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国産木材利用促進の現状と課題 

ＮＰＯ法人活木活木森ネットワーク 
   業務課  武田八郎 

 NPO法人活木活木森ネットワークの概要 
 

・設  立  平成２０年１２月 
 
・目  的  木材利用を通じた地球温暖化の防止 
 
・代表者  遠藤 日雄＇鹿児島大学農学部教授（ 
 
・会員数  ３４ 
 

・活  動  ①森林・環境・木材に関する普及啓発 

  ②木材利用に関する企画・開発・普及 

  ③木材需給・価格、利用、流通等の調査研究、情報提供 

  ④木材・森林・環境等に関する教育プログラム、教材の作成等 

            上記活動の一環として、林野庁の補助事業を受け、木づかい運動の普及等

  に取り組んでいる。 
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 （１）「木づかい運動」による国産木材利用の促進 

    利用する木材製品を「国産材」に置き換えるだけ 

・ 「木づかい」とは、暮らしに国産材の製品  
をどんどん取り入れて、元気な日本の森を
育てるエコ活動 

 

・ 森林から離れていても、森林を育てるこ 
とにつながる活動 

 

・ 林野庁では平成17年度から「木づかい
運動」として国産材利用のＰＲ活動を強化 

 

・ とくに、毎年10月を「木づかい推進月間」
として集中的な取り組みを実施 

 （２） 木づかい運動の取組 

ターゲット 
一般消費者 一般企業 消費者団体・ＮＰＯ団体 

目  的 

若い世代の木づかい運動へ

の取り込み 

国産材を原料として調達したり、

国産材製品を物品調達すること

を促進 

国産材利用のメッセージを団体

が会員に発信 

ＰＲ方法 

各種環境イベント出展 

新聞広告掲載  (21年度) 

ラジオ放送 (21年度) 

企業向けセミナーの開催 

異業種交流セミナーの開催 

 

消費者団体、環境団体自ら企

画、実施するセミナー、シンボジ

ウムを支援 (21年度) 

ツ ー ル 

・木づかい運動ポスター 

・木づかい遠藤パンフレット 

・ポータルサイト「木づかい 

ドット・コム」 

・携帯モバイルサイト 

・メールマガジン「木づかい友

の会通信」 

・セミナーテキスト「木づかいの    

ススメ」 

・木づかい運動ロゴマーク 

・木づかい運動感謝状贈呈 

 

 

・木づかい運動ポスター 

・木づかい運動パンフレット 

・木づかい運動ロゴマーク 

・木づかい運動感謝状贈呈 
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（３） 一般消費者向け木づかい運動の展開 
              

地下鉄メトロ駅でのポスター掲出 

エコプロダクツ2010  出展 

エコライフフェア2010出展 

 （４）企業向け木づかい運動の展開       

   企業向けセミナー「木づかいのススメ」 

   異業種交流セミナーでの見本市 

異業種交流セミナー 

木づかい運動感謝状の贈呈 



4 

（５） 木づかい運動応援団の募集 
        ロゴマークを使用する企業・団体の登録 

区   分 登録数 主な企業・団体 

国産材製品を対象 ８７ 

日本製紙(株)、住友林業(株)、(株)ポッカ

コーポレーション・コクヨＳ＆Ｔ(株)、三菱鉛

筆 (株 )、＇株（イトーキ、中越パルプ工業

＇株（、岡村製作所、三菱製紙販売＇株（等 

 
企業や団体等の取
組を対象 

 

８１ 

(株)ローソン、ミニストップ(株)、(株)損害保

険ジャパン、(株)ジャパンエナジー、アサヒ

ビール(株)、(株)南都銀行、日興コーディア

ル証券(株)、らでぃしゅぼーや、＇株（アスク

ル＇株（＇株（松屋フーズ等 

普及広報活動を対
象 
 

１０９ 

日立建機(株) 、積水化学工業＇株（、ＪＫ

ホールディングス(株)、日立キャピタル(株) 、

(株)内田洋行、日本労働組合連合等 

計 ２７７    (平成23年6月3日現在) 

使用にあたっては（財）日本木材総合情報センターへの申請、登録が必要です。 
電話：03-3816-5595  FAX：03-3816-5595 logo@jawic.or.jp 

    旧ロゴマーク 

     新ロゴマーク 

①家庭でできる「木づかい」   生活用品 

ヒノキ釘なしスノコ 

写真協力：池川木材工業＇有（ 

写真協力：＇株（内原商店 

割りばし 

プランターカバー 

写真協力：㈱高浦商店 写真協力：㈱土佐龍 

ヒノキまな板 

 （６） 国産材の利用事例 

 

＇   登録企業（ 
＇   登録企業（ 

＇   登録企業（ ＇   登録企業（ 
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写真協力：新産住拓＇株（       写真協力：企業組合県木住 
              

 ② 家庭でできる「木づかい」  木造住宅  

＇   登録企業（ 
＇    登録企業（ 

写真協力：住友林業＇株（ 

写真協力：＇株（北海道アルバイト情報社 
写真協力：＇株（山櫻 

③ビジネスやオフィスでできる「木づかい」 
   国産材を利用していると確認できる紙 

＇   登録企業（ 
＇   登録企業（ 

封筒 

ＰＲちらし 

ＣＳＲレポート 

写真協力：＇株（ファイル ＇   登録企業（ ＇    登録企業（ 

雑誌 

コピー用紙 

写真協力：オザックス株式会社 

＇   登録企業（ 
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写真協力：㈱ファイル 

写真協力：桜井㈱ 

写真協力：コクヨS&T＇株（ 

 国産材パルプや間伐材パルプを利用したファイル類 

  ④ビジネスやオフィスでできる「木づかい」 

    

 

＇   登録企業（ 

＇   登録企業（ 

＇   登録企業（ 

 間伐材紙のビジネスモデル事例   －環境ＮＰＯオフィス町内会－ 

  ⑤ビジネスやオフィスでできる「木づかい」 

    

 

＇   登録企業（ 

①間伐サポーター企業(215)が「間伐に
寄与する紙」で印刷物を作成 

②「間伐に寄与する紙」 

 

従来の紙代 間伐促進費 
紙代の10％・15円/kg 

③間伐促進費により間伐を支援 

    2005～2009年実績 

  ・間伐重量：846トン 

  ・間伐面積：58.5ha 

  ・間伐材積：1,528m3 

 

       資料・写真協力：環境ＮＰＯオフィス町内会 
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写真協力：コクヨS&T＇株（ 

国産材名刺 

 
写真協力：三菱鉛筆㈱（ 
 

 
写真協力：＇株（山櫻 

  ⑥ビジネスやオフィスでできる「木づかい」 
名刺・事務用品 

プリンター専用封筒 

間伐材紙ボールペン 

印鑑・筆記具 

＇   登録企業（ 

＇   登録企業（ 

＇   登録企業（ 

写真協力：＇株（損害保険ジャパン 

  ⑦ビジネスやオフィスでできる「木づかい」 

 オフィス家具や木質内装化 

写真協力：＇株（損害保険ジャパン 
＇     登録企業（ 
 

    ( 登録企業) 
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写真協力：＇株（ローソン       写真協力：ミニストップ(株) 
        

コンビニエンスストアの木造化店舗 

  ⑧企業で取り組む「木づかい」 

＇   登録企業（ ＇   登録企業（ 

写真協力：星野工業＇株（                                       

                   

  ⑨地域でできる「木づかい」 

学校の机 木製遊具 

＇   登録企業（ 

＇   登録企業（ 写真協力：第一工業＇株（                                       

                   

公共建築物等木材利用促進法(22年10月施行)が追い風に 
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写真協力：佐々木木材防腐＇株（        写真協力：日本木槽木管＇株（ 
        

木製受水槽 木製ガードレール 

  ⑩地域でできる「木づかい」 

＇   登録企業（ ＇   登録企業（ 

（７）課題 ①森林の健全なサイクルの構築  

   植える→育てる→収穫する→上手に使う   

  経費支出 
  間伐経費等 
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日本の全森林＇2,510万ha（に課せら
れたCO2吸収目標 

木材供給・利用量の目標 

2,300万m3 ／年 

＇現状は1,900万m3 ／年（ 

  課題 ②国産材利用が森林整備に繋がる理解とサポート 

約4,767万t-CO2 ／年 
（1,300万ｔ・C ／年に相当（ 

• 森林整備を促進し、CO2吸
収量3.8%を確保！ 

 間伐：55万ha/年など 

 

 

国産材の利用をさらに400万m3 ／年増や
して森林に資金を還元していく 

森林に資金を還元 

 課題 ③一般企業への国産材利用の拡大  

国産材を利用するメリット=環境貢献度の情報発信 

80.1%

52.8%

58.5%

16.5%

20.5%

20.5%

17.6%

14.8%

17.0%

17.0%

21.0%

28.4%

13.1%

9.7%

8.5%

9.1%

9.7%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

コピー用紙

広報誌、パンフ、環境レ…

名刺・ファイル・事務用封筒

事務机

イス

テーブル

収納棚

床板(フローリング)

壁板

パーティション

木製食器(トレー・箸など)

割り箸

店舗(構造材、内装材)

社屋・倉庫

社宅・寮

足場板

ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板

その他

現在取組んでいるものや取組む予定のも

のは何ですか？

活木活木森ネットワーク「地域材製品の調達等に関する意識
調査報告書」平成２３年３月 

                   有効回答者数１７６名 

木材製品の環境貢献度の表示 
 
①木材の炭素貯蔵効果 
   →炭素固定の定量的評価 
    ＇炭素重量（ 
 
②国内森林整備促進効果 
 →間伐促進の定量的評価 
  ＇間伐面積（ 
 
③木材利用による省エネ効果 
 →LCAによる定量的評価＇排出削減炭素 
重量（ 
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国産木材利用の参考データ 

（１） 利用可能な人工林資源の充実 

日本の人工林は、     
「育てる時代」から        
「利用する時代」へ 

人工林の成長量 ： 約6,000万㎥／年 

・ 現在の国産材の生産量1,900万㎥の 

  3.2年分に相当 
 

・ 日本の年間木材消費量＇国産材＋外材（ 
  7,800万㎥の77％に相当 

「育てる時代」から「利用する時代」に移行 
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（２） 木材供給の推移 
平成21年の自給率27.8％ 

資料：林野庁業務資料 

（３） 用途別の木材需要(供給)量の推移(丸太換算) 

          

    1973年(S48) 1998年(H10) 2009年(H21) 

    実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 

製材用  67,470 57.4 37,161 40.4 23,513 37.2 

   国産丸太 26,102 38.7 13,400 36.1 10,243 43.6 

   輸入丸太 36,702 54.4 13,179 35.5 4,471 19.0  

   輸入製材品 4,666 6.9 10,582 28.5 8,799 37.4 

合板用 17,151 14.6 11,146 12.1 8,163 12.9 

   国産丸太 810 4.7 156 1.4 1,979 24.2 

   輸入丸太 14,741 85.9 4,908 44.0 1,128 13.8 

   輸入合単板 1,600 9.3 6,082 54.6 5,056 61.9 

ﾊﾟﾙﾌﾟ･ﾁｯﾌﾟ用 30,415 25.9 42,140 45.8 29,006 45.9 

    国産丸太 12,801 42.1 5,421 12.9 4,806 16.6 

    林地残材 625 2.1 15 0.0 219 0.8 

   輸入丸太 834 2.7 441 1.0 20 0.1 

   輸入チップ 12,094 39.8 25,721 61.0 18,465 63.7 

   輸入パルプ 4,061 13.4 10,541 25.0 5,496 18.9 

   (工場残材) (7,797) － (6,299) － (5,662) － 

その他用 2,545 2.2 1,609 1.7 2,528 4.0 

  国産丸太 1,871 73.5 339 21.1 340 13.4 

  輸入丸太 208 8.2 69 4.3 22 0.9 

  輸入その他 466 18.3 1,201 74.6 2,166 85.7 

合計 117,581 100.0 92,056 100.0 63,210 100.0 

製材用の自給率は43.6％と健闘、合板用も近年上昇し24.2％ 

林野庁「木材需給表」 

単位:1000m3 


