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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 

団体名 環境都市実現のための木造化・木質化推進あい

ち協議会 

埼玉県 

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 

 

支援概要 実務で参考となる木材加工者を交えた、実践型

の演習講座の構築支援を行った。 

木材生産現場の見学や、意匠・構造設計者講師

による設計指導、演習課題に対する講評等を行

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。 

本制度は運用開始から2年目をむかえ、これに

伴い埼玉県内における市町村からのアドバイザ

ー派遣の依頼に応えながら、制度の課題を把握

し運用の改善支援を行った。 

支援成果 ① 仮称・ももすいこども園設計課題 

② 設計演習プログラム 

③ 設計提案作成者リスト 

④ 設計提案 

・アドバイザー制度の運用改善のための課題整

理と対応方針としての運用指針（案）の策定 

利用木材 

 

県産材 県産材 

 

 

No ３ ４ 

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 佐賀県において、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」の設立準備支援を行う。 

来年度から「育成部会」による「中大規模木造

講習会」を開くことを目標とした、準備会の開

催を支援する。 

支援成果 ・協議会設立に向けた検討資料 

・県内木造木質化施設建設に対する協議会の支

援シミュレーション 

・「木造設計技術者育成部会準備会」の開催 

・「木造・木質化相談窓口」の開設 

利用木材 

 

市町村材・県産材・他産地材 県産材 
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✤ 支援団体概要 

 

 

No ５ ６ 

団体名 

 

奈良の木利用推進協議会 とやま県産材需給情報センター 

支援 

コース 

地域産業の循環を前提とした木造公共建築物

（公設・私設）等の建設 

地域木材利用の普及・啓発活動 

地域産業の循環を前提とした木造公共建築物

（公設・私設）等の建設 

木材利用の普及・啓発活動 

木構造設計者の育成 

支援概要 県有施設（公営住宅）をモデルとして、県産材

を活用した高耐久木造とRC造のコスト比較や、

コストダウン、メンテナンスの検証。 

木造公共建築物を建てることを想定し、川上か

ら川下、工事現場までの地域供給材の調達シミ

ュレーション等を支援した。 

富山県内の構造設計者を対象として、具体的な

演習を通じた実践的な木構造の講習会を開催す

ることで、木構造設計者の育成を図ることを

支援した。 

支援成果 ・木造公共建築物の特性（コスト等）比較 

・木材の地域調達体制（スキーム）構築に向け

ての実態整理と課題を整理 

・参加構造設計者の演習課題の実践 

・実践上の疑問への講師からのアドバイス 

・修正・改善した構造設計内容のとりまとめ 

利用木材 

 

県産材 県産材 

 

 

No ７ 

団体名 

 

ウッドネット西部やまぐち協同組合 

支援 

コース 

木材利用活性化の組織・人づくり 

支援概要 地域における木造化・木質化を推進するための

組織づくりを行うための、情報共有の場づくり

と先進事例視察等を支援した。 

支援成果 ・「（仮）山口県西部地域木造化・木質化推進協

議会の設立」草案について（試案） 

利用木材 

 

県産材 
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支援概要 佐賀県において、非住宅用途の中大規模木造建
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築推進協議会」の設立準備支援を行う。 

来年度から「育成部会」による「中大規模木造

講習会」を開くことを目標とした、準備会の開

催を支援する。 
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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 

環境都市実現の

ための木造化・

木質化推進あい

ち協議会 

10/30 
プレカット工場見学と設計演習の試行オリエンテーション 
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 
12/11 

設計演習 
講師：山辺 豊彦（山辺構造設計事務所代表取締役） 

講師：大倉 靖彦（アルセッド建築研究所副所長） 

1/29 
プラニングの視点からの講評 
講師：三井所 清典（日本建築士会連合会名誉会長） 

埼玉県 

11/12 
木材生産現場の見学と課題出し 
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 
12/17 

中大規模木造施設における木材調達と品質管理の事例 

講師：安田 哲也（サウンドウッズ代表理事） 

1/27 
アドバイザー制度運用上の課題について 
講師：三井所 清典（日本建築士会連合会会長） 

佐賀県農林水産

部林業課 

10/21 
公共建築物の木造木質化のための県内木材供給状況の把握 

講師：安田 哲也（サウンドウッズ代表理事） 

サウンド 

ウッズ 

11/18 
地域材供給体制構築の要点 木材の品質管理 
講師：原田 浩司（木構造振興客員研究員） 

12/22 
木の建築普及における協議会の役割 
講師：三井所 清典（日本建築士会連合会名誉会長） 

1/20 
協議会設立にかかる手続き 協議会運営とその効果 
講師：柴田 安章（ひろしま木造建築協議会会長） 

Yamanashi ウッ

ド・チェンジ・

ネットワーク 

10/19 
木造設計技術者の育成について 
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 
12/1 

木材の調達・流通に関して地域材を使うために 
講師：谷知 大輔（パワープレイスウッドデザイナー） 

1/18 
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 

10/23 
耐久性に配慮した中大規模木造建築設計の留意点 
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 
12/14 

木造公共建築における木材の品質確保について 

講師：安田 哲也（サウンドウッズ代表理事） 

1/25 
愛媛県における JAS 材供給体制の構築に向けた取り組み 
講師：三好 誠治（愛媛県木材協会専務理事） 

とやま県産材需

給情報センター 

10/27 
地域の木材と大工技術を活かした魅力的な木造建築 

講師：山田 憲明（山田憲明構造設計事務所代表取締役） 

アルセッド 

建築研究所 
12/2 

地域の木材と大工技術を活かした魅力的な木造建築 1 

講師：山辺 豊彦（山辺構造設計事務所代表取締役） 

1/20 
地域の木材と大工技術を活かした魅力的な木造建築 2 

講師：山辺 豊彦（山辺構造設計事務所代表取締役） 

ウッドネット西

部やまぐち協同

組合 

10/29 
木造化・木質化に向けた取り組み 

講師：安田 哲也（サウンドウッズ代表理事） 

市浦ハウジング 

＆プランニング 

12/17 
地域材による木造化・木質化の取り組み 
講師：内田 文雄（龍環境計画代表取締役） 

1/27 

事例を通じて考える中大規模建築物の木造化 
講師：原田 浩司（木構造振興客員研究員） 

高知県林業活性化推進協議会の取り組み 
講師：松岡 良昭（高知県木材協会専務理事兼センター長） 

採択団体への支援実績
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