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議   事 
 

１  木材需給動向（資料１） 

 

 

２  政府による支援策の概要（資料２～４） 

 

 

３  支部別需給情報連絡協議会の開催 

 

 

 

配付資料 

 

資料１：木材需給動向について 

 

 

資料２：新型コロナウイルス感染症による影響と対策 

 

 

資料３：新型コロナウイルス感染症の影響を受ける林業者・木材産業者の 

皆様へ～政府による支援策の概要～ 

 

 資料４：素材生産事業者等への支援策 

 

 

資料５：中央協議会議事録 

 

 

 



分野 所属 役職 氏名

一般社団法人 日本木質バイオマスエネルギー協会 会長（東京大学名誉教授）【協議会座長】 酒井　秀夫

筑波大学 生命環境系准教授 興梠　克久

森林管理局 関東森林管理局 森林整備部 部長 山口　輝文

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
関東整備局

水源林業務課長 安倍　功

福島県森林組合連合会 いわき木材流通センター 所長代理 新妻　明

茨城県森林組合連合会 代表理事専務 佐藤　信聡

栃木県森林組合連合会 木材流通課 課長 田中　幸夫

群馬県森林組合連合会 木材部部長 鈴木　克志

埼玉県森林組合連合会 事務局長 持田　郡次郎

千葉県森林組合連合会　 企画課 浦本　智雄

東京都森林組合 森づくり推進部 部長代理 天沼　晋志

神奈川県森林組合連合会 生産販売課長 力石　清一

新潟県森林組合連合会 系統事業部 販売課 主任 中山　葵

山梨県森林組合連合会 業務課 課長 田中  博

静岡県森林組合連合会 理事・参事 髙橋　雅弘

群馬県素材生産流通協同組合 代表理事 橋爪　洋介

常磐林業株式会社 代表取締役社長 西山  克宏

有限会社佐川運送 代表取締役 佐川　賢司

株式会社フジイチ 代表取締役社長 石野　秀一

株式会社トーセン
代表取締役社長
（国産材製材協会副会長）

東泉　清寿

協同組合福島県木材流通機構
専務理事
（福島県木材協同組合連合会 顧問）

宗形　芳明

協和木材株式会社
代表取締役
（国産材製材協会 会長）

佐川  広興

宮の郷木材事業協同組合 課長 森山　正道

株式会社キーテック 資材部 顧問 井上　国雄

新潟合板振興株式会社 馬場  将志

株式会社ノダ 国産材活用事業部 原木部 部長 宇佐美　直人

中国木材株式会社 鹿島工場 鹿島事業本部 鹿島工場副部長 望月　晃

藤寿産業株式会社 代表取締役専務 西村  義一

あがつま森林育成協同組合 代表理事 入江　勝郎

小出チップ工業有限会社 代表取締役 加藤　雄治

埼玉木材チップ協同組合 代表理事 河野  年照

福島県木材協同組合連合会 専務理事 佐藤　守

茨城県木材協同組合連合会 常務兼事務局長 二方　代二郎

栃木県木材業協同組合連合会 専務理事 見立　洋

一般社団法人群馬県木材組合連合会 専務理事 半藤　和之

一般社団法人埼玉県木材協会 専務理事 宮島　義和

一般社団法人千葉県木材振興協会 専務理事 武井　良彦

一般社団法人東京都木材団体連合会 事務局長 岩間　浩一

神奈川県木材業協同組合連合会 会長 吉川　芳郎

新潟県木材組合連合会 副会長 二野宮　雅宏

一般社団法人山梨県木材協会 専務理事 大竹　幸二

静岡県木材協同組合連合会 参与兼事務局長 薮崎　公一郎

ナイス株式会社 木材事業部 木材事業部長（執行役員） 桃渓　崇

物林株式会社 営業本部 資材グループ 資材グループ長兼木材営業部長 田口　慎二

株式会社平木材市場 代表取締役 齋藤　公男

千葉県木材市場協同組合 事業部 副部長 山口　浩司

株式会社鹿沼原木市場 代表取締役 熊倉　光春

一般社団法人 日本木造住宅産業協会 資材・流通委員長（大建工業株式会社） 澤田　知世

一般社団法人 JBN・全国工務店協会
理事
（株式会社にのみや工務店 会長）

二宮　正志

新東海製紙株式会社 取締役 島田工場副工場長兼資材部長 河村　浩伸

北越コーポレーション株式会社 資源･原料本部　チップ･パルプ部 逢坂　俊介

株式会社グリーン発電会津 取締役 滝澤　誠

株式会社静岡バイオマス発電 代表取締役 海野　徹

福島県農林種苗農業協同組合 参事 加藤　正昭

茨城県林業種苗協同組合 事務局長 大越　靖史

神奈川県山林種苗協同組合 嘱託 小宮　芳男

静岡県山林種苗協同組合連合会 会長 大杉  好基

建設

令和２年度国産材の安定供給体制の構築に向けた
関東地区需給情報連絡協議会　構成員（順不同、敬称略）

学識経験者

森林組合

製紙・パルプ

苗木生産

素材生産

木材加工
（地域木材団体）

木材流通

木材加工

木質バイオマス
発電
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福島県 農林水産部 林業振興課 主任主査 高橋　敦宏

茨城県 農林水産部 林政課 森づくり推進室 技師 塚原　洋明

栃木県 環境森林部 林業木材産業課 副主幹 吉田　智玲

群馬県 環境森林部 森林局 林業振興課 主任 佐々木　俊一

埼玉県 農林部 森づくり課主幹 宮﨑　達也

千葉県 農林水産部 森林課 主幹 木村　真琴

東京都 産業労働局 農林水産部 森林課 統括課長代理（木材流通担当） 広瀬　光一郎

神奈川県 環境農政局 緑政部 森林再生課 副技幹 宮﨑　仁志

新潟県 農林水産部 林政課木材振興係主任 中島　信人

山梨県 森林環境部 林業振興課 課長 金丸　悟

静岡県 経済産業部 森林・林業局 森林整備課技監　 伊藤　直之

オブザーバー
株式会社 日本政策金融公庫 農林水産事業
関東甲信越地区総括課

課長 若林　一成

協議会事務局 静岡県森林組合連合会 理事・参事【協議会事務局長】 髙橋　雅弘

都道府県


