
平成 26 年 11 月号

                           一般社団法人高知県木材協会

10 月 25 日(土)・26 日(日) 高知市中央公園で開催されました。

今年のテーマは

「木育から広がる家族の笑顔」

来場総数 : 約 25,000 人

参加団体 : 44
ブース総数 : 67

第 10 回 高知もくもくランド 2014 秋まつり
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丸太カットで開会 キャラも徘徊

四万十ヒノキ 起震車体験
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森の検定 (森の博士登場) 木製品のプレゼント 大忙し

積み木で遊ぼう がんばれ! 龍マックス

たくさんの方々に支えられ県産材の需要拡大を目指すイベントが出来ました。

関係者の皆様、ありがとうございます。お疲れ様でした。
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帯屋町展示



平成 26年 10月 15日(水) 東京国際フォーラムにおいて第 49回全国木材産業振興大会が

開催されました。

高知県からは 3 名の方が受賞されました。

山村 一正 様 (林野庁長官感謝状)
野村 俊博 様 (全木連会長表彰)
山上 哲生 様 (全木協連会長表彰)

おめでとうございます。

第 49 回 全国木材産業振興大会
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公共建築物等の木造化・木質化の推進を市町村へ要請活動中です。

  平成 22 年に「公共建築物等木材利用促進法」施行され、各市町村では、木材利用方針

が策定されていますが、それを着実に進めるべく、高知市を皮切りに、高知市周辺の市

町村に対して要請活動をしています。

写真は土佐町役場のロビー

及び

議会議場
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公共建築物への木材利用



第 40 回木材まつり「優良土佐材展示即売会」

製材品の部は平成26年11月14日(金) (株)土佐中央木材センターで開催されました。

受賞おめでとうございます。

高知県知事賞

  有限会社丸桧  様
四国森林管理局長賞

  有限会社秋山木工場 様

高知県木材協会長賞

  株式会社森岡木材 様

  有限会社門田林産 様

  窪内木材株式会社 様

  高橋 正明 様 (山正製材所)
    濱田 慎次 様 (平井製材所)
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素材の部は平成 26 年 11 月 25 日(火) 高知県林材(株)で開催されました。

受賞おめでとうございます。

四国森林管理局長賞

  清水産業株式会社  様(桧)
高知県知事賞

有限会社伊藤林業 様(杉)
高知県木材協会長賞

  有限会社伊藤林業 様(杉)
  殿谷 春芳 様(桧)
  明坂 義秋 様(桧)
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資料(1) 全国の月別新設住宅着工(23 年～26 年 9 月まで)

資料(2) 四国の月別新設住宅着工数(平成 23～26 年 9 月まで)
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資料(3) 高知県の月別新設住宅着工数(平成 23～26 年 9 月まで)
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H２６ 209 133 233 235 277 284
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資料(4) 製品市況 関東市売り場(26 年 4 月～10 月 27 日)
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資料(5) 平成 26 年度丸太市況 桧 3～4M （久万広域森林組合分）11 月 14 日まで

資料(6) 平成 26 年度丸太市況 杉 4M(久万広域森林組合分) 11 月 14 日まで
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消費増税後の反動減による住宅需要の低迷が予想以上に続き、木材需要も低迷している。

26 年 9 月の新設住宅着工数は 7 ヶ月連続で前年割れとなり、特に持ち家の着工数が落ち

込んでいる。それに伴い製材品市況も低迷し、木造軸組プレカット各社の受注減に伴う加

工賃の軟化で、材料に対する皺寄せが厳しく、価格・数量とも下げている。特に桧の需要

不振が厳しくなっている。

(1) 丸太相場

秋期となり、各地で年間でも最大規模の原木記念市が開催され、良材を含め出材が

活発となる時期に入った。しかしながら製材品市況の低迷で積極的に値を上げて手当

できる状況ではない。特に桧は柱取りや土台取りを中心に弱基調が続いている。針葉

樹合板用丸太は各メーカーで値差があるが価格は横ばい～弱保合であるが、木質バイ

オマス発電向け未利用材は過熱状態に入っており、高知では 9 月から 8,000 円（生ト

ンチップ工場着）と高騰し、製材用パルプ材も 5,000 円台となっている。

(2) 製品相場

住宅需要の落ち込みで、製品の荷動きは構造材・羽柄材・造作材とも総じて低調。

相場は弱保合となっている。10 月に続き 11 月もプレカット工場は新規受注が増えず、

当用買いから抜け出せず、問屋・工務店も仕事の少なさから在庫を持たない状態が続

いているため製品市場では値下がりの取引が目立ちだしている。

【須崎港木材運搬船】

(3) 外材製品

円安などで産地・市中価格とも底打ち感は強まってきた。問屋や集成材メーカーか

らは穏やかな値上げ局面に持ち込みたい半面、需要は力強さを欠いている。米松の産

地価格は全般に値上がりしているが、需要は依然として低迷しており、製品は保合で

推移している。
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11 月の商況



(4) ＮＺ・チリ材

NZ ラジアタ松製品は梱包向けを中心に回復傾向にあるが、パレット向けについて

は、杉などの国産材製品が増加しているため需要が悪化している。

(5) 針葉樹合板

合板はほとんどのメーカーで 7 月から減産をして在庫調整をしているが、当初の予

定より生産量は減少しておらず、需要調整に手間取っている。しかし需要は回復せず

相場は横ばい～下降となっている。

(6) プレカット

11 月のプレカット各社の受注平均は 8 月から少しずつ増加しているものの全体的

には低調で推移している。大手住宅会社からの受注も伸び悩んでおり、地域工務店か

らの受注も低調なままだ。依然として非住宅物件が下支えしているが、先行きが見え

ない。12 月の見通しについても横ばいまたは受注減となるプレカット会社が多い。

(7) 住宅受注

住宅着工は消費税引き上げ後の反動減で落ち込みから回復しておらず、特に持ち家

の落ち込みが目立った。大手住宅会社も分譲系は在庫増から新規建築を延期する動き

も出てきており、注文系も新規受注が伸び悩んでいるが、非住宅物件は地域や受注先

によってまちまちだが全体的には依然堅調で推移している。

11 月のプレカット稼働調査（全国平均表）

単位：％ （ ）内は前年比       
10 月（実績） 11 月（受注） 12 月（見込）

北海道 118.4（91.9） 114.3（85.0） 94.5（75.0）

東 北 100.0（91.0） 94.0（93.0） 87.0（77.0）

関 東 99.0（99.6） 99.0（93.6） 94.0（96.3）

中 部 87.1（84.5） 92.5（83.1） 92.5（78.8）

関 西 98.3（91.7） 100.0（90.0） 100.0（91.7）

中 国 87.5（65.0） 92.5（68.5） 95.0（76.0）

四 国 98.0（73.0） 102.5（76.5） 95.5（78.5）

九 州 109.5（86.6） 124.9（84.5） 126.3（83.2）

全国平均 99.7（85.4） 102.5（85.3） 98.1（83.2）

（木材新聞参照）
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(1). 消費地商談会事業

土佐の自然素材で家づくり商談会 in 兵庫県中央労働センター (10/9)

神戸商談会は今年 2 月に続き 2 回目の開催。

来客は兵庫県に限らず半分は大阪からだった。

フローリングの見積り依頼やサンプル発送も数

件あり、今後の各社後追い営業に期待したい。

  来場：9 社 12 名

高知からは、(協)ドライウッド土佐会、(株)吾川森

林、(協)高知木材センター、池川木材工業(有)、梼

原町森林組合、田中石灰工業(株)、(株)クロスロー

ド の 8 社が参加。

高知家の旗をバックに地産外商がんばります。
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土佐材流通促進協議会



(2). 消費地商談会事業

ジャパンホームショー(ふるさと建材・家具見本市) (11/12～14) 東京ビッグサイト

高知県産業振興センターのバックアッ

プ を 受 け 、 今年 も ビ ッグ サ イ トへ

TOSAZAI ブースを出展しました。

今回は土佐ヒノキを使った家具の展示

もおこない。多くの人が訪問してくれまし

た。

来場者総数 32,000 人

今年は昨年の 2 倍の広さの 4 ブース出展。明るく清潔感のある展示空間は好評。

参加協賛会員：7 社

  (株)吾川森林佐川プレカット

  池川木材工業(有)
  (株)エスエークラフト

  関西木材建設(有)
  (協)高知木材センター

  四万十町森林組合大正集成工場

  (協)ドライウッド土佐会
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香美市香長小学校から依頼があり、11 月 20 日、「木材の良さ」についての授業を行って

来ました。子供たちは、熱心に聞いてくれ、大変有意義でした。今後も機会を見つけて取

り組みを進めます。

森の博士参上、次はどの学校へ行こうかな。
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木育活動の取り組み



               

協会だよりでは会員のページを造りました。

からのお知らせ。

「生姜の國のチョコレート」を特別販売

  株式会社エスエス坂本社長より

「この度、会員の皆様に広くご賞味して頂くために、特別価格（年内限定）を設定し

て販売することにしました。なお、年内は送料無料といたします。何卒、よろしくお願

いします。」

生姜の國の CHOCOLATE タイプ 通常価格 特別価格

ジンジャーショコラ

（ビター・ミルク）

缶 1300 円 1200 円

袋 850 円 800 円

ジンジャーチョコレート

（ビター・ミルク・ホワイト）
板 650 円 600 円

  

ご注文・お問い合わせは

株式会社エスエス   TEL0889-24-6551  FAX0889-24-6561

次号掲載の会員原稿を募集します。           p.17

会員のページ

株式会社エスエス



   

  高知大学就職室より新卒者を求人するにあたってのお知らせです。

  求人を考えている事業所は、下記の求人システム UniCareer」をご利用ください。
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新卒者への求人依頼について



平成 26 年度県産材需要拡大サポート事業

講師：寺本毅彦氏

木材協会では、 高知県内企業の経営体質強化

を図るため、関連業界の方々を対象として経営

セミナーを開催することとなりました。

協会会員のみならず、県内の関連企業様にご

案内いたします。

万障お繰り合わせのうえ、多数のご参加をい

ただきますよう宜しくお願い申し上げます。

日時：平成 26 年 12 月 9 日(火)  15:00～16:30

場所：高知市西部健康福祉センター  2 階小会議室

講師：寺本経営コンサルタント  寺本毅彦氏

講習テーマ：「合意するってどういうこと－ win-win ぜよ～ 」

主催： 一般社団法人高知県木材協会

会場アクセス

ご注意：

この施設には 65 台の駐車スペースがあります

が、複合施設につき、他の催しと重なり、駐車場の

確保が難しいことが予想されます。

また、当日は衆議院議員選挙の期日前投票所とな

った関係で当セミナーの駐車台数が制限されまし

た。

満車の場合はお近くの有料駐車場等をご利用く

ださい。

お申込みは木材協会へ  tel : 088-883-6721 fax : 088-884-1697
                        mail : info@k-kenmoku.com  担当 嶋﨑
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経営セミナーのご案内



日頃のおこないも良く

もくもくランドは

沢山の人出で賑わい

ました。

これはいったい誰のせい?

2 年連続の雨

幡多山もりフェスは長靴必要

「おんちゃん、ここで何しゆうが ??」
小さな子どもに合法木材をどう説明するか。

課題山積の木材協会です。

一般社団法人 高知県木材協会

〒780-0801
高知県高知市小倉町 2 番 8 号

TEL：088-883-6721
FAX：088-884-1697
HP ：k-kenmoku.com
MAIL：info@k-kenmoku.com
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