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３章 支援団体の概要 

 
 
１ 支援団体の概要                                         

 
本年度は、以下の６団体を支援した。団体の概要を以下に整理する。 

 

No １ ２ 

団体名 佐賀県農林水産部林業課 Yamanashiウッド・チェンジ・ネットワーク 

支援 

コース 

木材利用活性化の組織・人づくり 木材利用活性化の組織・人づくり 

木材利用の普及・啓発活動 

支援概要 非住宅用途の中大規模木造建築の普及推

進の役割を担う、「(仮)さが木の建築推進

協議会」の設立準備会開催支援 

商工団体や企業向けの普及啓発セミナーと

設計者・施工者向けの基礎講座開催支援 

支援成果 ・「さがの木の建築推進協議会」 賛同者

および団体一覧  

・県産木材供給の説明資料（案）  

・県産木材部材リスト（案）  

・非住宅建築物の木造木質化に向けた事

業構想 

・「ウッド・チェンジ セミナー2021」の

開催 

・建築士向けの設計基礎講座の開催 

利用木材 市町村材・県産材 県産材 

 

No ３ ４ 

団体名 埼玉県 奈良の木利用推進協議会 

支援 

コース 

木材利用活性化の組織・人づくり 

 

木材利用活性化の組織・人づくり 

地域木材利用の普及・啓発活動 

支援概要 埼玉県木造建築技術アドバイザー制度

で行われている、アドバイザー会議につ

いて、会議の運営方法や木材調達、支援

内容に関する知見の共有、制度運用方法

等に関する支援 

公共建築物の発注者向けの発注・設計に関

するポイントをまとめた資料作成と、県内

で供給可能な木材に関する情報整理、木造

公共建築推進のための体制づくり等を支援 

支援成果 ・中大規模木造建築物整備ハンドブック

を改訂し、「木材調達の県内事例集」

を作成 

・アドバイザー制度の運用の改善 

・奈良県県産材を使用した中大規模公共建

築物計画のための手引き 

・奈良県産材流通規格品リスト 

・奈良県建築物木造化推進のための川上か

ら川下連携体制（案） 

利用木材 県産材 県産材 
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✤ 支援団体概要 

 

 

No ５ ６ 

団体名 福岡県産木材利用促進協議会 佐波川の森を守る木造建築研究会 

支援 

コース 

木材利用活性化の組織・人づくり 木材利用活性化の組織・人づくり 

木材利用の普及・啓発活動 

支援概要 新協議会の立ち上げにむけた準備会の実

施運営支援 

地域材を活用し木造建築の普及に取り組

んできた県内外の専門家から学び、山口の

木を活かすための研究会設立準備支援 

支援成果 ・新協議会の部会（ワーキンググループ）

や課題、活動目標、活動イメージのまと

め 

・地域材を活用した木造建築物促進に向け

ての提案「３つの“つくる“を実現」 

・目指すべき組織形態図 

利用木材 県産材 県産材 
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３章 支援団体の概要 

 
 
１ 支援団体の概要                                         

 
本年度は、以下の６団体を支援した。団体の概要を以下に整理する。 

 

No １ ２ 

団体名 佐賀県農林水産部林業課 Yamanashiウッド・チェンジ・ネットワーク 

支援 

コース 

木材利用活性化の組織・人づくり 木材利用活性化の組織・人づくり 

木材利用の普及・啓発活動 

支援概要 非住宅用途の中大規模木造建築の普及推

進の役割を担う、「(仮)さが木の建築推進

協議会」の設立準備会開催支援 

商工団体や企業向けの普及啓発セミナーと

設計者・施工者向けの基礎講座開催支援 

支援成果 ・「さがの木の建築推進協議会」 賛同者

および団体一覧  

・県産木材供給の説明資料（案）  

・県産木材部材リスト（案）  

・非住宅建築物の木造木質化に向けた事

業構想 

・「ウッド・チェンジ セミナー2021」の

開催 

・建築士向けの設計基礎講座の開催 

利用木材 市町村材・県産材 県産材 

 

No ３ ４ 

団体名 埼玉県 奈良の木利用推進協議会 

支援 

コース 

木材利用活性化の組織・人づくり 

 

木材利用活性化の組織・人づくり 

地域木材利用の普及・啓発活動 

支援概要 埼玉県木造建築技術アドバイザー制度

で行われている、アドバイザー会議につ

いて、会議の運営方法や木材調達、支援

内容に関する知見の共有、制度運用方法

等に関する支援 

公共建築物の発注者向けの発注・設計に関

するポイントをまとめた資料作成と、県内

で供給可能な木材に関する情報整理、木造

公共建築推進のための体制づくり等を支援 

支援成果 ・中大規模木造建築物整備ハンドブック

を改訂し、「木材調達の県内事例集」

を作成 

・アドバイザー制度の運用の改善 

・奈良県県産材を使用した中大規模公共建

築物計画のための手引き 

・奈良県産材流通規格品リスト 

・奈良県建築物木造化推進のための川上か

ら川下連携体制（案） 

利用木材 県産材 県産材 
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木造建築物技術普及支援委員会において、次の６団体の支援を決定した。 

 

 

 

 
 

採択団体の所在地の分布 
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２ ワークショップの開催実績                                

支援団体 開催日 支援内容 コンサル 

佐賀県農林水産

部林業課 

10/07 
非住宅中大規模建築が求める木材の仕様と品質管理 
講師：藤本 登留（九州大学大学院農学研究院准教授） 

サウンド 

ウッズ 

12/03 
中大規模木造建築物への佐賀県産材利用促進に向けて 
講師：原田 浩司（木構造振興客員研究員） 

1/14 

非住宅建築物木造木質化推進を担う協議会設立への期待 
講師：三井所 清典（日本建築士会連合会名誉会長） 

非住宅木造施設視察研修 
講師：川崎 康広（川崎空間研究所代表） 

講師：中村 哲（中村哲建築設計事務所代表） 

Yamanashiウッ

ド・チェンジ・

ネットワーク 

10/28 
事業計画について 
講師：加来 照彦（現代計画研究所代表取締役） 

現代計画 

研究所 
12/22 

県産材を利用した建築物の事例紹介 
講師：鈴木 龍子（多幸福祉会理事長） 

講師：金山 雄一郎（旭陽電気専務取締役） 

1/18 
県産材を活用した中大規模建築物の設計基礎 
講師：加来 照彦（現代計画研究所代表取締役） 

埼玉県 

11/02 
中大規模木造建築の木材調達に関する課題 
講師：鈴木 進（木の家だいすきの会代表理事） 

木の家 

だいすきの会 
11/26 

地域の材を活かした木造建築 西粟倉村庁舎の事例から 
講師：大倉 靖彦（アルセッド建築研究所副所長） 

1/26 
知見共有のためのアドバイス 
講師：三井所 清典（日本建築士会連合会名誉会長） 

奈良の木利用 

推進協議会 

10/29 
地域の材や加工能力を活用した木造公共建築の検証 
講師：大倉 靖彦（アルセッド建築研究所副所長） 

アルセッド 

建築研究所 
12/24 

発注者に向けた情報発信と物件の掘り起こし 
講師：鈴木 進（木の家だいすきの会代表理事） 

1/26 
地域の材や加工能力を活用した木造公共建築推進の体制作り 
講師：大倉 靖彦（アルセッド建築研究所副所長） 

福岡県産木材利

用促進協議会 

11/16 
地域材を活かした木造建築の事例紹介 
講師：大倉 靖彦（アルセッド建築研究所副所長） 

アルセッド 

建築研究所 
12/15 

埼玉県・愛知県における協議会設立事例の紹介 
講師：鈴木 進（木の家だいすきの会代表理事） 

1/11 
新協議会立上げに向けて 
講師：武田 光史（アルセッド建築研究所） 

佐波川の森を守

る木造建築 

研究会 

11/12 
地域の木材を使って、地域の魅力あふれる建築をつくるために 
講師：内田 文雄（龍環境計画代表取締役） 

市浦ハウジング 

＆プランニング 
12/22 

地域産材を活かした木造建築物の事例 
講師：山田 憲明（山田憲明構造設計事務所代表取締役） 

1/27 
地域産材を用いた木造建築を地域の力で実現する 
講師：三井所 清典（日本建築士会連合会名誉会長） 

採択団体への支援実績 
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木造建築物技術普及支援委員会において、次の６団体の支援を決定した。 
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