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令和３年度地区別需給情報連絡協議会アンケート（５月※） 

【質問票】 

※東北から九州までの６地区については５月から６月にかけて、 

北海道地区については７月に調査した 

★回答前に必ずお読み下さい★ 
 

構成員の皆様へ  

 

 日頃より本協議会の活動にご協力いただき誠にありがとうございます。 

 今年度は、各地区における木材等の需給情報等の共有を定期的に行っていくため、アンケ

ートへのご協力をお願いします。 

 

回答にあたっては以下の点にご留意下さい。 

 

・このアンケートには以下の４つの章があります。 

0. 構成員情報（対象：全ての構成員） 

1. 木材（苗木）需給動向について【業種別】（対象：都道府県を除く構成員） 

2. 国産材の供給及び利用に係る中長期的な取組について（対象：素材生産事業者、木材加

工事業者、木材流通事業者及び木材利用事業者） 

3. 協議会の活動について（対象：森林整備センターを除く構成員） 

 

・お答えいただく内容は業種（※）によって異なります。章１及び２では、１社で複数の業種

がある場合は、それぞれの業種についてお答えいただくことができます。（※素材生産、木材

加工、木材流通、木材利用、苗木生産、森林整備センター、都道府県、事業者団体の８区分） 

 

・自由記載欄には積極的に情報、ご意見等を記入いただけると幸いです。 

 

 

よろしくお願いいたします。 

 

一般財団法人日本木材総合情報センター 

林野庁木材産業課 
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＊必須回答項目 

０． 構成員情報 
 

（１） 企業（団体・組織）名＊： 

 

（２） 回答者氏名：（任意） 

 

（３） 回答者メールアドレス＊： 

 

（４） 協議会地区＊：☐北海道 ☐東北 ☐関東 ☐中部 ☐近畿中国 ☐四国 ☐九州 

 

（５） 業種＊： 
<リストから１つ選択下さい。複数の業種に該当する場合は主なものを選択下さい。> 

☐素材生産事業者 

☐木材加工事業者（製材、集成材、合板・LVL、チップ） 

☐木材流通事業者（市場、商社） 

☐木材利用事業者（プレカット、建設、製紙・パルプ、木質バイオマス発電） 

☐苗木生産事業者 

☐森林整備センター 

☐都道府県 

 

１． 木材（苗木）需給動向について 
 

A) 素材生産事業者 

 

（１） 現在の状況（５月時点） ※例年（過去３年間の５月の平均）との比較 

 

① 原木販売価格＊ 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐例年並み  ☐やや下落  ☐下落 

 

② 原木伐採量＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐例年並み  ☐やや減少  ☐減少 ☐伐採していない 

 

③ 原木出荷量＊ 

i) 市場向け＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐例年並み  ☐やや減少  ☐減少 ☐出荷していない 

 

ii) 製材向け（直送）＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐例年並み  ☐やや減少  ☐減少 ☐出荷していない 

 

iii) 合板・LVL 向け（直送）＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐例年並み  ☐やや減少  ☐減少 ☐出荷していない 

 

iv) 集成材向け（直送）＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐例年並み  ☐やや減少  ☐減少 ☐出荷していない 

 

v) パルプチップ向け（直送）＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐例年並み  ☐やや減少  ☐減少 ☐出荷していない 
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vi) 木質バイオマス発電向け（直送）（間伐材等由来の木質バイオマス）＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐例年並み  ☐やや減少  ☐減少 ☐出荷していない 

 

vii) その他（直送）（ほだ木、おが粉、薪）＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐例年並み  ☐やや減少  ☐減少 ☐出荷していない 

 

④ 出荷先やニーズの変化 

i) 変化の有無＊ 

☐なし  ☐あり 

 

ii) 「あり」を選択した場合、その具体的な内容 

（自由記載         ） 

 

（２） 今後３か月間程度の見通し ※現在の状況との比較 

 

① 原木販売価格＊ 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐横ばい  ☐やや下落  ☐下落 

 

② 原木伐採量＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐横ばい  ☐やや減少  ☐減少  ☐伐採しない 

 

③ 原木出荷量＊ 

i) 市場向け＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐横ばい  ☐やや減少  ☐減少  ☐出荷しない 

 

ii) 製材向け（直送）＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐横ばい  ☐やや減少  ☐減少  ☐出荷しない 

 

iii) 合板・LVL 向け（直送）＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐横ばい  ☐やや減少  ☐減少  ☐出荷しない 

 

iv) 集成材向け（直送）＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐横ばい  ☐やや減少  ☐減少  ☐出荷しない 

 

v) パルプチップ向け（直送）＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐横ばい  ☐やや減少  ☐減少  ☐出荷しない 

 

vi) 木質バイオマス発電向け（直送）（間伐材等由来の木質バイオマス）＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐横ばい  ☐やや減少  ☐減少  ☐出荷しない 

 

vii) その他（直送）（ほだ木、おが粉、薪）＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐横ばい  ☐やや減少  ☐減少  ☐出荷しない 

 

（３） 現在の状況や今後の見通しに関連した情報（判断材料など）、意見など 

（自由記載         ） 
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B) 木材加工事業者（製材、集成材、合板・LVL、チップ） 

 

（１） 現在の状況（５月時点） ※例年（過去３年間の５月の平均）との比較 

 

① 国産材原木仕入価格＊ 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐例年並み  ☐やや下落  ☐下落 

 

② 国産材原木仕入量＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐例年並み  ☐やや減少  ☐減少 

 

③ 製品販売価格＊ 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐例年並み  ☐やや下落  ☐下落 

 

④ 製品販売量＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐例年並み  ☐やや減少  ☐減少 

 

⑤ 出荷先やニーズの変化 

i) 変化の有無＊ 

☐なし  ☐あり 

 

ii) 「あり」を選択した場合、その具体的な内容 

（自由記載         ） 

 

（２） 今後３か月間程度の見通し ※現在の状況との比較 

 

① 原木仕入価格＊ 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐横ばい  ☐やや下落  ☐下落 

 

② 原木仕入量＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐横ばい  ☐やや減少  ☐減少 

 

③ 製品販売価格＊ 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐横ばい  ☐やや下落  ☐下落 

 

④ 製品販売量＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐横ばい  ☐やや減少  ☐減少 

 

（３） 現在の状況や今後の見通しに関連した情報（判断材料など）、意見など 

（自由記載         ） 

 

C) 木材流通事業者（市場、商社） 

 

（１） 現在の状況（５月時点） ※例年（過去３年間の５月の平均）との比較 

 

① 仕入価格（買取の場合のみ）＊ 

i) 国産材原木 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐例年並み  ☐やや下落  ☐下落  ☐取扱なし 
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ii) 国産材製品＊ 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐例年並み  ☐やや下落  ☐下落  ☐取扱なし 

 

iii) 輸入材製品（国内加工品を含む）＊ 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐例年並み  ☐やや下落  ☐下落  ☐取扱なし 

 

② 集荷量＊ 

i) 国産材原木＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐例年並み  ☐やや減少  ☐減少  ☐取扱なし 

 

ii) 国産材製品＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐例年並み  ☐やや減少  ☐減少  ☐取扱なし 

 

iii) 輸入材製品（国内加工品を含む）＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐例年並み  ☐やや減少  ☐減少  ☐取扱なし 

 

③ 販売価格＊ 

i) 国産材原木＊ 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐例年並み  ☐やや下落  ☐下落  ☐取扱なし 

 

ii) 国産材製品＊ 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐例年並み  ☐やや下落  ☐下落  ☐取扱なし 

 

iii) 輸入材製品（国内加工品を含む）＊ 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐例年並み  ☐やや下落  ☐下落  ☐取扱なし 

 

④ 販売量＊ 

i) 国産材原木＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐例年並み  ☐やや減少  ☐減少  ☐取扱なし 

 

ii) 国産材製品＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐例年並み  ☐やや減少  ☐減少  ☐取扱なし 

 

iii) 輸入材製品（国内加工品を含む）＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐例年並み  ☐やや減少  ☐減少  ☐取扱なし 

 

⑤ 出荷先・ニーズの変化や特定品目の不足感 

i) 出荷先・ニーズの変化や特定品目の不足感の有無＊： ☐なし  ☐あり 

 

ii) 「あり」を選択した場合、その具体的な内容 

（自由記載         ） 

 

（２） 今後３か月間程度の見通し ※現在の状況との比較 

 

① 仕入価格（買取の場合のみ）＊ 

i) 国産材原木＊ 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐横ばい  ☐やや下落  ☐下落  ☐取扱なし 
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ii) 国産材製品＊ 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐横ばい  ☐やや下落  ☐下落  ☐取扱なし 

 

iii) 輸入材製品（国内加工品を含む）＊ 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐横ばい  ☐やや下落  ☐下落  ☐取扱なし 

 

② 集荷量＊ 

i) 国産材原木＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐横ばい  ☐やや減少  ☐減少  ☐取扱なし 

 

ii) 国産材製品＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐横ばい  ☐やや減少  ☐減少  ☐取扱なし 

 

iii) 輸入材製品（国内加工品を含む）＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐横ばい  ☐やや減少  ☐減少  ☐取扱なし 

 

③ 販売価格＊ 

i) 国産材原木＊ 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐横ばい  ☐やや下落  ☐下落  ☐取扱なし 

 

ii) 国産材製品＊ 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐横ばい  ☐やや下落  ☐下落  ☐取扱なし 

 

iii) 輸入材製品（国内加工品を含む）＊ 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐横ばい  ☐やや下落  ☐下落  ☐取扱なし 

 

④ 販売量＊ 

i) 国産材原木＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐横ばい  ☐やや減少  ☐減少  ☐取扱なし 

 

ii) 国産材製品＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐横ばい  ☐やや減少  ☐減少  ☐取扱なし 

 

iii) 輸入材製品（国内加工品を含む）＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐横ばい  ☐やや減少  ☐減少  ☐取扱なし 

 

（３） 現在の状況や今後の見通しに関連した情報（判断材料など）、意見など 

（自由記載         ） 

 

D) 木材利用事業者（プレカット、建設、製紙・パルプ、木質バイオマス発電） 

 

（１） 現在の状況（５月時点） ※例年（過去３年間の５月の平均）との比較 

 

① 木材製品仕入価格＊ 

i) 国産材製品＊ 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐例年並み  ☐やや下落  ☐下落 

 

ii) 輸入材製品（国内加工品を含む）＊ 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐例年並み  ☐やや下落  ☐下落 
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② 木材製品仕入量＊ 

i) 国産材製品＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐例年並み  ☐やや減少  ☐減少 

 

ii) 輸入材製品（国内加工品を含む）＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐例年並み  ☐やや減少  ☐減少 

 

③ 最終商品販売価格＊ 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐例年並み  ☐やや下落  ☐下落 

 

④ 最終商品販売量＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐例年並み  ☐やや減少  ☐減少 

 

⑤ ニーズの変化や特定品目の不足感 

i) 出荷先・ニーズの変化や特定品目の不足感の有無＊： ☐なし  ☐あり 

 

ii) 「あり」を選択した場合、その具体的な内容 

（自由記載         ） 

 

（２） 今後３か月間程度の見通し ※現在の状況との比較 

 

① 木材製品仕入価格＊ 

i) 国産材製品 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐横ばい  ☐やや下落  ☐下落 

 

ii) 輸入材製品（国内加工品を含む） 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐横ばい  ☐やや下落  ☐下落 

 

② 木材製品仕入量＊ 

i) 国産材製品＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐横ばい  ☐やや減少  ☐減少 

 

ii) 輸入材製品（国内加工品を含む）＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐横ばい  ☐やや減少  ☐減少 

 

③ 最終商品販売価格＊ 

☐上昇  ☐やや上昇  ☐横ばい  ☐やや下落  ☐下落 

 

④ 最終商品販売量＊ 

☐増加  ☐やや増加  ☐横ばい  ☐やや減少  ☐減少 

 

（３） 現在の状況や今後の見通しに関連した情報（判断材料など）、意見など 

（自由記載         ） 
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E) 苗木生産事業者 

 

（１） 現在の状況＊ ※今年の春植のための苗木出荷量について前年同時期との比較 

 

☐増加  ☐やや増加  ☐前年並み  ☐やや減少  ☐減少 

 

（２） 今後の見通し＊ ※今年の秋植のための苗木出荷量について前年同時期との比較 

 

☐増加  ☐やや増加  ☐前年並み  ☐やや減少  ☐減少 

 

（３） 出荷先やニーズの変化 

i) 出荷先やニーズの変化＊： ☐なし  ☐あり 

 

ii) 「あり」を選択した場合、その具体的な内容 

（自由記載         ） 

 

（４） 現在の状況や今後の見通しに関連した情報（判断材料など）、意見など 

（自由記載         ） 

 

 

F) 森林整備センター 

 

（１） 現在の状況（５月時点）＊※例年（過去３年間の５月の平均）と比較した取組状況 

 

（自由記載         ） 

 

（２） 今後の取組予定＊ 

 

（自由記載         ） 
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２． 国産材の供給及び利用に係る中長期的な取組について 

昨年は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、木材需要の減退による影響があった一方で、今年に入

ってからは米国や中国の木材需要増大等を背景に、輸入木材について価格の高騰、輸入量の減少等に

より不足感が生じ、その代替需要として国産材の引き合いが強まるなど、木材需給は大きく変動して

います。 

このような状況を踏まえ、今後の国産材の供給及び利用に係る中長期的な取組についてお聞きします。 

まずは回答する方の業種を選択して下さい。 

（１） 回答する方の業種＊ 

☐供給側：素材生産事業者又は木材加工事業者（製材、集成材、合板・LVL、チップ） 

☐利用側：木材流通事業者（市場、商社）又は木材利用事業者（プレカット、建設、

製紙・パルプ、木質バイオマス発電） 

 

A) 供給側（素材生産事業者又は木材加工事業者） 

 

（１） 国産材（原木及び製品）の供給にあたり、自らの立場から中長期的にどのような取組

を実施していきたいと考えるか（既に実施している場合を含む）＊（複数回答可） 

☐生産量の増大 

☐生産品目の転換 

☐生産施設の整備・拡大 

☐労働力の確保 

☐品質管理等の技術の向上 

☐協定等による安定取引の増大 

☐生産・流通の効率化によるコスト削減 

☐在庫の強化 

☐サプライチェーン関係者間の連携の強化 

☐特にない 

☐その他（自由記載） 

 

（２） 設問（１）の取組を実施する上で、どのような課題があると考えるか（「特にない」を

選択した場合はその理由）＊（複数回答可） 

☐資源（※）の確保が難しい（※素材生産の施業地、原木） 

☐資金の確保が難しい 

☐適した労働力が不足している 

☐販売価格が低い 

☐適切な取引先が見つからない 

☐中長期的な供給の見通しが立てられない 

☐中長期的な需要の見通しが立てられない 

☐特にない 

☐その他（自由記載） 

 

（３） 設問（１）及び（２）の回答内容に関する補足説明、その他意見など 

（自由記載         ） 
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B) 利用側（木材利用事業者又は木材流通事業者） 

 

（１） 中長期的に国産材の利用（取扱い）を増やしていきたいと考えるか 

☐①積極的に増やしていきたい 

☐②今後の状況によっては増やしていきたい 

☐③特に増やしていくつもりはない 

☐④わからない 

 

（２） 設問（１）で①又は②を選択した場合、その理由＊（複数回答可） 

☐輸入材の供給リスクを軽減するため 

☐販売先からの要望があるため 

☐価格が安いため 

☐国内の資源を有効活用するため 

☐環境への負荷を低減するため 

☐投資を呼び込むため 

☐特にない 

☐その他（自由記載） 

 

（３） 国産材の利用にあたって、どのような課題があると考えるか＊（複数回答可） 

☐国産材は必要な量の確保が難しい 

☐国産材は必要な品質の確保が難しい 

☐国産材は必要な部材（製品）の確保が難しい 

☐仕入価格が高い 

☐販売価格が安い 

☐適切な取引先が見つからない 

☐中長期的な供給の見通しが立てられない 

☐中長期的な需要の見通しが立てられない 

☐特にない 

☐その他（自由記載） 

 

（４） 国産材を利用している建築事業者の方におかれては、国産材を利用するために何か工

夫を行っているか 

（自由記載         ） 

 

 

（５） 設問（１）及び（２）の回答内容に関する補足説明、その他意見など 

（自由記載         ） 
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３． 協議会の活動について 
 

（１） 今年度の地区別需給情報連絡協議会へのご意見など（議論したい内容など） 

（自由記載         ） 

 

（２） 支部別需給情報連絡協議会（又はそれに類する会議）の開催状況（※都道府県のみ） 

i) 令和３年度４月以降の開催状況について＊ 

☐開催済み又は開催する予定（日程が未定の場合も含む） 

☐開催する予定がない 

 

ii) 設問 i)で「開催済み又は開催する予定」を選択した場合、その概要＊ 

（自由記載         ） 
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