
令和３年度 第１回 国産材の安定供給体制の構築に向けた 

四国地区需給情報連絡協議会 
 

 

■ 日  時：令和３年６月29日（火）10:30～正午 

 

■ 場  所：ウェブ会議（Zoom）使用 

 

 ■ 参 加 者：別紙のとおり 

 

■ 議事次第 

 

  １．開 会 

 

  ２．議 事 

 

（１） 林野庁からの情報提供 

 

（２） 木材不足の状況等について 

 

（３） 意見交換（国産材の安定供給について） 

 

（４） その他 

 

   ３．閉 会 

 

 ■ 配付資料 

 

   資料１：木材輸入の状況について 

 

 資料２：木材需給動向について（四国地区） 

 

 資料３：原木・製品生産のアンケート結果等（四国地区） 

   

参考  

・令和３年度地区別需給情報連絡協議会アンケート回答 

    ・九州地区協議会座長提出資料 

・産業雇用安定助成金等について 



分野 所属 役職 氏名 出欠

国立大学法人 高知大学 名誉教授【協議会座長】 川田　勲 〇

国立大学法人 高知大学 農林海洋科学部 講師 松本　美香 〇

愛媛県森林組合連合会 総務課 課長 前田　伸哉 ×

香川県森林組合連合会 課長 西山　茂樹 ×

高知県森林組合連合会 事業部 事業部 部長代理 浜田　義寛 ×

徳島県森林組合連合会 ＜徳島県素材生産流通協同組合 兼任＞ 技師 前岡　直人 ×

徳島県素材生産流通協同組合 ＜徳島県森林組合連合会 兼任＞ 前岡　直人

高知県素材生産業協同組合連合会 代表理事【協議会会長】 本山　博文 〇

株式会社とされいほく 代表取締役副社長 石垣　久志 ×

有限会社伊藤林業 代表取締役 伊藤　千義 ×

ウッドファースト株式会社 部長 前田　卓也 ×

宇和国産材加工協同組合 代表理事 井上　誠一郎 ×

株式会社サイプレス・スナダヤ 資材部長兼生産本部長 村上　孝行 ×

日新林業株式会社　原木部 課長補佐 中本　一也 ×

久万広域森林組合 事業部 係長 長谷　剛 ×

八幡浜官材協同組合 代表理事 菊池　繁人 〇

高知おおとよ製材株式会社 工場長 宗国　和夫 〇

徳島県木材協同組合連合会
理事長
（代理：専務理事）

松田　功
（網田　克明）

出
(代理)

一般社団法人 香川県木材協会 会長 樋口　浩良 〇

一般社団法人 愛媛県木材協会
会長
（代理：専務理事）

菊池　正
（三好　誠治）

出
(代理)

一般社団法人 高知県木材協会 専務理事 小原　忠 〇

プレカット マツシマ林工
代表取締役
（代理：取締役本社工場長）

松島　章公
（相原　禎文）

出
(代理)

大木杭木有限会社 宇和島出張所 取締役所長 二宮　政文 ×

株式会社久万木材市場 営業課長 片岡　伸介 〇

株式会社ゲンボク 代表取締役 岡田  育大 ×

協同組合高知県木材市場連盟 代表理事 尾﨑　徳七 〇

株式会社日吉原木市場 専務取締役 橋本　政志 ×

高知県林材株式会社 代表取締役 秋山　順一 ×

住友林業フォレストサービス株式会社西日本事業部四国原木グループ
部長
（代理：四国営業所）

中平　有次
（木村　草）

出
(代理)

一般社団法人 日本木造住宅産業協会
四国支部事務局長
(住友林業株式会社松山支店)

竹内　好弘 〇

一般社団法人JBN・全国工務店協会 理事(株式会社山田工務店) 山田　文夫 〇

全建総連四国地協【オブザーバー】 徳島建労委員長 佐野　仙二 〇

全建総連四国地協【オブザーバー】 徳島建労書記長 西内　健吾 〇

大王製紙株式会社
部長
（代理：資源部国内資源課）

岡村　徹也
（池内　尚敏）

出
(代理)

丸住製紙株式会社 原材料部 執行役員 原材料部長 齋藤　政嗣 ×

株式会社モリチップ 専務取締役 森　航洋 ×

倉敷紡績株式会社 徳島バイオマス発電所 所長 岩城　潤 〇

丸和林業株式会社 常務取締役 福元　義信 ×

徳島県林業種苗協同組合 事務局 津田　貴博 ×

香川県山林種苗協同組合 課長補佐 泉保　創 ×

高知県種苗緑化協同組合 理事長 西森　憲明 ×

森林整備センター
国立研究開発法人 森林研究・整備機構
森林整備センター中国四国整備局

水源林業務課課長
（代理：副局長）

山﨑　一
（松林）

出
(代理)

森林管理局 四国森林管理局森林整備部 部長 武田　義昭 〇

徳島県 スマート林業課 木材需要・木育担当 主査兼係長 小笠原　光生 ×

香川県 環境森林部 みどり整備課 課長補佐 渡部　剛 〇

愛媛県 農林水産部 林業政策課 課長 岡　久夫 〇

高知県 林業振興・環境部 木材増産推進課 課長 谷脇　勝久 ×

日本製紙木材株式会社 主任 市野　修一郎 ×

大倉工業株式会社 係長 深見　逹也 〇

株式会社日本政策金融公庫 高知支店 融資課 風早　伴弘 ×

土佐グリーンパワー株式会社 業務部長 中平　英明 ×

協議会事務局 高知県素材生産業協同組合連合会 専務理事【協議会事務局長】 西村　秀雄 〇

令和３年度 第１回 国産材の安定供給体制の構築に向けた四国地区需給情報連絡協議会
　構成員（順不同、敬称略）

オブザーバー

学識経験者

森林組合

素材生産

木材加工

木材流通

製紙・パルプ

木質バイオマス
発電

苗木生産

都道府県

建設




