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日本の木材業界の合法性証明への期待 
EXPECTATION  OF WOOD INDUSTRY FOR GOHO-WOOD 

 本日の話の結論/Conclusion of my presentation 

 日本では木材の利用を進める風が吹いており、その
背景には「地球環境への貢献」という考えがある。
最小限のコストで最低限の環境情報を伝える、林野
庁のガイドラインに基づく合法性証明木材は、環境
にこだわる消費者と木材利用を結びつける命綱。 
Japanese trend of “Encouraging Wood Use” is based on 
contribution for global environment issues. Goho-wood 
under Guideline of FA is a lifeline between green 
consumers and wood industry, providing minimum 
environmental information by minimum cost. 



木材の利用拡大への風が吹いている 

WOOD USE PROMOTION BOOM IN JAPAN 

公共建築物等の木材利用促進法（2010） 
Act for Promotion of Use of Wood in Public 
Buildings of 2010  

全ての都道府県、７割の市町村で木材利用の促
進計画を策定 
47 (all) prefectural gov’t and 70% of municipalities 
developed their promotion plan under Act for 
PUWPB. 



 



木材の利用拡大への風が吹いている 
WOOD USE PROMOTION BOOM IN JAPAN 

国土交通省地域型住宅ブランド化促進事業 
Program of Promotion of Branding Local 
Housing by Ministry of Land, Infrastructure, 
Transport and Tourism (MLIT) 
長期優良住宅に合法性が証明された木材を一定
程度使うと補助金の上乗せ 
Extra added subsidy for specific volume of Goho 
timber in Long-life quality housing 

木材利用ポイント事業/wood point stimulus 
programme 



木材利用拡大施策の背景 
BACKGROUND OF WOOD USE PROMOTION MEASURES 

 公共建築物等木材利用促進法第一条目的 
 木材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型
社会の形成、森林の有する国土の保全、水源のかん養そ
の他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の
活性化に貢献すること等にかんがみ、公共建築物等にお
ける木材の利用を促進するため・・・ 

 The Act for Promotion of Use of Wood in Public 
Buildings 
 The purpose of this Act is, …. given that promotion of use 

of wood contributes to the prevention of climate change, 
development of a sound material-cycle society, the 
fulfillment of multi-functional role of forests such as 
preservation of national land and water resources and 
enlivenment of local economies in provincial area. 
 



 
 
 

業界団体の認定を受けた   事業者による証
明方法 
 

 

Verification Method by Company under the 

Authori zation of Association 
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合法木材供給体制ー事業者と認定団体の推移 
TRANSITION OF GOHOWOOD SUPPLIERS AND CERTIFIERS 

認定団体数 認定事業者数 

（１０８） 
（１３３） （１３６） （１４０） 

 
 

（１４０） （１４１） （１４３） 

平成２５年３月時点で、認定団体１４３、認定事業者8782、８月末で10366 

（１４５ 
） 

Accreditation Body 143, Registered Operators 8782(Mar 13), 10366 at the end of 

Aug 13 



日本の木材業界の合法性証明への期待 
EXPECTATION  OF WOOD INDUSTRY FOR GOHO-WOOD 

 本日の話の結論/Conclusion of my presentation 
 日本では木材の利用を進める風が吹いており、その背景
には「地球環境への貢献」という考えがある。最小限の
コストで最低限の環境情報を伝える、林野庁のガイドラ
インに基づく合法性証明木材は、環境にこだわる消費者
と木材利用を結びつける命綱。  
Japanese trend of “Encouraging Wood Use” is based on 
contribution for global environment issues. Goho-wood under 
Guideline of FA is a lifeline between green consumers and 
wood industry, providing minimum environmental information 
by minimum cost. 

 それは着実に定着しつつある 
It is now establishing the position steadily in the Market. 

 ご静聴ありがとうございました。 
Thank you for your attention.  
 
 


