
令和３年度 第３回 国産材の安定供給体制の構築に向けた 

近畿中国地区需給情報連絡協議会 
 

 

■ 日  時：令和３年１２月１３日（月）14:00～16:00 

 

■ 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．挨 拶： 西垣 泰幸 近畿中国地区需給情報連絡協議会 会長 

（西垣林業株式会社 会長） 

 

  ３．議 事 

 

（１） 需給動向について 

 

（２） 川上・川中・川下の相互利益の拡大を目指して 

（令和３年度補正予算について） 

 

（３） その他 

 

   ４．閉 会 

 

 ■ 配付資料 

 

   資料１：木材輸入の状況 

 資料２：木材需給動向（近畿中国地区） 

 資料３：近畿中国地区アンケート結果 

 資料４：林野庁令和３年度補正予算の概要 

（木材産業国際競争力・製品供給力強化緊急対策） 

資料５：川上・川中・川下の相互利益の拡大を目指して 

資料６：輸入木材不足を踏まえた国産材活用に向けた取り組み事例 

 資料７：流通の一元化による安定供給と安定取引の実現  

 参 考：林産物に関するマンスリーレポート「モクレポ」 

 参 考：ＪＡＳ認証工場位置図の「もりんく」への掲載 
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清水　隆典
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三重県 農林水産部 森林・林業経営課　 課長 木下　直也 出

滋賀県 琵琶湖環境部 森林政策課　県産材流通推進室 副主幹 西井　洋平 出

滋賀県 琵琶湖環境部 森林政策課　県産材流通推進室 主査 西脇　敦史 出

京都府 農林水産部 林業振興課　木材産業係 主査 芝原　淳 出

大阪府 環境農林水産部 みどり推進室 森づくり課
課長補佐
（代理：総括主査）

柴崎　高宏
（桃木　康行）

出
（代理）

兵庫県 農政環境部 農林水産局 林務課　木材利用班 主任 和田　佳子 出

奈良県 水循環・森林・景観環境部 奈良の木ブランド課 係長 寺西　康浩 出

奈良県 水循環・森林・景観環境部 森林資源生産課 主査 東　晋也 出

和歌山県 農林水産部 森林・林業局 森林整備課 主査 松島　洋介 出

和歌山県 農林水産部 森林・林業局 林業振興課
主査
（代理：低コスト林業班長）

丸本　一樹
（谷口　隆俊）

出
（代理）

鳥取県 農林水産部 森林・林業振興局 県産材・林産振興課 農林技師 半澤　綾菜 出
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