定 
・より多くの学校に環境教育の機会を創出するため、くじゅう以外の新規地点における開催も検討中
・親子向け環境教育では、参加者の多様なニーズへの対応や受入数の拡大を目的に、開催形式の見直
し(共通プログラム形式から複数のブースを回る自由参加形式など)について検討・実施予定

・旅行会社と連携した1泊2日の体験型環境教育プログラムなど、新たな施策についても検討中

取組の実績 

【2017年度】o学校向け：20回、970名  o親子向け：4回、310名
【2018年度】o学校向け：18回、997名  o親子向け：4回、298名
【2019年度】o学校向け：18回、1,228名(推実) o親子向け：6回、399名

(注)2018年度と2019年度の「学校向け」は、荒天により各2回中止（計画は各20回） 

その他 

教育効果を高めるため、プログラムは「講話」と「体験」にて構成し、双方の繋がりを重視している。
「講話」では「地球温暖化の現状」や二酸化炭素の吸収といった「森の公益的機能」、身近な「省エネ」
の重要性を学習。その後、森の役割を確認する実験や間伐作業等を「体験」してもらい、体験の中で
も講話の内容を繰り返し説明することで理解を深めてもらうよう心掛けている。また、活動を通じて
持続可能な社会の実現に貢献するため、環境保全や省エネ等に関する子どもたちの興味・関心を高め、
日常生活での実践についても促している。 

取組、製品等の 

写真、図表等 

連絡先等 
（公表可能な範
囲でご記入下さ

い） 

(住 所) 〒810-8720 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号 
(担当部署等) 一般財団法人 九電みらい財団 
(電話番号等) TEL:092-982-4627 FAX:092-982-4676 
(Ｕ Ｒ Ｌ) Takashi_Shigeoka@kyuden-mirai.or.jp 

間伐材を利用した「森の工作」（親子イベント） 「林業体験」での間伐作業（福岡教育大学） 

継続２０



Forest Good 2019間伐・間伐材利用コンクール 

応募申込書（継続的取組部門） 

※受付番号

会社名・団体名等 広島県立加計高等学校 受賞年度 2015  

取組等の名称 間伐材を活用した商品開発及び「地産地消型カーボンマイナスシステム」の開発と実践 

活動の種類 

〇 間伐材の利用に係る取組（製品生産，資材利用，生活用品など） 

〇 間伐の実践（間伐の実施・普及，集約化取組，間伐技術の開発・工夫，間伐材の販売など） 

環境教育活動（地域住民への普及啓発活動含む） 

受賞の内容 

（概略） 

地域の古くからの産業である林業に着目し，地域に目を向ける中で生徒の育成を図っていこうと，約

15年前にスタートした「総合的な学習の時間」で森林を考える講座を立ち上げ，生徒が間伐作業の見

学や体験，間伐材の炭焼き，地域の木工所との製品開発などに取り組むことで，生徒の課題発見・課

題解決能力の育成を目指している。このように学校と異分野・異業種の各団体がコラボレーションし

て推進している取り組みが評価され「間伐ネット会長賞」を受賞した。 

受賞後の展開 

（受賞から現在

まで） 

生徒自身が間伐体験を行い，校庭で間伐材を用いて木炭を作る。そして，その木炭を校庭やプランタ

ーの土中に埋設することでカーボンマイナスを推進する。しかも校内圃場に埋設することで，木炭の

多孔質特性を生かして農業生産の向上につなげる研究も同時に進めている。プランターを用いるなど，

日常生活の中でも簡便に取り組めることから，家庭用実践資材として「炭粉（すみこ）」を開発し，平

成 29年度より地域行事で販売している。地域の森林が吸収した CO2を炭素固定し，地域環境の中で安

定的に処理する画期的な実践である。 

今後の展開 

（現在から未来

へ） 

プランターを配布した中学校では自校のプランターとの生育の違いに驚き，木炭の利用法の共有を望

む声が寄せられており，中学校への木炭の提供と技術指導等も検討している。また，木炭商品の販売

に関連して，カーボンオフセット制度への参加，Ｊ－クレジット導入も検討している。 

取組の実績 

間伐見学（主伐含む）…年 1回，間伐体験（手挽き）…年1回，木炭製作…年 150～250kg 

木炭の埋設…年 50～60kg，木炭製品の売上…15800円（H29）・26900円（H30） 

木炭を砕いて埋めるという簡便な作業で，無理なく CO2 削減効果を得られるだけでなく，野菜や花卉

の生育を促進するという効果も得られた。特に，木炭粉散布地の白菜は非散布地の個体と比べて，生

育時に害虫の食害を受けるものが極めて少なく，成長スピードが格段に速かった。さらに，木炭粉を

入れたプランターに植栽した花卉は，例年と同様の種類であったが，葉の広がり，花蕾の数が格段に

向上し，例年にない見事な花を咲かせた。間伐材を「資源」として利活用し，CO2削減を推進するだけ

でなく，農業生産の向上，地域行事での木炭製品の販売による地域活性化への貢献などまで推進でき

る取組であり，持続可能な開発を可能にする実践であることが裏付けられた。 

その他 

取組，製品等の 

写真，図表等 

圃場への埋設 炭粉すみこ    飾炭 販売実習 

連絡先等 

（公表可能な範

囲でご記入下さ

い） 

(住   所) 〒731-0112 広島県山県郡安芸太田町加計3780-1 

(担当部署等) 総合的な探究の時間/森林を考える講座（林 克也・片岡 巧） 

(電話番号等) TEL:0826-22-0488  FAX: 0826-22-1691 

(Ｕ Ｒ Ｌ)  http://www.kake-h.hiroshima-c.ed.jp/ 
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Forest Good 2019間伐・間伐材利用コンクール 

応募申込書（継続的取組部門） 

※受付番号

会社名・団体名等  株式会社 和紙の布 受賞年度 平成 25年

取組等の名称 間伐材を活用した木糸製品の開発・販売事業（木糸プロジェクト）

活動の種類 

◎ 間伐材の利用に係る取組（製品生産、資材利用、生活用品など） 

間伐の実践（間伐の実施・普及、集約化取組、間伐技術の開発・工夫、間伐材の販売など） 

○ 環境教育活動（地域住民への普及啓発活動含む） 

受賞の内容 

（概略） 

間伐材を活用した和紙織物は、輸入に頼らず国内で生産可能な唯一の天然資源からなる、全く新しい

素材です。弊社は、この開発に成功し「木糸」と名付けました。これらを有効利用することによって、

林業と繊維産業のコラボを実現し林業の活性化につなげられる仕組みを構築します。 

受賞後の展開 

（受賞から現在

まで） 

当初は耐久性などに課題があり、雑貨に特化していました。何度も試行錯誤をし

て綿生地同等の強度のある生地を作ることが出来ました。そこで林業に携わる方

の作業服を制作しました。木糸で出来た作業服は、強度、耐久、通気性、調湿など

の機能を備えており、過酷な現場でも対応出来ます。  

今後の展開 

（現在から未来

へ） 

今後も継続して商品開発を行っていき身近でいろいろな商材を木糸に置き換えて提案していきます。

特に意欲を燃やしています商材は靴下です。木糸の抗菌検査を依頼したところ抗菌活性値が 3.6～

5.9と驚異的な数値がでましたので抗菌性のある蒸れにくい靴下を提案します。 

取組の実績 別紙参考資料①に記載しました。 

その他 
受賞後は、メディアに取り上げていただき、全国テレビ、新聞などで紹介して頂き、間伐材の活用 

方法の一つとして木糸を知ってもらう事が出来ました。 

取組、製品等の 

写真、図表等 

連絡先等 

（公表可能な範

囲でご記入下さ

い） 

(住   所) 〒599-0202 

(担当部署等) 大阪府阪南市下出 305-1 

(電話番号等) TEL: 072-473-3102 FAX: 072-472-4408 

(Ｕ Ｒ Ｌ)  http://www.washinonuno.com/ 
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