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会 次 第 
 

 
１開会 
 
２会長挨拶 
 
３来賓挨拶 
 
４議長選出 
 

５議案審議 
 
 第１号議案 平成３０年度事業報告および収支決算承認について 
 
 第２号議案 令和元年度事業計画(案)および収支予算(案)承認について 
 

第３号議案 役員の交代について 
 
第４号議案 その他 
 

６閉会 



第３号議案　資料

役　職 所　属 団体・会社名 代　表　者

会　長 団　体 （一社）愛媛県木材協会 会　長　菊池　正

副会長 団　体 愛媛県森林組合連合会 代表理事会長　高山　康人

代表幹事 流　通 愛媛ドライウッド(株) 代表取締役社長　小倉　暁

副代表幹事 団　体 愛媛県林材業振興会議 幹事長　井谷　渙郎　

幹　事 団　体 （一社）愛媛県中小建築業協会 会　長　菊池　完二　

幹　事 森林組合 久万広域森林組合 代表理事組合長　板﨑　鳴海

幹　事 製材業 (株)瓜守材木店 代表取締役　實田　貴史

幹　事 製材業 (株)サイプレス・スナダヤ 代表取締役　砂田　和之

幹　事 製材業 (有)成瀬製材所 代表取締役社長　成瀬　昭親

幹　事 製材業 宇和国産材加工協同組合 代表理事　井上　誠一郎

幹　事 建築・設計 (株)連合企画設計 代表取締役　烏谷　陽一郎

幹　事 プレカット工場 三王ハウジング(株) 代表取締役会長　秦　忠弘

監　事 団　体 愛媛県木材市場連盟 会　長　二宮　政文

監　事 団　体 （一社）愛媛県建設業協会建築部会 部会長　二宮　克志

役　員　名　簿
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第１号議案 平成 30 年度事業報告及び収支決算承認について 

 

１ 事業報告 

 

当協議会は、国や関係団体の取り組みを踏まえ、ＣＬＴを木材需要の拡大に

寄与する新たな建築材料と位置づけ、平成 26 年に設立し、ＣＬＴの普及と一

般化の促進に努めてきたが、県内にもＣＬＴ加工施設が整備されることから、

平成 29 年度総会にて協議会の活動目的を、ＣＬＴの建築物等への利用促進に

発展させた。 

当協議会は、平成 30 年 3 月の㈱サイプレス・スナダヤ（西条市）のＣＬＴ

加工施設の竣工を受け、6 月には当加工施設の見学会とともにＣＬＴの利用に

関する国と愛媛県の新たな支援制度の説明会を開催した。 

また、当協議会はＣＬＴの建築物への利用を促進するため、愛媛県と西条市

の委託事業により、建築関係団体（県建築士会・建築士事務所協会）と連携し、

実務者向けの設計演習セミナーを 8 月から全 5 回開催した。県内の設計士 22

名の参加があり、意匠設計士と構造設計士でチームを編成し、国内トップクラ

スの講師の指導を受けて、具体的な中大規模建築物 2 棟について、ＣＬＴを使

って木造の基本設計案を作成した。最終回の 2 月 14 日には、関係者を参集し

て、それぞれのチームが設計案を発表し、講師から講評を受け、優秀賞の発表

を行った。 

ＣＬＴの利用に関しては、国や県からの手厚い支援制度もあり、県内でもＣ

ＬＴを使った建築事例が散見されるようになってきたが、さらに素材として

のＣＬＴの普及とともにＣＬＴを具体的に扱う設計や施工に関する研修機会

を提供し、技術者を育成することが必要である。 
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(1) 構造見学会等の開催
当協議会はこれまで、講演会・現地研修会を開催するとともに、国の公募事業（H27）や県の委託事業

（H27～H30）、西条市（H30）からの委託事業を活用して、ＣＬＴの普及や建設促進に取り組んできまし
た。
平成３０年度は、国の補助事業として「ＪＡＳ構造材利用拡大事業」が始まり、構造部材にＪＡＳ構

造材（ＣＬＴ、２×４工法構造用製材、機械等級区分構造用製材）を活用する非住宅建築物に対して、
構造材の調達費の一部が助成されることとなり、当事業を活用した「倉庫兼展示場新築工事」について、
構造見学会を開催。
また、当事業の普及啓発活動として「ＣＬＴ遊具」を作成し、えひめこどもの城に展示。

ＣＬＴ建築物構造見学会概要
建 築 主：(株)鶴居商店 代表取締役 鶴居 康行
施 工 者：(有)柚山製材所 ユヤマ1級建築設計工房 代表取締役 柚山 一利
物 件 名：「㈱鶴居商店木材製品倉庫兼展示場新築工事」
場 所：松山市西垣生町317-1番地、318-1番地
敷地面積：1,183㎡
建築面積： 120㎡
床 面 積： 110㎡
使用材料：総木材使用量（約64㎥） うち、ＣＬＴ（約52m3）、機械等級区分構造用製材（約１㎥）



(3) ＣＬＴの設計演習実務者セミナーの開催
県内でも、平成28年に松山市の(株)カネシロ事務所棟、平成30年には内子町の内子高等学校

部室が建設されるなど、徐々にＣＬＴの利用に向けた取組が拡大。当協議会は、さらにＣＬＴ
建築物の建設促進を図るため、全国的に活躍されている講師を招聘し、主に意匠設計者を対象
に、設計技術者の育成を目的とした体験型の実務者セミナーを全５回開催。
22名の設計士が参加し、構造・防火などを学習し、設計演習の課題としては、低層及び中層

建築の２案の中から、１施設を選択して、ＣＬＴ建築物の設計を実際に行い、成果を発表。
参加者を対象にしたアンケートでは、実効性の高い研修となったとの意見が多かった。

(2) ＣＬＴ建築物の設計ガイドブックの作成
建築物の計画、設計、施工者向けに、ＣＬＴの理解を深めるため作成。

・ＣＬＴの特徴は？どこで作っているの？製造サイズは？
・ＣＬＴの特徴を活かした使い方は？
・実際にどういう建物が建っているの？
・施工のために設計者は何を配慮しておけばよいの？
・もっと詳しいことはどこに問い合わせればよいの？
・設計を進める上でおすすめの図書は？
などの疑問に対応。
ガイドブックは、愛媛県ＣＬＴ普及協議会のホームページに公開予定。

ページ抜粋
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← 演習 →

← 演習 ← 優秀者表彰



年月日 内　　　　　　　　　容 参加人員

H30.4.12 ＣＬＴ実務者セミナーに係る事前協議を行った。（林業会館） 12

H30.4.26 愛媛県から「ＣＬＴ建築物普及促進委託業務」を受託。 ---

H30.6.29 愛媛県ＣＬＴ普及協議会総会を開催した。(愛媛県東予地方局丹原庁舎） 54

H30.6.29
総会に合わせて、ＣＬＴ実務者セミナー及びサイプレス･スナダヤ新工場の見
学会を行った。（(株)サイプレス･スナダヤ新工場）

109

H30.7.12 西条市から「ＣＬＴ建築設計者育成委託業務」を受託。 ---

H30.8.27 第１回ＣＬＴの設計演習実務者セミナーを開催した。（愛媛県中予地方局） 58

H30.9.7
愛媛県から受託している「ＣＬＴ建築物普及促進委託業務」に係るＣＬＴマ
ニュアル作成について、桜設計集団一級建築士事務所へ委託した

---

H30.10.8
第２回ＣＬＴの設計演習実務者セミナーに係る「低層の福祉施設」班の事前
協議を行った。（西条市小松庁舎）

11

H30.10.17
第２回ＣＬＴの設計演習実務者セミナーに係る「中層の事務施設」班の事前
協議を行った。（林業会館）

10

H30.10.17
ＣＬＴマニュアル作成について、桜設計集団一級建築士事務所とＣＬＴの設
計演習実務者セミナーの参加者である、県内の設計士（構造、意匠）との意
見交換会を開催した。（林業会館）

24

H30.10.27
～10.28

Ｈ２８年度に県の委託を受けて作成した「汎用性のあるCLT建築物（茶室）」
をマイホームフェスタで組み立て展示した。（アイテムえひめ）
Ｈ２９年度に県の「新たなＣＬＴ利用促進事業」を利用して作成したＣＬＴ
のベンチ」も併せて展示し普及啓発に努めた。

5,801

H30.11.3
第２回ＣＬＴの設計演習実務者セミナーを開催した。（西条市総合福祉セン
ター）

35

H30.11.17
ＣＬＴマニュアル作成について、桜設計集団一級建築士事務所と打合せを行
うと共に、(株)サイプレス･スナダヤ新工場の視察を行った。

3

H30.12.8
第３回ＣＬＴの設計演習実務者セミナーを開催した。
（西条市産業情報支援センター）

33

H31.1.11
第４回ＣＬＴの設計演習実務者セミナー（中層の事務施設班）を開催した。
（林業会館）

22

２　平成３０年度 事業実施一覧
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H31.1.12
第４回ＣＬＴの設計演習実務者セミナー（低層の福祉施設班）を開催した。
（西条市産業情報支援センター）

25

H31.1.30
国の補助事業である、ＪＡＳ構造材個別実証支援事業によるＣＬＴを使用し
た「㈱鶴居商店木材製品倉庫兼展示場新築工事」の構造見学会を開催した。

54

H31.2.14
第５回ＣＬＴの設計演習実務者セミナー（成果発表会）を開催した。
（リジェール松山）

92

H31.2.15
ＣＬＴマニュアル作成について、桜設計集団一級建築士事務所と打合せを行
うと共に、(株)サイプレス･スナダヤ新工場の視察及び写真撮影を行った。

9

以上
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収入の部 （単位:円）

科目 30年度予算 30年度決算 増減 摘要

繰越金 249,234 249,234 0 29年度から

会　費 780,000 800,000 20,000
団体会費　　　       30,000× 8＝240,000
個人会費　　　       10,000×56＝560,000

助成金 200,000 200,000 0
愛媛県木材協会　　　　　　 150,000
愛媛県林材業振興会議　　　　50,000

補助金 6,750,000 8,424,000 1,674,000
愛媛県委託業務  6,750,000
西条市委託業務　1,674,000

その他収入 766 21 △ 745 受取利息

合計 7,980,000 9,673,255 1,693,255

(A)

支出の部

科目 30年度予算 30年度決算 増減 摘要

謝金・旅費 220,000 92,200 △ 127,800 総会・研修会（外部講師）

旅費 200,000 18,190 △ 181,810 総会・研修会（役職員）

会議費 170,000 49,670 △ 120,330 お茶・資料コピー代等

事務費 320,000 546,318 226,318 ホームページ管理・郵便送料・人件費等

需用費 100,000 820 △ 99,180 コピー用紙・封筒等

借上げ費 200,000 7,560 △ 192,440 会議室使用料

雑費 20,000 46,410 26,410 研修会看板・印紙代等

補助事業費 6,750,000 8,424,000 1,674,000
愛媛県委託業務  6,750,000
西条市委託業務　1,674,000

合計 7,980,000 9,185,168 1,514,778

(B) △は決算が予算と比べ減額となったもの

差引 9,673,255 9,185,168 488,087 次年度へ繰越

収支決算書
自　平成30年4月 1日

至　平成31年3月31日

6 
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第２号議案 令和元年度 事業計画（案） 

 

 ＣＬＴは、パネル工法や軸組工法での部分利用といった広範な可能性があり、建築基準

法の告示などによって、多様な用途の建築物に活用される環境が整いつつあります。 

  このため、国においてもＣＬＴの幅広く積極的な活用に向け、「ＣＬＴ活用促進に関する

関係省庁連絡会議」を設置し、新たなロードマップを示し、ＣＬＴの利用促進を支援する

事業も継続して政府を挙げて取り組んでいるところです。 

 当協議会は、今年度の計画として、昨年度に引き続き、ＣＬＴの普及・ＰＲ・展示を継続

して行うとともに、設計･建築関係の実務者を対象にした講演会や設計・施工に関する演習

方式のセミナー、現地視察等を開催するほか、新たに、先進県の設計士との交流会の開催

を通じ、実務者の更なる育成を図ります。 

 

【主な事業計画】 

１ 愛媛県と委託業務の実施 

 

〇 ＣＬＴ建築物普及促進委託業務（愛媛県委託業務） 

（１）事業目的 

 ＣＬＴ建築物の建設促進を図るため、県・市・町の営繕担当者や設計事務所等を対象

に、平成３０年度に作成したＣＬＴ建築物設計ガイドブックを活用し、建築物へのＣＬ

Ｔの利用方法について具体的事例を紹介しながら、ＣＬＴに対する理解を深め、より使

い易くするための研修会を開催する。 

また、ＣＬＴ建築物の建設を促進させるためには、ＣＬＴ建築物を設計・施工する実

務を担う技術者の養成が不可欠であることから、設計・施工の実務者等を対象に設計業

務の円滑化や高度で実務的な技術の習得、設計・施工に係る情報を共有するため、昨年

度と同様の方法で行う体験型の演習をカリキュラムとしたセミナーを開催する。 

 講師は、国内の第一線で活躍する専門家を招聘する。 

 

（２）内容 

 ①ＣＬＴ建築物設計ガイドブック説明会の開催 

   平成３０年度に作成した「ＣＬＴ建築物の設計ガイドブック」を基にして、ＣＬ

Ｔの新たな可能性を探る「ＣＬＴ利用促進セミナー」を開催する。 

②体験型セミナーの開催 

   設計・施工の実務者を対象にして、昨年度と同様の方法で行うＣＬＴを利用した

建築物を設計する設計演習セミナーに加え、今年度は、ＣＬＴ建築物を建築する際

に必要となる施工図（設計図面に記載されていない、各種設備と建物との納まりや

接合金具の施工に当たっての詳細寸法や施工手順などを書いた図面）を作成する施

工図作成演習セミナーを開催する。 

   □設計演習セミナー：３回 

   □施工図作成演習セミナー：３回 
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 ③先進県の設計士との交流会の開催 

   高知県に建設されているＣＬＴ建築物の見学及び見学施設を設計した設計士等と

の交流会を開催する。 

④ＣＬＴの普及・ＰＲの実施 

マイホームフェスタ 2019（10月）等において実施 

 

２ ＣＬＴ普及のための活動 

 ・ＣＬＴ普及に向けた資料の作成、購入、配布等 

 ・関係団体の事業との連携 

 

３ ＣＬＴ建築物等の現地視察や、講演会の開催 

 ・西予市図書交流館の見学会の実施等 

 

４ 愛媛県木材協会が実施する「ＪＡＳ構造材利用拡大事業（国補助事業）」及び「外構部 

の木質化対策支援事業」との連携 

 

別添参考資料を参照してください。 
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令和元年度スケジュール(案) 

日  程 内       容 備  考 

平成 31 年 

4月 

 

〇県委託事業「ＣＬＴ建築物普及促進委託業務」の

実施 

 

 

 

 

令和元年 

6月 6 日 

 

○令和元年度総会 

〇ＣＬＴ利用促進セミナーの開催 

 

 

7月 ○ＣＬＴで建築した施設（西予市図書交流館）の見

学会 

 

 

8月 ○第１回ＣＬＴ設計演習セミナー（県委託事業）の

開催 

 

 

9月 ○第２回ＣＬＴ設計演習セミナー（県委託事業）の

開催 

 

 

10月 ○第３回ＣＬＴ設計演習セミナー（県委託事業）の

開催 

○ＣＬＴ建築物の展示(マイホームフェスタ等) 

 

 

11月 〇第１回施工図作成演習セミナー（県委託事業）の

開催 

 

 

 

 

12月 

 

〇第２回施工図作成演習セミナー（県委託事業）の

開催 

 

 

令和 2 年 

1月 

〇第３回施工図作成演習セミナー（県委託事業）の

開催 

 

 

2月 ○高知県に建設されているＣＬＴ建築物の見学及び

設計士との交流会の開催 

 

 

3月  

 

 

※ 適宜、役員会を開催 



収入の部 （単位:円）

科目 30年度予算 元年度予算 増減 摘要

繰越金 249,234 488,087 238,853 30年度から

会　費 780,000 770,000 △ 10,000
団体会費　　　 30,000× 8＝240,000
個人会費　　　 10,000×53＝530,000

助成金 200,000 200,000 0
愛媛県木材協会　　　　　　 150,000
愛媛県林材業振興会議　　　　50,000

補助金 6,750,000 6,890,000 140,000 CLT建築物建設促進事業 6,980,000円

その他収入 766 913 147 受取利息等

合計 7,980,000 8,349,000 369,000

(A)

支出の部

科目 30年度予算 元年度予算 増減 摘要

謝金・旅費 220,000 330,000 110,000 総会・研修会（外部講師）

旅費 200,000 200,000 0 総会・研修会（役職員）

会議費 170,000 170,000 0 お茶・資料コピー代等

事務費 320,000 340,000 20,000 ホームページ管理・郵便送料・人件費等

需用費 100,000 200,000 100,000 コピー用紙・封筒代等

借上げ費 200,000 200,000 0 会議室使用料・視察バス借上げ等

雑費 20,000 19,000 △ 1,000 研修会看板・印紙代等

補助事業費 6,750,000 6,890,000 140,000 CLT建築物建設促進事業 6,890,000円

合計 7,980,000 8,349,000 259,000

(B) △は前年度予算からの減額

差引 8,349,000 8,349,000 0

(A) −　　(B)

収支予算書（案）
自　平成31年4月 1日

至　令和 2年3月31日

11 
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別添 参考資料 

 

愛媛県木材協会が実施する「ＪＡＳ構造材利用拡大事業（国補助事業）」及び「外構部の木

質化対策支援事業」との連携 

 

〇 ＪＡＳ構造材利用拡大事業 

 

（１）目的 

本事業では、ＪＡＳの格付け実績が低位な機械等級区分構造用製材、枠組壁工法構造

用製材、直交集成版（ＣＬＴ）の需要拡大を強化。 

 

（２）内容 

① ＪＡＳ構造材活用宣言事業 

  格付実績が低位なＪＡＳ構造材を積極的に活用するため、利用拡大を宣言した事

業者を登録・公表（取扱い業者の見える化） 

【宣言のイメージ】 

・工務店：ＪＡＳ無垢材利用率アップ宣言 

・流通業者：ＪＡＳ無垢材常時取扱宣言 

・サービス産業の企業：ＪＡＳ無垢材・ＣＬＴ活用店舗拡大宣言 

・製材業者：ＪＡＳ無垢材増産宣言 

【提出先】 

   一般社団法人 全国木材組合連合会 

  【募集期間】 

   平成３１年３月２２日～令和２年３月２７日 

 

② ＪＡＳ構造材個別実証支援事業 

   上記①の登録事業者のうち、工務店等がＪＡＳ構造材を利用して建築した場合に、  

その調達費の一部を支援する。 

事業の対象者：工務店、ゼネコン等（レポートの作成・提出が必要） 

【助成額】 

 ・ＪＡＳ構造材への支援 

    ㋐ 機械等級製材 

最上階から数えて３未満の階 １平方メートルあたり ２千円 

最上階から数えて３以上の階 １平方メートル当たり ４千円 

上限額：延床面積 1,000㎡未満、かつ木造部の階の数が４未満 1,500万円/件 

延床面積 1,000㎡以上、または木造部の階の数が４以上 3,000万円/件 

    ㋑ ２×４製材 

最上階から数えて３未満の階 １平方メートルあたり ２千円 

最上階から数えて３以上の階 １平方メートル当たり ４千円 
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上限額：延床面積 1,000㎡未満、かつ木造部の階の数が４未満 1,500万円/件 

延床面積 1,000㎡以上、または木造部の階の数が４以上 3,000万円/件 

㋒Ｃ Ｌ Ｔ 

１立方メートルあたり １４万円 

上限額：延床面積 1,000㎡未満、かつ木造部の階の数が４未満 1,500万円/件 

延床面積 1,000㎡以上、または木造部の階の数が４以上 3,000万円/件 

    ㋓併用の場合 

上限額：延床面積 1,000㎡未満、かつ木造部の階の数が４未満 1,500万円/件 

延床面積 1,000㎡以上、または木造部の階の数が４以上 3,000万円/件 

   ・その他林産物ＪＡＳへの支援 

    ㋐機械等級製材 

      「ＪＡＳ構造材への支援」以外の『林産物ＪＡＳ』の調達費の 1/2 

       上限額：機械等級製材及び目視等級製材の合計材積の 20％と同材積を上限 

    ㋑２×４製材 

      「ＪＡＳ構造材への支援」以外の『林産物ＪＡＳ』の調達費の 1/2 

       上限額：２×４製材の材積量と同材積を上限 

    ㋒Ｃ Ｌ Ｔ 

「ＪＡＳ構造材への支援」以外の『林産物ＪＡＳ』の調達費の 1/2 

       上限額：ＣＬＴの材積量と同材積を上限 

    ㋓併用の場合 

「ＪＡＳ構造材への支援」以外の『林産物ＪＡＳ』の調達費の 1/2 

       上限額：機械等級製材及び目視等級製材の合計材積の 20％＋２×４製材材 

積＋ＣＬＴ材積の合計と同材積を上限 

 

 

【申請できる物件】 

  新築及び増改築を行う建築物のうち、建築確認申請または建築工事届を提出し、

以下の条件を全て満たす物件。 

  ○建築主が、国、県、市町に該当しないこと。 

  ○主要用途が居住専用に該当しないもの。 

  ○国の助成を受けていないもの。 

    ○延べ床面積が１０平米を超える建築物。 

※施工地の都道府県の木材協会へ申請を行う。（工務店の所在地ではない。） 

※ＪＡＳ材の産地、樹種は問わない。外材もＯＫ。 

 

【申請可能案件】 

   １２月上旬までに本工事（上棟）を完了させ、１２月中旬までに報告書の提出、確

認及び検査が可能な案件 
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〇 外構部の木質化対策支援事業 

 

（１）目的 

本事業では、これまで木材利用が低位であった非住宅及び住宅の外構部の木質化を図

ることにより、木材の新たな需要を創出。 

 

（２）内容 

全国木材協同組合連合会が、外構部材の木質化の実証を行う工務店等の事業者の公募・ 

審査・選定等を行い、選定された外構実証事業者が行う非住宅・住宅の外構部の木質化

の実証に係る経費を助成する。 

 事業の対象者：対象施設を施工する工務店、建築・設計業者等（レポートの作成・提

出が必要） 

【対象施設】 

 ㋐ 一施設につき、0.05 ㎥以上かつ塀等の延長１ｍ当たり 0.02 ㎥以上の木材を用い

て整備する施設 

   （塀、柵、その他これに類する外構施設） 

  ㋑ ㋐以外の外構施設で、一施設につき、0.2㎥以上の木材を用いて整備する施設 

   （デッキ、門柱・門扉、ボードウォーク、簡素なカーポート等の工作物） 

 【助成額】 

  ㋐に該当する場合 

   ・クリーンウッド法に基づき合法性が確認された合法伐採木材（木材・木製品の合

法性、持続可能性証明のためのガイドラインに基づく合法木材を含む。）を使用し

て施工する場合。 

     塀等の延長１ｍ当たり 30,000円の定額助成 

   ・クリーンウッド法に基づく登録木材関連事業者（以下「登録事業者」という。）が

合法伐採木材を供給する場合、若しくは登録事業者が施工する場合。 

     塀等の延長１ｍ当たり 40,000円の定額助成 

上限額：一施設当たり 500万円 

  ㋑に該当する場合 

・クリーンウッド法に基づき合法性が確認された合法伐採木材を使用して施工する 

場合 

     木材使用量１㎥当たり 300,000円の定額補助 

   ・登録事業者が合法伐採木材を供給する場合、若しくは登録事業者が施工する場合 

     木材使用量１㎥当たり 400,000円の定額補助 

      上限額：一施設当たり 1,000万円 

【スケジュール】 

   外構実証事業申請書等の提出期限は、令和元年 10月 31日（木）。 

※施工地の都道府県の木材協会へ申請を行う。（工務店の所在地ではない。） 

 


