
94 ３．支援団体の概要 
                                             

                                            

３章 支援団体の概要 
 
 
１ 支援団体の概要                                         

 
本年度は、以下の団体を支援した。支援先の概要を以下に紹介する。 

 

No １ ２ ３ 

団体名 愛知県木材組合連合会 埼玉県 とくしま木造建築学校運営協

議会 

支援 

コース 

木材利用活性化の組織・人づくり 木材調達支援・設計技術支援 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 木材関係者、建築関係者、行政、

学識経験者等の産官学一体となっ

た都市の木造化に関する普及啓発

活動及びそのためのネットワーク

づくりとしての協議会組織の立ち

上げ支援を行った。 

埼玉県森づくり課では、埼玉県木

造建築技術アドバイザー制度を令

和元年9月に立ち上げた。 

今後、埼玉県内における市町村か

らのアドバイザー派遣の依頼に対

応できるよう制度の課題を把握し

運用の改善支援を行った。 

とくしま木造建築学校の今後の活

動方針づくりの支援を行う。活動

の中心となる人材の世代交代やニ

ーズの変化に合わせ、関係者自ら

が望む活動方針を考える。 

支援成果 ・行動宣言 

・環境都市実現のための木造化・

木質化推進あいち協議会規約 

・埼玉県木造建築技術アドバイザー

制度の運用について 

・とくしま木造建築学校活動方針

（案） 

・とくしま木造建築学校活動計画

（案） 

利用木材 県産材 県産材 県産材 

 

No ４ ５ 

団体名 山梨県 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 

木材利用の普及・啓発活動 

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 公共建築物等の発注や整備におい

て施主となる商工関係者も交え、

県産材が利用しやすい環境づくり

が必要と考え、木材を供給する川

上及び、川中・川下の製材、流

通、建築業、並びに利用者となる

企業等が連携した県産材の利用を

推進する協議会の設立を支援す

る。 

行政、木材関係者、設計関係者、

施工関係者を集め、先進事例を学

ぶと共に意見交換を実施。お互い

の関係構築を図る。奈良県内で木

造公共建築物等普及を進める上で

の課題を共有、整理することを支

援した。 

支援成果 ・Yamanashi ウッド・チェンジ・ネ

ットワーク設立趣意書・会則・

会員名簿・運営委員会名簿・設

立について 

・ロードマップ（案） 

・奈良県産材を使用した木造公共建

築物等を設計・県内で施工する上

での課題と可能性 WS シート 

利用木材 県産材 県産材 

３章

支援団体の概要

94



３．支援団体の概要 95 
                                             

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

採択団体の所在地の分布 

 

 

  

 

4. 山梨県 

2. 埼玉県 

1. 愛知県木材組合連合会 

5. 奈良の木利用推進協議会 

3. とくしま木造建築学校運営協議会 
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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、以下の団体を支援した。支援先の概要を以下に紹介する。 

 

No １ ２ ３ 

団体名 愛知県木材組合連合会 埼玉県 とくしま木造建築学校運営協

議会 

支援 

コース 

木材利用活性化の組織・人づくり 木材調達支援・設計技術支援 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 木材関係者、建築関係者、行政、

学識経験者等の産官学一体となっ

た都市の木造化に関する普及啓発

活動及びそのためのネットワーク

づくりとしての協議会組織の立ち

上げ支援を行った。 

埼玉県森づくり課では、埼玉県木

造建築技術アドバイザー制度を令

和元年9月に立ち上げた。 

今後、埼玉県内における市町村か

らのアドバイザー派遣の依頼に対

応できるよう制度の課題を把握し

運用の改善支援を行った。 

とくしま木造建築学校の今後の活

動方針づくりの支援を行う。活動

の中心となる人材の世代交代やニ

ーズの変化に合わせ、関係者自ら

が望む活動方針を考える。 

支援成果 ・行動宣言 

・環境都市実現のための木造化・

木質化推進あいち協議会規約 

・埼玉県木造建築技術アドバイザー

制度の運用について 

・とくしま木造建築学校活動方針

（案） 

・とくしま木造建築学校活動計画

（案） 

利用木材 県産材 県産材 県産材 

 

No ４ ５ 

団体名 山梨県 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 

木材利用の普及・啓発活動 

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 公共建築物等の発注や整備におい

て施主となる商工関係者も交え、

県産材が利用しやすい環境づくり

が必要と考え、木材を供給する川

上及び、川中・川下の製材、流

通、建築業、並びに利用者となる

企業等が連携した県産材の利用を

推進する協議会の設立を支援す

る。 

行政、木材関係者、設計関係者、

施工関係者を集め、先進事例を学

ぶと共に意見交換を実施。お互い

の関係構築を図る。奈良県内で木

造公共建築物等普及を進める上で

の課題を共有、整理することを支

援した。 

支援成果 ・Yamanashi ウッド・チェンジ・ネ

ットワーク設立趣意書・会則・

会員名簿・運営委員会名簿・設

立について 

・ロードマップ（案） 

・奈良県産材を使用した木造公共建

築物等を設計・県内で施工する上

での課題と可能性 WS シート 

利用木材 県産材 県産材 
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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 

愛知県木材 

組合連合会 

10/24 
環境都市実現のための木造化・木質化推進宣言 
講師：安藤 直人（東京大学名誉教授） 

木の家だい

すきの会 
12/11 

埼玉県木造公共施設推進協議会の取組 
講師：坂東 正一郎（埼玉県木造公共施設推進協議会会長） 

2/19 
森と都市をつなぐ木造化・木質化に果たす建築役割 
講師：三井所 清典（日本建築士会連合会会長） 

埼玉県 

10/24 
木造化・木質化の技術支援の実施体制と事例紹介 
講師：大倉 靖彦（アルセッド建築研究所副所長） 

木の家だい

すきの会 

11/20 
熊本県の木造設計アドバイザー派遣事業 仕組みと運用事例に

ついて 
講師：坂田 雅孝（ウッディファーム代表取締役） 

1/22 

木材利用促進の現状と森林環境譲与税の活用事例 
講師：小木曽 純子（林野庁木材利用課課長補佐） 
 

埼玉県木造建築技術アドバイザー制度の運用等について 
講師：三井所 清典（日本建築士会連合会会長） 

とくしま 

木造建築学校 

運営協議会 

10/28 
徳島県内でニーズのある木造建築物・木材利用 
講師：平野 陽子（ドット・コーポレーション代表取締役） 

ドット・コ

ーポレーシ

ョン 

11/22 
埼玉県中大規模木造建築技術者講習・登録の取組 
講師：鈴木 進（木の家だいすきの会代表理事） 

12/23 

高知県立林業大学校における人材育成 
講師：塚本 愛子（高知県立林業大学校副校長） 

公文 大輔（    〃    担当） 

小路 聡 （    〃    担当） 

山梨県 

10/30 
民間建築物等における木材利用の現状と展開 
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 
12/7 

企業価値を高める木造建築 
講師：小野 久登（農林中央金庫 食農法人営業本部副部長） 
 

地域材利用と地域の建築物の木造化 
パネリスト：奥村 一利（山梨県建築士事務所協会副会長） 

辻  一幸（山梨県森林協会会長） 

豊前 貴子（甲府商工会議所副会頭） 

1/20 
木材を活用した民間の施設づくり 
講師：加来 照彦（現代計画研究所代表取締役） 

奈良の木利用 

推進協議会 

11/12 

木造化・木質化へ向けた 20 の支援ツールの紹介 
講師：北瀬 幹哉（環デザイン舎代表） 
 

地域材でつくる中大規模木造建築設計について 
講師：大倉 靖彦（アルセッド建築研究所副所長） 
 

屋久島・新庁舎の木造設計について 

講師：武田 光史（     〃     主幹） 
アルセッド

建築研究所 

12/19 
埼玉県杉戸町における公共施設木造化の取り組みについて 
講師：渡辺 景己（埼玉県杉戸町建築課主幹） 

1/16 
熊本県における流通ネットワークの仕組みとそれを活用した

中大規模木造建築のつくりかた 
講師：坂田 雅孝（ウッディファーム代表取締役） 

採択団体への支援実績
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