
 

 

平成３０年度 事 業 報 告 
 

平成３１年１月２８日の閣議決定による日本の経済動向では、昨年の夏の豪雨や台風、

地震といった相次ぐ自然災害や、それらに起因する生鮮食品の高騰や関西国際空港の

閉鎖、インバウンドの減少などの押し下げの時期もあったが、一年を通すと企業収益が過

去最高を記録する中で設備投資が増加するとともに、雇用・所得環境の改善により個人

消費の持ち直しが続くなど、経済の好循環は着実に回りつつあり、緩やかな回復が続い

ている。 

全国木材組合連合会では、平成２６年１０月に「伐って、使って、植えて、育てる」森林

資源の循環利用に向けて全国森林組合連合会と共同で行った「ウッドファースト社会の

実現に向けての行動宣言」から引続き、日本林業協会、日本林業経営者協会、全国素材

生産業協同組合連合会及び全日本木材市場連盟も加えた６団体で非住宅分野、民間建

築物への木材利用を進めるための法制度の創設などに取組んできたが、平成３０年１０

月の「森林・林業の再生に向けた共同宣言２０１８」において、森林経営管理法の制定や

森林環境税・森林環境譲与税の創設、建築基準法の改正などの動きを受けて、さらに具

体的に民間中高層建築物への木材利用、木材消費地である大都市圏での木材利用促

進についての取組を強化することとした。 

また、平成３０年４月１２日に発足した全国２０の政令指定都市の議員等による「政令指

定都市木材利用促進議員連盟」の都市での木材利用拡大の動きに協力し、国産材供給

の動き、今後、木材利用拡大の鍵となる都市における具体的な木材利用に関する情報の

提供等を行った。埼玉県では、さいたま市が参加している。 

平成２９年度補正予算「木材製品の消費拡大対策事業」のうち、「ＪＡＳ構造材利用拡大

事業」、平成３０年度当初予算「ＪＡＳ構造材活用事業者拡大事業及びＪＡＳ構造材実証支

援事業」として、各地域の木材関係団体が建築施工事業者等と連携した非住宅分野、ＪＡ

Ｓ材等に的を絞った木材需要拡大対策の取り組みについての支援体制を構築した。 

  

以下、平成３０年度埼玉県木材協会の事業報告をする。 

これらの事業を進めるにあたっては、埼玉県をはじめ関係団体等の格別のご協力を賜

り、深く感謝申し上げる。 

 

 

Ⅰ 温暖化防止・地域活性化に貢献する木材利用の推進 

県産材の利用に大きな追い風が吹く中、地球温暖化防止、地域創生、人々の健康

的な暮らしに不可欠な木材利用について、積極的な普及活動等に取り組んだ。 

１ 消費者、需要者への普及活動 

（１）普及活動事業（木とのふれあいまつり） 

「木とのふれあいまつり」を開催し、多くの県民が木材や木製品との触れ合いを通



じて木材への親しみや木の文化への理解を深めることにより、木材の利用拡大を図

るため、県産木材の展示、木工工作、模擬上棟、丸太切り体験、木製ジャングルジム

体験や木材アドバイザーによる森林整備から木材利用までのパネル展示・解説をし

た。 

開催日 開催場所 参加人数 

平成３０年８月２５日 丸宇木材市売㈱ 北浜市場 ６０４名 

平成３０年１０月１４日 東京新宿木材市場㈱ 埼玉センター  ８００名 

平成３０年１０月２８日 ㈱東京木材相互市場 相互吹上市場 １，１５０名 

（２）木材利用に関する教育活動（木育）の推進 

ア 木づかい教室 

「木とのふれあいまつり」の会場にて、埼玉大学教育学部浅田教授及び学生、木

育指導員による「木づかい教室」を開催し、子供やその保護者に木と触れ、木の良さ

を実感させた。 

イ 林材会館内の施設の木育ひろば（Wｏｏｄｓ ＯＮ）の運営を支援 

埼玉県林材会館の４階にある木育広場「Ｗｏｏｄｓ ＯＮ」では、埼玉県産材のスギ

をふんだんに使った空間で、０～２歳の乳幼児と保護者を対象に木育活動を実施し

た。木と触れ合うことは、子供の五感に働きかけ、感性豊かな発達を促すものと考え

る。 

平成３０年度実績は、毎週月曜日と木曜日（９時３０分から１５時３０分）及び特別開

設を含め全８８回、２，０７７名の方に利用していただいた。 

ウ 平成３０年度第４１回埼玉県児童・生徒木工工作コンクール 

埼玉県木材青壮年連合会の協力のもと、埼玉県内の小・中学校及び特別支援学

校の児童・生徒が作製した木工工作を募集し、「第４１回埼玉県児童・生徒木工工作

コンクール」を実施した。応募件数は、１０２件。 

審査は、書類選考による一次審査の後、平成３０年１０月２７日に㈱東京木材相互

市場相互吹上市場において作品現物による二次審査を実施した。 

審査の結果、埼玉県知事賞２点、埼玉県教育長賞１点、埼玉県木材協会長賞１０

点、日本木材青壮年団体連合会長賞２点、埼玉県木材青壮年連合会長賞２０点、㈱

東京木材相互市場社長賞１点、相互市場栄和会理事長賞１点が授与された。 

なお、優秀作品２点を日本木材青壮年団体連合会が主催する「全国児童・生徒木

工工作コンクルール」に出品した。 

（３）木の講座（｢埼玉県木材協会の森づくり活動｣の実施、講座の開催） 

平成３０年６月２日、深谷市鐘撞堂山ふるさとの森内の「木材協会の森」において、

会員６０名による森づくり活動を実施した。その後、移動し、埼玉県寄居林業事務所

磯田担当部長による「木の講座」が開かれた。 

  

２ 地球温暖化防止対策としての木材利用 



（１）木質バイオマス利用等の推進 

林野庁の「木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に即し、１社に対して更新

手続きを行った。 

 

Ⅱ 住空間、街づくりへの総合的な木材利用の取り組み 

１ 住空間への取り組み 

（１）木造住宅等の取り組み 

ア 「埼玉の木みんなで使って豊かな暮らし応援事業」(彩の木補助事業） 

平成２６年度から事業を開始し、５年目となる住宅補助「埼玉の木みんなで使って 

豊かな暮らし応援事業」(彩の木補助事業）を実施した。 

平成３０年度は、さいたま市をはじめ４６市町で新築１８９件、内装木質化１４件など 

２０３件に総額４３，３７３千円を交付した。 

また、平成３０年度は、優良材の柱がある和室やあらわしの梁、桁を使った場合に 

補助総額の範囲内で加算し、３５件、１，７５０千円を交付した。 

イ 彩の木いい家コンテストの開催 

彩の木補助事業補助金の利用実績がある新築の一戸建て木造住宅を対象に設 

計者、施工者、施主が一体となって応募し、木造住宅、県産材の良さをアピール、  

利用拡大を目指すコンテストを実施した。審査員として、日本工業大学名誉教授の 

伊藤先生にお願いし、応募総数１４点から、埼玉県知事賞（最優秀賞）1 点、優秀賞 

２点、特別賞１点を選定した。 

ウ 住宅建築技術高度化・展開推進事業 

国土交通省補助事業「住宅建築技術高度化・展開推進事業」に取り組んだ。 

（ア）住宅省エネルギー技術講習会の開催 

平成３０年度は、施工技術者講習会７回９４名、設計講習会（詳細計算ルート）６回

１０６名、設計講習会（仕様・簡易計算ルート）１回２０名、住宅関連補助制度等説明

会２回１８名が受講した。 

（イ）和の住まいの推進に係る取組 

平成３１年２月３日（日）飯能市において、日本の住文化の良さの再発見・普及に

向けたシンポジウム「和の住まい推進リレーシンポジウムｉｎ飯能」を開催した。和の住

まい推進関係省庁連絡会議のメンバーである国土交通省、林野庁、観光庁による講

演「和の住まいのすすめ」のほか、対話型座談会「どうしたら、普段に木の家に住め

るか！」、木組みのジャングルジム「くむんだー」での一日大工体験に１８２名が参加

した。 

（２）建築関係諸制度への対応 

建築基準法に適切に対応するため、ＪＡＳ製材品、乾燥材の生産、供給の促進に取

り組んだ。 

（３） 建築関係者との連携促進等 

ア 埼玉県木造公共施設推進協議会 



埼玉県木造公共施設推進協議会では、シンポジウム、検討会を重ねた結果、中

大規模木造建築物設計の担い手となる技術者が不足している現状を踏まえ、埼玉

県中大規模木造建築技術者講習会を 6月から毎月 1回で計 5回を開催した。受講

生５８名。 

イ ＪＡＳ構造材利用拡大事業 

平成２９年度補正予算「木材製品の消費拡大対策事業」のうち、「ＪＡＳ構造材利用 

促進事業」、平成３０年度当初予算「ＪＡＳ構造材活用事業者拡大事業及びＪＡＳ構造

材実証支援事業」に取り組んだ。説明会の開催5回、木とのふれあいまつり、各地産

業祭、モクコレ等を利用して、事業説明を実施した。「ＪＡＳ構造材活用拡大宣言」事

業者１４者、実証支援事業５件。 

  

Ⅲ 木材産業の再興に向けた取り組み 

１ 木材産業の経営安定化への取り組み 

（１）共済事業の拡充 

ア 中型グル－プ保険 

イ 総合保障制度等（総合保障プラン、大型保障制度、総合保障プランＬタイプ） 

ウ 総合賠償補償制度（木材ＰＬ共済制度及び施設賠償共済制度を包括） 

エ 任意労災補償制度 

（２）労働安全対策等 

埼玉県林業・木材製造業労働災害防止協会活動との連携を図りながら、木材・木

製品製造業のゼロ災・労働安全の確保活動に積極的に取り組んだ。 

 

Ⅳ 安全・安心の木材利用・供給の推進 

１ 品質の確かな木材製品、認証木材の普及 

品質性能の明確な木材製品や産地等の証明のある木材・県産材使用への高まりに 

対応して、ＪＡＳ製材品の利用・供給並びに合法証明木材の供給体制整備を促進した。  

（１）ＪＡＳ制度、ＪＡＳ木材製品の利用・供給の促進 

ア 当協会は、第三者検査機関として県内３事業体に対して、１８回の格付検査を実 

施し、４事業体に対して監査を実施した。 

イ 新たなＪＡＳ製材認定工場登録を推進するため、情報提供を行った。  

（２）合法木材（クリーンウッド法）の推進 

違法伐採対策として、平成１８年度から林野庁ガイドラインに基づく事業者認定を

行っている。３月末現在で２３６件を認定した。 

また、平成２９年５月に施行されたクリーンウッド法の説明会を下記のとおり行っ

た。 

開催日 開催場所 参加人数 

平成３０年７月２４日 さいたま市民会館うらわ（さいたま市） ４０人 

平成３１年２月１日 うらわコミュニティーセンター（さいたま市） ３２人 



（３）さいたま県産木材認証材の取り組み 

開催日 内   容 

平成３０年４月２７日 第１回運営委員会（新規２件、更新３４件） 

平成３０年６月２１日 第１回理事会 

平成３０年６月２１日 第２回運営委員会（新規０件、更新２４件） 

平成３０年９月１３日 さいたま県産木材認証事業体研修会 

平成３０年９月１８日 第３回運営委員会（新規１件、更新１１件） 

平成３１年３月１日 さいたま県産木材認証事業体研修会 

平成３１年３月３１日現在の認証事業体数２５０社 

平成３０年度には、認証事業体一覧表を２回改訂した。また、さいたま県産木材販

売伝票、シ－ルを販売した。 

（４）第５５回埼玉県優良木材展示会の開催（会場：吾野原木センター） 

平成３０年１１月２０日に、㈱吾野原木センターにおいて第５５回埼玉県優良木材

展示会を開催した。８５０口を審査。埼玉県知事賞２点、一般社団法人全国木材組合

連合会会長賞２点、全国木材協同組合連合会会長賞２点、一般社団法人全日本木

材市場連盟会長賞２点、一般社団法人埼玉県木材協会会長賞１０点を授与した。 

 

Ⅴ 組織活動の活性化等 

１ 全国木材組合連合会、全国木材協同組合連合会行事及び会議への参加 

開催日 行事名・会議名 開催場所 

平成３０年５月１５日 

平成３０年５月１６日 

全木連・全木協連総会 

全木政連・林退共・全木研総会 
メルパルク東京 

平成３０年１０月４日 全木連・全木協連臨時総会 木材会館 

平成３０年１０月１１日 ＪＡＳ製材品普及推進展示会 丸宇木材 

平成３０年１０月１８日 第５３回全国木材産業振興大会  広島県 

平成３０年１１月２８日 平成３０年度木材利用推進「全国会議」 木材会館 

平成３１年２月１２日 第９回「新たな木材利用」事例発表会 木材会館 

平成３１年３月１９日 全木連・全木協連臨時総会 木材会館 

平成３１年３月２０日 全木連事務局長会議 木材会館 

 

２ 全国木材組合連合会関東支部行事及び会議の開催 

開催日 行 事 名 開催場所 

平成３１年２月２０日 全木連関東支部事務局長会議 神奈川県横浜市 

 

３ 第６９回全国植樹祭への参加 

平成３０年６月１０日に福島県南相馬市原町にて"育てよう希望の森をいのちの森を" 



をテーマに第６９回全国植樹祭が開催され、当協会から坂東会長が参加した。 

 

４ 第４２回全国育樹祭への参加 

平成３０年１１月１８日に東京都調布市の武蔵野の森総合スポーツプラザにて、『育 

樹から木のある暮らしつないでく』をテーマに第４２回全国育樹祭が開催され、当    

協会から坂東会長が参加した。 

 

５ 団体活動の活性化等 

（１）制度・施策の要望活動 

全国木材組合連合会、埼玉県林業団体連絡協議会を通じ、国及び埼玉県に対し

要望活動を実施した。 

（２）関係団体との連携強化 

木材利用促進、木材産業振興のため、森林・林業、建築、中小企業・消費者の関

係団体等との連携を図った。 

（３）活動の活性化のための広報活動、施策情報提供の取り組み 

ア ホ－ムペ－ジの更新及び情報開示  

イ ｢埼玉県木協だより｣の発行    年３回 発行 

発 行 日 号 数 

平成３０年５月２２日 第５６号 

平成３０年９月１４日 第５７号 

平成３１年１月１５日 第５８号 

                          会員３６６社及び関係機関に配布した。 

ウ 埼玉県主催｢２０１８彩の国 食と農林業ドリームフェスタ」への協力 

平成３０年１１月１７日（土）、１８日（日）に朝霞市の朝霞の森公園で開催した埼   

玉県主催の「２０１８彩の国 食と農林業ドリ－ムフェスタ」に出展した。 

（４）埼玉県木材協会 会議等の開催 

開催日 会 議 名 開催場所 

平成３０年４月２７日 第１回 正副会長・監事・顧問会議 埼玉県林材会館 

平成３０年４月２７日 第１回 理事・監事・顧問会議 埼玉県林材会館 

平成３０年５月１８日 第５７回一般社団法人埼玉県木材協会通常総会 さいたま共済会館 

平成３０年９月２１日 第２回 正副会長・監事・顧問会議 埼玉県林材会館 

平成３０年９月２１日 第２回 理事・監事・顧問会議 埼玉県林材会館 

平成３０年１１月１６日 臨時 正副会長・監事・顧問会議 埼玉県林材会館 

平成３０年１２月１４日 第３回 正副会長・監事・顧問会議 埼玉県林材会館 

平成３０年１２月１４日 第３回 理事・監事・顧問会議 埼玉県林材会館 

平成３１年３月２７日 第４回 正副会長・監事・顧問会議 埼玉県林材会館 

（５）埼玉県林材会館管理委員会の開催  



開催年月日 開催場所 

平成３０年 ６月２１日 埼玉県林材会館 

平成３０年１２月１１日 埼玉県林材会館 

（６）各種部会、協議会の開催 

木材利用促進、木材産業振興のため、部会を運営した。 

ア 生産部会 

イ 流通部会 

ウ プレカット部会 

 

 


