
平成２５年度　木づかい推進月間を中心とした木材普及促進イベント等一覧
平成25年10月1日

一般社団法人 全国木材組合連合会
都道府県 日時 開催場所 イベント名 実施主体 イベントの内容

北海道
10月19日（土） 札幌市　道庁赤れ

んが前庭
道民森づくりネットワークの集
い

同実行委員会（共催者：
北海道木材産業協同組
合連合会、北海道木材
利用推進協議会）

・木育（子供を対象としたトンカチ広場、木の砂場、木製遊
具の設置）
・木づかい広場

北海道
10月20日（土）

赤平市
赤平の自然と遊ぼう
木の大切さを知ろう

北海道天然木化粧合単
板
（協）、赤平青年会議所

市内の小学生と青年会議所員で間伐材コースター作り
森林・木材の働きについて説明

青  森 10月中旬
青森県木材協同組
合

国有林材フェア 青森県木材協同組合
県内外の木材買受業者を対象に天然青森ヒバ、優良材の
展示即売会を開催し、広く利用推進を図る。

宮  城
10月19日（土）～20日
（日）

第１会場（県庁１階
フロア）、第２会場
（県庁前駐車場）、
第３会場（勾当台公
園）、第４会場（市民
広場）

みやぎまるごとフェスティバル
2013

みやぎまるごとフェスティ
バル実行委員会

農林産物品評会，伝統的工芸品展示・販売、宮城県認証食
品（３Ｅ）展示・販売、木材加工品の展示・販売，手作り加工
品の実演販売

秋  田
10月10日（木）～12日
（土）

（協）秋田県銘木セ
ンター（能代市）

第45回秋田県銘木展示会
（協）秋田県銘木セン
ター

木材製品の出展、表彰、即売、素材セリなど

山  形
10月19日（土）～20日
（日）

山形県総合運動公
園（天童市）

第23回山形県林業まつり
山形県林業まつり実行
委員会

農林水産品の展示販売、木工クラフト体験、JAS・合法木材
PR、木材利用ポイントPR、木造住宅相談、構造躯体展示・
上棟式、全国育樹祭PR、野生鳥獣関連展示、高性能林業
機械の実演、自然エネルギー関連展示、環境緑化関連展
示、県林材業年次大会（19日）、県児童木工工作コンクール
表彰式（20日）

山  形
10月26日（土）～27日
（日）

ビッグウィング（山
形市）

やまがた環境展２０１３（構造
躯体の展示等による木材利
用ポイント制度の普及啓発）

やまがた環境展2013実
行委員会（ポイント事業
推進協議会として参加）

木材ポイントPRコーナー(相談窓口、構造躯体展示等)

山  形 10月27日（日）
ビッグウィング（起
終点）

木材利用ポイント体感バスツ
アー（２７日）

山形県木材利用ポイント
事業推進協議会

森林、木材加工工場、ポイント活用建築現場等を巡回し、
最後にセミナーを行う等、木材活用の理解を深める。

茨  城 10月27日（日） 笠間公園運動場 建設フェスタ2013
茨城県の建設・木材関
係団体

ミニ上棟式、木工広場等。暮らしや経済活動に不可欠な社
会資本整備の重要性と建設業産業の魅力を伝えることを目
的。

群  馬 10月12日（土）
県立ぐんまこどもの
国（太田市）

親と子の木工広場 太田木材組合 親子による木工工作

群  馬
10月12日（土）～14日
（月祭） グリーンドーム前橋 ぐんまリビングフェア２０１３

上毛新聞社・上毛新聞Ｔ
Ｒサービス

住宅関係の展示
群馬県木材組合連合会も出展し、木材利用ポイントのPR

群  馬 10月9日（水） 群馬県庁
群馬県児童生徒木工工作コ
ンクール表彰式

群馬県木材青年協会・
群馬県

県内小中学校からの木工作品の表彰

埼  玉
平成25年10月27日
（日）10:00～ 15:00

株式会社東京木材
相互市場　吹上市
場

 「木とのふれあいまつり」
一般社団法人埼玉県木
材協会

木材市場を県民に開放し、木工・木育・木づかい教室などを
実施し、木材に親しみ、木材の良さを知ってもらうことで、県
民に県産木材を普及する。

埼  玉
10月9日(水）審査会
10月10日(木）展示会

 丸宇木材市売（株）
北浜市場

第４１回JAS製材品普及推進
展示会

全木連、全市連、全買連
品質・性能が確かで信頼性の高いＪＡＳ製材品の普及推進
のため、審査会、展示会を実施。

千  葉
10月23日（水）、25日
（金）～27日（日）

千葉県木材市場協
同組合（千葉県東
金市）

第53回千葉県優良木材展示
会

展示会運営委員会 県内の優良木材等の展示を一般公開

神奈川

山  梨
10月19日（土）～20日
（日）

小瀬スポーツ公園
（甲府市小瀬）

山梨県林業まつり森林のフェ
スティバル

山梨県林業まつり実行
委員会

森林・林業功労者表彰、林産物展示販売、木工教室等の開
催

東  京 10月3日（木）
東京木材市場株式
会社

全国優良木材展示会、福島
県産材復興市

東京都木材団体連合
会、東京木材市場協会

全国優良木材展示会とあわせて、風評被害により出荷が落
ち込んでいる福島県産材の安全性の証明の取り組みを紹
介するなど、福島県産材のＰＲと展示販売を行う。

東  京
10月5日(土)～6日(日)
10:00～16:00

東京都立　木場公
園 第33回木と暮しのふれあい展

東京都・一般社団法人
東京都木材団体連合会

木工教室、丸太切り体験、木製品展示販売、住宅相談、多
摩産材PR、木挽き実演、アルプホルン演奏、木場の木遣・
苗木、風船配付等

東  京
10月23日（水）～
25日（金）

東京ビックサイト東
3ホール「3Ｎ-116」

「活かして使おう国産材」フェ
ア

一般社団法人 全国木材
組合連合会、FIPC

国産材製材品等の普及展示、詳細は
http://zenmoku.jp/ippan/ivent/455/528.html

東　京
11月6日（水）～8日
（金）

東京ビックサイト東
45ホール

IFFT Interiorlifestyieliving
全国天然木化粧合単板
工業協同組合連合会
日本家具産業振興会

合法木材の普及活動、木材利用ポイントの普及活動
合法木材を使用した家具、ツキ板製品の展示

新  潟

10月27日（日）式典
10:00～10:30、イベント
11:00～15:00

新潟県長岡市大手
通「アオーレ長岡」

第65回全国植樹祭カウントダ
ウンイベント

第65回全国植樹祭新潟
県実行委員会

〈体験コーナー〉
木工体験、苗木プレゼントなど

富  山
10月19日（土）～20日
（日）

富山テクノホール 住まい博富山１３０
実行委員会（県木連含
む）

とやまの木とのふれあいコーナなどにより県産材等の普及
展示

石  川
10月5日（土）～10月6
日（日）

石川県産業展示館
４号館

第35回石川の農林漁業まつ
り

石川の農林漁業まつり
実行委員会

林業ひろば
「子ども木工作ひろば」「一万個の積み木広」「建ててみよう
木のおうち」「ログハウスの展示」「合法木材を使用した流季
の家の紹介」など

福  井 10月6日（日）

福井県総合グリー
ンセンター
 越前町立福井総合
植物園プラントピア

フラワーグリーンフェア‘13 福井県 木と花と緑の祭典（トンカチ広場、木工教室等）

福  井
10月26日（土）～27日
（日）

福井県産業会館
（福井市下六条町）

住まいの情報展‘13
住まいの情報展2013実
行委員会

一般県民を対象に住まいに関する様々な情報・話題を提供
し、地場産業の活性化を図る

福  井 10月～11月
県内一円の木材市
場（6か所）

福井材フェアー優良木材展示
会

福井県木材組合連合会
福井県内で生産された優良材を集め、品評会を開催し、成
績優秀者を表彰する。

静  岡 ９月１日～30日 静岡市ツインメッセ 天然木ツキ板の魅力 静岡ツキ板（協）
地域材等を使用した天然木化粧合単板の展示
木材利用ポイントの普及活動
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都道府県 日時 開催場所 イベント名 実施主体 イベントの内容

静　岡
9月26日（土）～27日
（日）

静岡市ツインメッセ 第44回静岡優良ツキ板展示 静岡ツキ板（協）
優良ツキ板の展示
木材利用ポイントの普及活動

愛  知
9月12日（木）審査会
9月13日（金） 展示会

株式会社東海木材
相互市場　大口市

第４１回JAS製材品普及推進
展示会

全木連、全市連、全買連
品質・性能が確かで信頼性の高いＪＡＳ製材品の普及推進
のため、審査会、展示会を実施。

愛  知
10月3日（木）～5日
（土）

 吹上ホ－ル(名古
屋市中小企業振興
会館)

第43回建築総合展
NAGOYA2013

 (一社)愛知県木材組合
連合会 ・合法木材の紹
介

・合法木材の紹介
・木材利用ポイント事業
・「あいち認証材」等の紹介

三  重
10月20日（日）10：00

～16：00
四日市市・オースト

ラリア記念館
みえ森林フェスタ２０１３四日

市
三重県

・森や木で遊ぼう、・森からの恵みを使おう！食べよう！、・
あなたの森と緑づくりをお手伝い、・三重のおいしいもの集
合、・木材利用ポイント紹介トークショー、　「森、人、つなが
り」、・親子で一緒に楽しもう、・都市と森をつなぐ音楽祭

三  重

10月27日（日）式典
10:00～10:30、イベント
11:00～15:00

津市・イオン津南
木材利用ポイント・地域材「三
重の木」「あかね材」普及ＰＲ
イベント

三重県木材協同組合連
合会、「三重の木」利用
推進協議会、あかね材
認証機構

パネル、パンフレットによる木材利用ポイント・地域材認証
材「三重の木」「あかね材」の普及ＰＲと三重県産割り箸の
配布、木工教室の開催

三  重
１１月２日（土）～３日

（日）
四日市市・四日市
ドーム

２０１３住まいと暮らしの総合
フェアｉｎ四日市ドーム

中日新聞
パネル、パンフレットによる木材利用ポイント・地域材認証
材「三重の木」「あかね材」の普及ＰＲと木工教室等の開催

三  重
１１月７日（木）～８日

（金）
四日市市・四日市
ドーム

第１１回リーディング産業展み
え

第１１回リーディング産
業展みえ実行委員会

パネル、パンフレットによる木材利用ポイント・地域材認証
材「三重の木」「あかね材」の普及ＰＲと木工教室等の開催

三  重 １１月～１２月 三重県津市
第３１回三重県児童・生徒木
工工作コンクール

三重県木材協同組合連
合会、三重県木材青壮
年団体連合会

県下の児童・生徒を対象とした木工工作コンクールの実施

三  重
10月22日（火）審査会
10月23日（水）展示会

ウッドピア市売協同
組合

第４１回JAS製材品普及推進
展示会

全木連、全市連、全買連
品質・性能が確かで信頼性の高いＪＡＳ製材品の普及推進
のため、審査会、展示会を実施。

滋  賀 10月5日（土）
彦根市　荒神山公
園

第8回森づくり交流会ふれあ
いフェスタ2013

滋賀県
木材利用ポイントの普及活動、木造住宅の助成を通じた木
材の良さの普及及び需要拡大、子どもたちの為の木工ひろ
ば

京  都
10月12日（土）

京都丹州木材市場
（京都府綾部市） 京都丹州もくもくフェスタ

京都丹州もくもくフェスタ
実行委員会

木材市場創立十周年記念市に伴うイベント。地域材の,木工
コンペ、林業機械展示実演、地域産食材の出店等。

京  都
10月5日（土）～6日
（日）

京丹波町
京都府内産木材もくもくコン
クール作品展示

南丹・京丹波林業振興
展実行委員会

京  都 10月11日（金）
南丹市国際交流会
館

地域の森林と木材の活用を
知る見学階

南丹・京丹波林業振興
展実行委員会

京  都 10月18日（金） ㈱八木木材市場 木材展示記念市
南丹・京丹波林業振興
展実行委員会

大  阪 10月6日（日）
近畿中国森林管理
局・毛馬桜之宮公
園

水都おおさか森林の市2013
水都おおさか森林づく
り・木づかい実行委員会

  「森林の市」は、楽しみながら森林の恵みや木の良さを
知ってもらい、森林の大切さ・林業の役割・農山村の現状に
ついて理解を深めることを目的とした体験型イベントです。

大  阪
10月19日（土）・20日
（日）

ブリーゼブリーゼ 森林・木材フェスティバル2013
一般社団法人全国木材
組合連合会近畿支部

森からやってきた家具・建築展・木材利用ポイント相談コー
ナー、木と遊ぶゾーン、森林アロマゾーン、森林グルメゾー
ン、映画「ＷＯＯＤ　ＪＯＢ！」紹介及びトークショー、木の温
もりコンサート

大  阪 10月20日（日）
平林テニスコート跡
地

第9回木にふれよう平林まつ
り

 一般社団法人平林会・
一般社団法人大阪府木
材連合会

平林まつりは子供たちに都会生活では体験できない「本物
の木を見て、触れて、感じる」をコンセプトに親子木工教室
や丸太切り競争、木工工作コンテストなどさまざまな木に触
れる体験コーナーを設け、より一層の木材の普及につなげ
る。

大  阪 10月29日（水）
 シティプラザ大阪２
階セミナールーム

 「森が豊かな海を育む」シン
ポジウム

公益財団法人りそなアジ
ア・オセアニア財団

畠山重篤氏、Ｃ・Ｗ・ニコル氏による講演及びパネルディス
カッション畠山重篤氏、Ｃ・Ｗ・ニコル氏、末松広行氏（林野
庁林政部長）

兵  庫

10月19日（10:00～
16:00）～10月20日
（10:00～15:00）

県立明石公園 第35回兵庫県民農林漁業祭
兵庫県民農林漁業祭実
行委員会

兵庫五国（摂津、播磨、但馬、丹波、淡路）の農林水産物の
展示・販売・体験、ステージイベント、被災地支援

兵  庫
10月20日（日）10:00～
17:00

神戸ハーバーランド
高浜岸壁

第２８回ひょうご木材フェア
兵庫県木材利用推進協
議会

木の良さのＰＲ、住まいづくり、木製品の展示・販売、木工教
室、木材利用ポイント等のＰＲコーナー

兵  庫
11月4日（月祝）　10:00
～15:00

神戸市立森林植物
園

ひょうご森のまつり2013
兵庫県、神戸市、（公社）
兵庫県緑化推進協会

表彰行事、活動報告、記念植樹、六甲山を知る・体験する、
演奏・演舞等ステージイベント

岡  山
9月4日（水）審査会
9月5日（木）展示会

株式会社津山綜合
木材市場

第４１回JAS製材品普及推進
展示会

全木連、全市連、全買連
品質・性能が確かで信頼性の高いＪＡＳ製材品の普及推進
のため、審査会、展示会を実施。

岡  山 9月28日（土）
コンベックス岡山
（岡山市北区大内
田）

岡山県産材木材フェア
一般社団法人岡山県木
材組合連合会

木工教室、木材製品展示・販売、住宅相談、合法木材ＰＲ
コーナーの設置等

岡  山
11月13日（水）13：00
～

岡山コンベンション
センター　レセプ
ションホール

保存処理木材の選び方、使
い方および太陽光木製架台
の仕様等の研修会（参加無

広  島 10月8日(火）
広島県民文化セン
ター

 「木のシンポジウム～都市木
造の可能性～」として

主催　広島木材青年経
営者協議会　協賛一般
社団法人広島県木材組
合連合会他

第一部講演会18：00～19：20
テーマ「都市木造の実践をとおして」講師内海彩
第二部パネルディスカッション19:20～21:00
テーマ「広島県における都市木造のあり方について」
パネリスト内海彩、向山徹、細田みぎわ、木下仁、コーディ
ネーター奥野浩

山  口
10月19日（土）･20日
（日）　9時～16時

山口市阿知須きら
ら浜　山口きらら博
記念公園

2013やまぐち住宅フェア
山口県ゆとりある住生活
推進協議会

住まいに関する展示やイベントを通じて、住宅・住環境に関
する情報を提供

徳  島
10月19(土)～20(日）
10：30～17：00

藍場浜公園
山と木と緑のフェア2013
第26回とくしまWooDわくわく
祭

山と木と緑のフェア実行
委員会（県木連）

「とくしまの宝・木のあるくらし」をテーマに、山の特産品や木
製品の展示即売、山と木と緑の各展示コーナー、親子木工
教室など
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都道府県 日時 開催場所 イベント名 実施主体 イベントの内容

香  川
10月12～13日

高松市　サンメッセ
香川 ウッディフェスティバル
＆木育フェア

ウッディフェスティバル実
行委員会

丸太切り競争、親子木工教室、チップの海での宝探し、ミニ
ログハウス上棟式

愛  媛
10月26日（土）・27日
（日）

アイテムえひめ
マイホームフェスタ２０１３（え
ひめ暮らしと住まいフェア）

愛媛県住宅建設振興協
議会（愛媛県林材業振
興会議（一般社団法人
愛媛県木材協会・愛媛
県森林組合連合会）とし
て参加）

木造住宅の構造躯体をモデル展示し、県民に木造住宅をＰ
Ｒするとともに木材・木材製品の合法性、持続可能性の普
及啓発

愛  媛
11月23日（土）・24日
（日）

松山市城山公園
（やすらぎ広場）

えひめ・まつやま産業文化ま
つり

えひめ・まつやま産業ま
つり実行委員会（一般社
団法人愛媛県木材協会
として参加）

 県産木製品のＰＲ及び合法木材に関する普及啓発

高  知
11月2（土）～3日（日）
10:00～17:00

（協）高知木材セン
ター

もくもくランド2013秋まつり
高知県木材普及推進協
会・高知県

県民と木材業界・住宅業界とのつながりを深めるイベン。木
造住宅フェア、木とふれあい体験コーナー、住宅ローン・木
材利用ポイントに関するセミナー等

福  岡
10月13日（日）～14日
（月祝）

福岡市植物園 ウッドフェスタ福岡2013 福岡県 木材利用のＰＲ、木工教室、木育講座他

福  岡 10月18日（金） 福岡県北九州市 九州材フェア 大分県木連
九州各県産材の展示販売・ＰＲ、木材ポイント広報

佐  賀 10月14日（月祝）
株式会社伊万里木
材市場

がばいじゃーもく祭り
佐賀県木材協会・㈱伊
万里木材市場

親子ふれあい木工教室、つみ木あそび、スタンプラリー、木
の実でアート、チェンソーアート、県産木材ゴム銃づくり　等

熊  本 10月5（土）～6日（日）
イオンモール熊本
西側駐車場・店舗
内ウエストスクエア

くまモンの木になるまつり
林業・木材産業活性化
広報協力事業協議会

親子ふれあい木工教室、丸太切り体験、スタンプラリー、宝
探し、フライングゲット、年輪ダーツ、森の宝物づくり、森の
キッズ広場、木材利用ポイント、合法木材コーナー設置
くまモン隊出撃は13:30～14:00

熊  本
11月 7日（木）審査会
11月 8日（金）展示会

 熊本木材株式会社
第４１回JAS製材品普及推進
展示会

全木連、全市連、全買連
品質・性能が確かで信頼性の高いＪＡＳ製材品の普及推進
のため、審査会、展示会を実施。

大  分
10月26（土）～27日
（日）

別府市
第36回木と暮らしのフェア（大
分県農林水産祭）

大分県農林水産祭実行
委員会

木造建築物の展示、木製品の展示販売、親子木工教室、
住宅相談、木材ポイントＰＲ

宮  崎 10月26日（土）9：00～
「向陵の岡」（西都
市）

「水と緑の森林づくり」県民ボ
ランティアの集い

宮崎県等

沖  縄
11月7日（木）～10日
（日）　10：00～20：00

プラザハウスショッ
ピングセンタ　～
フェアモール1.2.3階
～

第18回 沖縄ウッディフェア
第18回 沖縄ウッディフェ
ア実行委員会

木製品・陶器・染織他・展示即売 ,親子木工教室、積み木
コーナー（随時）、オークション等

(参考１）林野庁の平成２５年度木づかい推進月間のページ

（参考２）住宅推進月間のイベント
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