
 

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 

中央需給情報連絡協議会 
 

 

■ 日  時：令和３年９月10日（金）14:00～16:00 
    
■ 場  所：ウェブ会議（zoom） 
    

 ■ 参 加 者：別紙のとおり 
    
■ 議事次第 
    
  １．開 会 
    
  ２．挨 拶（林野庁木材産業課長 齋藤 健一） 
    
  ３．議 事 
    

（１） 木材需給の動向について 
    

（２） 地区別需給情報連絡協議会からの報告 
       

～休憩～ 
       

（３） 林野庁・国土交通省からの情報提供 

① 令和４年度当初予算概算要求について 

② 改正木材利用促進法の施行に伴う対応について 

③ その他 
       

（４） その他 
          

   ４．挨 拶（林野庁木材利用課長 小島 裕章） 
    

５．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（全国） 

 資料３：地区別需給情報連絡協議会アンケート結果 

 資料４：令和４年度当初予算概算要求 

     （１：木材産業課 ２：木材利用課 ３：国土交通省） 

資料５：改正木材利用促進法の施行に伴う対応について 

資料６：大規模イベント等におけるＣＬＴ活用推進事業 ＣＬＴ再利用パー

トナーの募集について 
    

参 考：令和３年度木材産業関係の主な支援措置 



分野 所属 役職 氏名 出欠

特定非営利活動法人 活木活木森ネットワーク
（元・鹿児島大学教授）

理事長【座長】 遠藤　日雄 出席

国立大学法人 筑波大学 生命環境系 准教授 立花　敏 出席

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 林業経営・政策研究領域 領域長 久保山　裕史 出席

素材生産 全国素材生産業協同組合連合会 専務理事 小山　富美男 出席

森林組合 全国森林組合連合会 系統事業部長 菊地　英晃 出席

一般社団法人 全国木材組合連合会　 常務理事 森田　一行 出席

日本合板工業組合連合会 専務理事 上田　浩史　 出席

日本集成材工業協同組合 専務理事 清水　邦夫 出席

全国木材チップ工業連合会 専務理事 大迫　敏裕 出席

一般社団法人 全国LVL協会 事務局長 小原　文悟 欠席

一般社団法人 全日本木材市場連盟 専務理事 柱本　修 出席

一般社団法人 全国木造住宅機械プレカット協会 常務理事 坂田　幹人 出席

日本木材輸入協会
（米材、欧州材、北洋材、集成材）

針葉樹部会長 大野　裕一郎 欠席

日本木材輸入協会
（南洋材、合板、NZ・チリ材）

南洋材・合板部会長
（代理）

坂下　勲
（藤本　知也）

代理出席

一般社団法人 日本木材輸出振興協会 事務局長 𠮷野　示右 出席

一般社団法人 JBN・全国工務店協会 統括部長 坂口　岳 出席

一般社団法人 日本木造住宅産業協会 専務理事 越海　興一 出席

全国建設労働組合総連合 住宅対策部長 高橋　健二 出席

製紙・パルプ 日本製紙連合会 常務理事 奥田　辰幸 出席

木質
バイオマス発電

一般社団法人 日本木質バイオマスエネルギー協会 専務理事 藤江　達之 出席

苗木生産 全国山林種苗協同組合連合会 専務理事 安樂　勝彦 出席

森林整備
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 
森林整備センター

森林業務部 資源利用課長 松村　伸治 出席

岩手県 農林水産部 林業振興課 林業・木材担当課長 千葉　幸司 出席

栃木県 環境森林部 林業木材産業課 課長 大栗　英行 出席

岐阜県 林政部 県産材流通課
課長
（代理：技術課長補佐兼係長）

伊藤　修宏
（大橋　吉隆）

代理出席

宮崎県 環境森林部 山村・木材振興課 課長 有山　隆史 出席

北海道地区需給情報連絡協議会
（北海道素材生産業協同組合連合会）

事務局長
（専務理事）

工藤　穂 出席

東北地区需給情報連絡協議会
（ノースジャパン素材流通協同組合）

事務局長
（参与兼経営企画管理部長）

一条　克也 出席

関東地区需給情報連絡協議会
（静岡県森林組合連合会）

事務局長
（理事・参事）

髙橋　雅弘 出席

中部地区需給情報連絡協議会
（名古屋木材組合）

事務局長
（専務理事）

水嶋　俊司 出席

近畿中国地区需給情報連絡協議会
（西垣林業株式会社）

事務局長
（上席執行役員）

横谷　圭二 出席

四国地区需給情報連絡協議会
（高知県素材生産業協同組合連合会）

事務局長
（専務理事）

西村　秀雄 出席

九州地区需給情報連絡協議会
（株式会社伊万里木材市場）

事務局長
（取締役専務）

伊東　貴樹 出席

国土交通省 住宅局 住宅生産課 木造住宅振興室 室長 前田　亮 出席

林政部 木材産業課 課長 齋藤　健一 出席

林政部 木材利用課 課長 小島　裕章 出席

都道府県

令和３年度 国産材の安定供給体制の構築に向けた中央需給情報連絡協議会
構成員名簿　（順不同、敬称略）

学識経験者

木材加工・流通

木材輸出入

建設

地区別協議会
事務局

林野庁



【事務局・林野庁 出席者】

役職 氏名

国内情報部長 永井　寛

調査役 武田　八郎

木下　直

課長補佐（企画班） 近藤　昭夫

企画係長 横江　美幸

企画係員 阪本　海

課長補佐（流通班） 高木　望

木材専門官 熊谷　有理

流通担当専門職 枝窪　圭人
林政部 木材産業課 木材製品技術室 木材専門官（木材技術班） 日向　潔美

課長補佐（企画調整班） 佐藤　秀憲

企画調整係長 岡部　岳人

合法伐採木材利用企画係長 山際　翔

課長補佐（需給情報班） 菅野　泰治

需給係長 久保木　哲郎
林政部 木材利用課 木材貿易対策室 課長補佐（貿易第一班） 滝　勝也

企画官 善行　宏

需要開発係長 山内　勇樹

所属

林野庁 林政部 木材産業課（事務局）

林政部 木材利用課

国有林野部 業務課

一般財団法人 日本木材総合情報センター（事務局）
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