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令和２年度 事業報告書 

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで 

 

ＮＰＯ法人サウンドウッズ 

 

 

１ 活動の成果 

 

街で木を使う機会を増やし、森づくりにつながる収益を森に還元する取り組みを通して、

次の世代に森を引き継ぐ森林所有者が、森林経営に意欲を持って取り組むことを支援する活

動を展開した。 

法人成立後 12年目（13期）を迎えた。今年で第 11回となる人材育成事業「木材コーディ

ネート基礎講座」を実施する予定であったが、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、従

来の「座学・演習」といった集合形式の運営が難しくなった。春夏の第一波だけでなく秋冬

の第二波の到来も予測され、外出自粛が推奨されるとなると、運営が中断されることになる。

そこで、2020年度は、基礎講座の座学部分をオンライン版として配信することとした。結果、

60名の受講者を集める事ができ、無事に事業を完了することができた。 

長年の念願であった、認定木材コーディネーターの制度運用を開始した。結果、厳正な審

査の過程を経て、3名の認定を行った。 

受託事業では、地域の森林資源活用を直結させる公共施設の木造木質化のプロジェクトに

多数関与することになってきた。30 年 7 月に一級建築士事務所登録を完了し、「木の建築サ

ービス～できごとが始まる木の建築～」ホームページ開設と合わせて、建設会社社屋の設計、

保育園、こども園、図書館、役場庁舎などの木材調達支援の業務受託が拡大している。 

また、都道府県が主催で行う、市町行政担当者、地域の建築士、木材供給者向けの地域の

森林資源を活用した木材利用に関する研修会や視察ツアー、設計演習講座といった、人材育

成分野の受託も年々拡大してきている。 

2024年度以降（令和 6年度）国民からの徴税が始まる森林環境税を財源とした、森林環境

譲与税を活用した都道府県・市町村向けの事業化支援の機会が増えている。木材利用と森林

保全の関連付けについては、サウンドウッズが設立以来取り組んできた大命題でもあり、今

後の活動にも関連が増えることが予兆される年度であった。 

 

２ 特定非営利活動に係る事業 

 

（1）自主事業（非収益事業） 

事業名称 木材コーディネート研究会運営支援事業 

資金調達 ― 

実施期間 令和 2年 4月～令和 3年 3月 

実施場所 
世話役会の運営支援 

大阪事務所会議室および web会議システムの提供 

概要 

世話役会を通して木材コーディネート研究会の運営支援を行っ

た。 

木材コーディネート研究会が企画立案運営する、所属する木材

コーディネーター向けの研修会を実施した。 

また木材コーディネート講座オンライン版の中で研究会の活動

事例紹介を行った。 

 

 

事業名称 木材コーディネート講座オンライン版運営事業 
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資金調達 公益社団法人国土緑化推進機構緑と水の森林ファンド 

実施期間 令和 2年 9月～令和 3年 2月 

実施場所 オンライン(大阪市・丹波市・飯能市・上田市・まんのう町) 

概要 

自主事業による人材育成・認定事業。平成 22年度から始め、今

年度が 11 年目の実施となった。2020 年度は初のオンラインで

の開催となった。座学のみの実施とし、演習・ワークショップ・

プレゼンテーション演習を行わない形のオンライン版講座を計

3日間行った。 

森林林業分野・木材流通分野・建築等木材利用分野からの参加

者のほかにも、行政・デザイナー・教育専門家など多彩な受講

者を集め、合計 60名の参加者による講座を行った。 

 

事業名称 准木材コーディネーター認定試験 

資金調達・事業費規模 ― 

実施期間  

実施場所  

概要 新型コロナウィルス感染症への配慮から実施しなかった 

 

事業名称 認定木材コーディネーター制度運営 

資金調達 ― 

実施期間 令和元年 8月～令和 3年 2月   

実施場所 大阪・全国 

概要 

准木材コーディネーターを対象とした上位認定として、「認定木

材コーディネーター」の制度運用を行った。 

昨年度、申請者の審査により 3 名の認定を行い、オンラインに

て活動内容の配信を行った。 

 

事業名称 立木直接販売システム運営事業 

資金調達 ― 

実施期間 令和 2年 4月～令和 3年 3月 

実施場所 滋賀県高島市・兵庫県多可郡多可町加美区 

概要 建築プロジェクトの受託がなかったため、実績が無かった 

 

事業名称 
京都府立林業大学校講義の実習業務 

講義科目「木材コーディネート 1・2」講義実習業務 

資金調達 京都府農林水産部森林技術センター 

実施期間 令和 2年 4月～令和 3年 3月 

実施場所 京都府京丹波町・兵庫県丹波市 

概要 
森林林業科の学生向けの授業（座学・演習）科目を受託し、講

義および演習運営を行った。 
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（2） 受託事業（収益事業） 

 

事業名称 静岡県令和２年度市町村木材推進支援事業 

資金調達 静岡県 

実施期間 令和 2年 6月～令和 3年 2月 

実施場所 静岡県 

概要 静岡県内の市町担当者に対して、県産材を活用した公共施設整

備を促すための、研修会、視察ツアー、相談対応を行う業務。 

県からの依頼に基づき、県内 4 か所において、公共施設木造木

質化に関連する概論を伝える「基礎研修」、建築コスト・メンテ

ナンス「テーマ別研修」2回を実施した。また、県内優良木造施

設と木材供給事業者を訪ねる「視察ツアー」を合計 2 回実施予

定だったが、新型コロナウィルス感染症への配慮から、県内建

設プロジェクト事例を紹介し木造と他構造を建設コスト比較す

る座学研修１回に差し替えて実施した。 

また、市町行政担当者が業務の中で抱える、公共建築物の木造

木質化、県産材利用に関する疑問や質問を受けるワンストップ

窓口を開設し、専門家による回答を提供した。 

 

事業名称 北播磨産木材活用製品開発事業 

資金調達 兵庫県北播磨県民局 

実施期間 令和 2年 5月～令和 3年 3月 

実施場所 兵庫県北播磨地域内・兵庫県内 

概要 北播磨地域北部の林業地から産出される、高齢級ヒノキ原木を

活用した製品開発公募事業を行った。３事業者による、内装仕

上げ建材、店舗・事業用組立陳列棚、木製打楽器の３点の製品

開発を通して、北播磨産木材の認知を高め、新たな需要先を創

出することを狙いとして取り組んだ。 

試作品は、林業地の施設内から発表会をオンライン一般配信し、

公開の機会を作った。また、「北はりま木材倉庫」と名付けた産

地と製品を紹介するパンフレットの制作を行い、今後の PRツー

ルとしての活用の足掛かりを作ることができた。 

 

事業名称 西粟倉村つどい・くらしの拠点施設木材コーディネート業務 

資金調達 西粟倉村 

実施期間 令和 2年 4月～令和 3年 3月（令和 3年 6月竣工予定） 

実施場所 岡山県西粟倉村 

概要 主要な公共施設が集積している村の中心に、基幹施設としての

役割を担う役場を中心とした関連施設の整備のため、平成 26年

度にまとめた基本計画に基づき、施設整備のための建築設計業

務発注、木材調達発注、設計支援を行っている。 

令和 3 年 3 月の完成に向けて木材調達支援と、基幹施設整備全

体の実績集計ならびに、広報ツールを作成した。 

 

事業名称 吉住工務店本社屋設計業務 

資金調達 株式会社吉住工務店 

実施期間 （平成 30年 9月～）令和 2年 4月～令和 3年 3月 

（令和 3年 6月完成予定） 
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実施場所 丹波市 

概要 H30年 9月から設計に取り組んでいる、建設会社新社屋である。 

社有林のヒノキを活用した構造設計を中心に、木の建築に積極

的に取り組むことで、地域の森づくりにも貢献しようとする建

設会社のポリシーを空間化することが求められた。 

基本設計から実施設計に進み、令和 2 年 3 月末現在で建設会社

の協力業者による、施工費の見積もりが進んでいる。 

令和 3年 3月の完成に向けて、工事着手の準備を進めている。 

 

事業名称 京丹波町庁舎建設事業木材調達支援事業 

資金調達 有限会社香山壽夫建築研究所 

実施期間 令和 2年 4月～令和 3年 3月（令和 3年 9月竣工予定） 

実施場所 京都府京丹波町 

概要 H29年 10月に実施された、京丹波町庁舎建設事業設計者選定プ

ロポーザルにおいて、提案者チームに加わり、優秀提案者とし

て評価を得て、基本設計実施設計事業者として特定を受けた。 

基本設計、実施設計とすすめ、町内３事業者で結成した京丹波

町産木材供給企業体に対して、建築に必要な木材の調達を、工

事に先立って取り組む「材工共分離発注」による木造建築の建

設を支援している。 

R03年 9月の竣工を目標に木材調達・設計施工を進める 

 

事業名称 京丹波町立たんばこども園建設事業木材調達支援事業 

資金調達 株式会社内藤建築事務所 

実施期間 平成 31年 4月～令和 2年 3月（令和 03年 7月竣工予定） 

実施場所 京都府京丹波町 

概要 H30 年度に設計が始まった京丹波町内のこども園建設に必要な

木材調達の先行発注および、町内産木材を有効に活用した設計

支援を行った。 

並行して工事が行われる、役場新庁舎とのスケジュール調整を

行いながら、町有林を含む、町内森林所有者から提供のあった

木材の活用を有効に活用するため、構造材・内外装板材に活用

するための、品質、数量、サイズなどの情報を、意匠設計者・

構造設計者に情報提供しながら設計を進めている。 

発注担当者に対しては、議会や住民への説明に必要な資料作成

を行い、関係者の理解を醸成しながら、町の資源と技術でつく

る建築を目指している。 

 

事業名称 小鹿野町役場庁舎建設木材調達支援事業 

資金調達 有限会社香山壽夫建築研究所 

実施期間 令和 2年 4月～令和 3年 3月 

実施場所 埼玉県小鹿野町 

概要 R2年 2月に実施された、小鹿野町役場庁舎建設基本設計・実施

設計業務委託公募型プロポーザルにおいて、提案者チームに加

わり、優秀提案者として評価を得て、基本設計実施設計事業者

として特定を受けた。 

基本設計、実施設計段階における、小鹿野産木材の積極活用の

ために必要な、木材供給主体の立ち上げ、企画設計施工工程の
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調整、供給可能な木材情報のとりまとめなどを担当した。 

一部の木材調達を工事に先立ち先行実施をはじめた。R4年度の

竣工を目標に木材調達・設計施工を進める 

 

 

事業名称 御嵩町新庁舎等建設木材調達支援事業 

資金調達 株式会社東畑建築事務所名古屋事務所 

実施期間 令和 2年 4月～令和 3年 3月 

実施場所 岐阜県御嵩町 

概要 R2年 2月に実施された、御嵩町新庁舎等建設基本設計・実施設

計業務委託公募型プロポーザルにおいて、提案者チームに加わ

り、優秀提案者として評価を得て、基本設計実施設計事業者と

して特定を受けた。 

基本設計、実施設計段階における、御嵩町産木材の積極活用の

ために必要な、木材供給主体の立ち上げ、企画設計施工工程の

調整、供給可能な木材情報のとりまとめなどを担当した。 

一部の木材調達を工事に先立ち先行実施をはじめた。 

 

 

事業名称 三重県中大規模木造建築セミナー運営業務 

資金調達 三重県 

実施期間 令和 2年 7月～令和 3年 2月 

実施場所 三重県津市他 

概要 

三重県内の建築士、森林林業および木材製造流通事業者と、行

政担当者向けに、非住宅分野の中大規模建築物の木造木質化を

テーマとした研修会の開催を支援した。 

H30 年度、R01 年度に実施した設計セミナーを修了した県内建

築士・木材供給者向けにスキルアップ研修 2日を、また県内市

町行政担当者向けに、木造建築物の発注にかかる要点の基礎講

座を 2日、木造建築の維持保全および建設コストをテーマとし

た専門講座 2日を実施した。視察研修を 2回予定していたが、

新型コロナウィルス感染症対策のため、開催を見送った。 

 

事業名称 佐賀県中大規模木造建築セミナー運営業務 

資金調達 佐賀県・佐賀県建築士会 

実施期間 令和 2年 9月～令和 3年 2月 

実施場所 佐賀県佐賀市他 

概要 

佐賀県内の建築士、森林林業および木材製造流通事業者、県市

町行政担当者向けに、非住宅分野の中大規模建築物の木造木質

化をテーマとした研修会の開催を支援した。合計 6日間の合同

研修講座に加えて、行政担当者のみを対象とした、事業発注者

向けコンテンツの研修会を 2回実施した。 

 

 

事業名称 ひろしま木造建築協議会 web技術研修会運営事業 

資金調達 (一社)広島県木材組合連合会 

実施期間 令和 3年 2月～令和 3年 3月 

実施場所 広島県・大阪府・東京都 
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概要 ひろしま木造建築協議会の会員に対して、『広島県産材による

魅力的な「木の建築」実現のための手引き』の活用方法につい

て情報共有を図るとともに活用に向けた意見交換を行うととも

に、会員が手掛けた木造建築物件について，気づき等を会員で

共有することにより，今後の木造建築の提案・実現へつなげる

業務。県からの依頼に基づき、オンライン会議システムを使用

した研修会を実施した。 

 

事業名称 奈良の木サプライチェーン勉強会運営事業 

資金調達 奈良県 

実施期間 令和 2年 10月～令和 3年 3月 

実施場所 奈良県 

概要 奈良県内の木材供給者（森林林業・木材製造流通）と、建築事

業者の連携を促す、ネットワーク構築を目的とした勉強会の企

画・運営を支援した。 

県内 3 エリアの木材供給者事業者でチームをつくり、公共施設

の木造化プロジェクトを題材とした、具体的な木材供給のシミ

ュレーションに取り組むことで、地域で供給可能な製品と県内

全域で補うべき製品を仕分けし、県産材での非住宅建築物の実

現のためにどのような連携体制が必要か、関係者で議論する場

を提供した。次年度以降の具体的な連携体制構築に向けた足掛

かりを作ることができた。 

 

事業名称 木を活かす建築推進協議会支援事業（佐賀県林業課） 

資金調達 （一社）木を活かす建築推進協議会 

実施期間 令和 2年 7月～令和 3年 3月 

実施場所 佐賀県 

概要 令和元年・2 年と取り組む木造建築セミナーの修了者を中心と

した、非住宅建築物の木造木質化を推進する主体を組織する目

的で、林野庁補助事業に参加して、「(仮)さが木の建築協議会」

準備会を行った。 

準備会では、県内自治体への具体的木造施設建設事業への設計

支援のシミュレーションを行うほか、他県事例の紹介の機会を

持ち、県内体制としてふさわしい組織形態や設立主意書、規約

のひな型づくりを行った。 

 

 

３  事業実施体制 

（1） 通常総会 

           日時    ：  令和 2年 5月 21日 16：00～18：00 

           場所    ：  NPO法人サウンドウッズ丹波事務所 

           参加者  ：  法人役員 4名・事務局スタッフ 2名 合計 6名 

           議事内容：  令和元年度（第 12期） 事業報告、決算報告の承認、 役員の承認 

                       令和 2年度（第 13期） 事業計画、活動予算の承認    

 

（2）事務局体制 

        代表理事（事務局長兼務）： 安田哲也  令和 2年 4月～令和 3年 3月  

（任期 4年 5月まで） 

スタッフ                ： 竹川展弘  令和 2年 4月～令和 3年 3月  
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（3）会員 

正会員      10名 

賛助会員    11名 （202103031現在） 

 

（4）連携団体・企業他 

          林野庁 

兵庫県 

          大阪府 

京都府 

          広島県 

          静岡県 

          三重県 

佐賀県 

奈良県 

          岡山県西粟倉村 

京都府京丹波町 

埼玉県小鹿野町 

岐阜県御嵩町 

          公益社団法人国土緑化推進機構 

          公益財団法人 PHOENIX 

一般社団法人木を活かす建築推進協議会 

京都府農林水産部森林技術センター 

京都府立林業大学校 

高知県立林業大学校 

みえ森林林業アカデミー 

岐阜県立森林文化アカデミー 

京都女子大学家政学部生活造形学科北尾研究室 

          公益社団法人兵庫県建築士会 

          一般社団法人佐賀県建築士会 

          ひょうご森づくりサポートセンター（兵庫県森林組合連合会） 

兵庫県木材組合連合会 

          静岡県木材業協同組合連合会 

          広島県木材協同組合連合会 

          三重県木材協同組合連合会 

          一般社団法人佐賀県木材協会 

一般社団法人安曇川流域森と家づくりの会 

NPO法人西川・森の市場 

NPO法人ナチュラルバクヤードファクトリー 

株式会社吉住工務店 

株式会社東畑建築事務所 

有限会社香山壽夫建築研究所 

株式会社アルセッド建築研究所 

          株式会社内藤建築事務所 

桜設計集団一級建築士事務所 

山田憲明構造設計事務所 

木構造振興株式会社                                          

以上  


