
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 

中部地区需給情報連絡協議会 
 

■ 日  時：令和３年12月15日（水）13:30～16:30 

 

■ 場  所：KKRホテル名古屋  

 

 ■ 参 加 者：別紙のとおり 

 

■ 議事次第 

 

  １．開 会 

 

  ２．挨 拶： 鈴木 和雄 中部地区需給情報連絡協議会 会長 

（株式会社東海木材相互市場 代表取締役社長） 

 

 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 

 

 ■ 配付資料 

 

   資料１：木材輸入の状況 

 資料２：木材需給動向（中部地区） 

 資料３：中部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 

 資料８：岐阜県白川流域におけるSCMの取組み  

 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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№ 分野 所属 役職 氏名 参加

1 協議会会長 株式会社東海木材相互市場 代表取締役社長 鈴木　和雄 〇

2 学識経験者 信州大学農学部 教授（座長） 植木　達人 〇

3 学識経験者 林材ジャーナリスト 　－ 赤堀　楠雄

4 森林管理局 中部森林管理局 森林整備部長 山口　孝 〇

5 森林管理局 中部森林管理局 名古屋事務所 技術指導官 横井　眞吾 〇

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　中部整備局 水源林業務課長 三岡　朗 〇

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　中部整備局 課長補佐 石原　祐軌 〇

7 森林組合 富山県森林組合連合会 参事　 山下　芳正

8 森林組合 石川県森林組合連合会 木材販売課長　 泉　大作

9 森林組合 福井県森林組合連合会 業務部次長　 西口　賢利

10 森林組合 長野県森林組合連合会 副参事兼業務部長　 芳川　幸一 〇

11 森林組合 岐阜県森林組合連合会 岐阜木材ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 渡辺  秀仁

12 森林組合 愛知県森林組合連合会 代表理事専務　 前田　徹 〇

13 木材加工(地域団体) 富山県木材組合連合会 副会長専務理事　 清水　真人 〇

14 木材加工(地域団体) 公益社団法人石川県木材産業振興協会 副理事長　 太田　文夫

15 木材加工(地域団体) 福井県木材組合連合会 事務局長 岩佐　礼三

16 木材加工(地域団体) 長野県木材協同組合連合会（素材生産兼任） 専務理事　 柴田　昌志 〇

17 木材加工(地域団体) 岐阜県木材協同組合連合会 副会長兼専務理事 正村　洋一郎 〇

18 木材加工(地域団体) 一般社団法人愛知県木材組合連合会 会長 西垣　洋一 〇

19 木材加工(製材) ウッドリンク株式会社 製材事業部部長 吉田　真博 〇

20 木材加工(製材) ファーストウッド株式会社 購買部次長 勝又　岳洋 〇

21 木材加工(製材) 征矢野建材株式会社 取締統括本部長 岩垂　智昭 〇

22 木材加工(製材) 長良川木材事業協同組合 副部長 中村　隆泰

23 木材加工(製材) 東濃ひのき製品流通協同組合 代表理事 田口　房国

24 木材加工(製材) 昭典木材株式会社 代表取締役　 峰野　晋

25 木材加工(合板) 森の合板協同組合 専務理事　 齋藤　強

26 木材加工(合板) 林ベニヤ産業株式会社 七尾工場 次長兼原木課課長 髙野　清人

27 木材加工(集成材) 片桐銘木株式会社 代表取締役　 片桐　信介

28 木材加工(チップ) 富山県チップ協会（チューモク株式会社内） チップセンター工場長　 川合　茂

29 木材加工(チップ) 愛知県木材チップ協会（愛知県森林協会内） 事務局長　 村上　郁雄

30 木材流通 福井県木材市売協同組合 理事長　 齊藤　豊美

31 木材流通 木曽官材市売協同組合 副理事長専務理事　 原田　浩幸

32 木材流通 株式会社東海木材相互市場大口市場 大口市場長　 小森　淳史 〇

33 木材流通 株式会社東海林材市場 会長 小杉　弘夫 〇

34 木材流通 東信木材センター協同組合連合会 代表理事専務　 小相沢　徳一

35 木材流通 西垣林業株式会社 副社長　 西垣　貴文 〇

36 建設 一般社団法人 日本木造住宅産業協会　中部支部 事務局長　 藤居　博 〇

37 建設 一般社団法人 JBN・全国工務店協会(笠原木材（株）内)  副会長（笠原木材株式会社　代表取締役） 山田　貴敏

38 建設 全建総連北信越地協・長野県建設労働組合連合会 書記次長 吉田　晃祐

39 製紙・パルプ 中越パルプ工業株式会社 原材料部上級調査役 髙橋　聡

40 製紙・パルプ 大王製紙株式会社 資源・資材購買本部 資源部長兼国内資源課長 岡村　徹也

41 木質バイオマス発電 株式会社福井グリーンパワー 専務取締役 福島　秀行

42 苗木生産 石川県山林種苗協同組合 事務局長　 山本　成一郎

43 苗木生産 長野県山林種苗協同組合 常務理事 河合　広

44 苗木生産 愛知県林業種苗協同組合（愛知県森林協会内） 事務局長　 村上　郁雄 〇

45 苗木生産 岐阜県山林種苗協同組合（富加町総務課内） 組合長 板津　德次

46 都道府県 富山県 農林水産部 森林政策課 課長 山下　大樹

47 都道府県 石川県 農林水産部 森林管理課 課長 河内　清高

48 都道府県 福井県 農林水産部 県産材活用課林業戦略Ｇ 主任 黒田　美穂

49 都道府県 長野県 林務部 県産材利用推進室 課長補佐 西澤　彰 〇

50 都道府県 岐阜県 林政部 県産材流通課 技術課長補佐兼係長（代理：技術主査） 大橋　吉隆（園山香代子） 〇

51 都道府県 岐阜県 林政部 森林整備課 森林経営改革室スマート林業推進係 技術課長補佐兼係長 鈴木　尚子

52 都道府県 愛知県 農林基盤局 林務部林務課 担当課長 大田　圭一郎 〇

53 協議会事務局 名古屋木材組合 専務理事　 水嶋　俊司 〇

54 報道 日刊木材新聞社 - 〇

55 報道 （株）木材工業新聞社 春日　信之 〇

56 報道 (株)林経新聞社 渡邊　健 〇

57 日本政策金融公庫 名古屋支店　農林水産事業 融資第一課長 河本　浩 〇

林野庁林政部 木材産業課 課長補佐（流通班担当） 永島　瑠美 〇

林野庁林政部 木材産業課 流通班流通担当専門職 枝窪　圭人 〇

林野庁森林整備部 計画課 課長補佐（流域管理班） 川本　芳光 〇

59 中央団体 全国木材組合連合会 常務理事 森田　一行 〇

60 中央団体 全国森林組合連合会 系統本部販売課　担当課長 荒川 考旦 〇

61 中央団体 全日本木材市場連盟 専務理事　 柱本　修 〇

令和３年度　国産材の安定供給体制の構築に向けた
中部地区需給情報連絡協議会　参加者名簿(順不同、敬称略)
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中部地区需給情報連絡協議会　参加者名簿(順不同、敬称略)

62 中央団体 全国素材生産業協同組合 参事　 川端 省三 〇

中央団体 (一財)日本木材総合情報センター 理事長 石島　一郎 〇

中央団体 (一財)日本木材総合情報センター 国内情報部長　 永井　博 〇
63




