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留萌港における北海道産木材の
輸出促進に向けた検討について
北海道開発局港湾空港部港湾計画課
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道内日本海側のトドマツ等の森林資源は今後供給量の増加が見込まれるものの、国内人口の
減少、域内の製材工場の減少に起因する需要の低迷が課題となっている。一方、中国、韓国等
の近隣諸国では日本産木材の輸入が増加している。本報では、国内先進地域の事例検証、木材
輸出における物流・商流の諸課題の検証等を通して、道内日本海側の木材集積地である留萌港
における輸出の可能性及び行政の行うべき役割について検討する。
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1. 背景

本国内より高くなったため、国内利用が主であった国産
木材の輸出は近年、九州地方、青森県等を中心に拡大傾
向にある。そこで、農林水産省では2013年8月に「農林
留萌地域のトドマツ人工林等の森林資源は、5～10年
水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」をまとめ、林産
後に伐採適期を迎え、主材・間伐材の供給量の増加が見
物について2020年までに現在の2倍の250億円への輸出拡
込まれるものの、長期にわたる道産材の価格低迷等の影
大を打ち出している。
響による木材加工工場の激減、人口減少による域内需要
こうした背景を踏まえ、留萌市、留萌振興局等の地元
の低迷、担い手不足が課題となっている。また、留萌産
行政機関、民間企業等による「留萌流域森林・林業活性
材は市場価格が低迷するパルプ・チップ用材としての用
化協議会」では、2013年5月にトドマツ人工林の木材利
途が6割を占めているものの、紙需要の減退が予測され
用促進のため、国有林や道有林、民有林の所管を超えた
ており、新たな販路の拡大が課題とされている。
共同出荷を含む実行計画を策定した。また、北海道、留
また、留萌港は、古くから上川・空知地方の産業・生
萌市、民間シンクタンク、北海道開発局等の有志による
活物資の流通拠点として栄えてきたが、近年は港湾背後
「中国・ロシア勉強会」においても、道産木材の輸出の
圏の人口減少や建設資材の需要低迷により、港湾取扱貨
物量は減少し、港湾の利用が停滞している。そうした中、 ための輸送ルート検討、国内先進地域の情報収集等を行
ってきた。北海道開発局港湾空港部では、上記の会議等
貨物量が増加する品目の一つとして、原木移出があり、
への参画と意見交換を通じて、留萌港からの原木輸出の
道外の木材加工業者に販路を拡大し、2008年以降1万5千
可能性について物流・商流の両面からの調査を行った。
トン程度の道外移出が行われている(図-1)。

2 .本報の目的・方法
本報においては、上記の経緯を踏まえ、北海道産木材
の継続輸出を実現するための課題及び方策を検討する。
具体的には、3.4章で日本・北海道の原木生産・輸出
図-1：留萌港からの原木移出量
の現状、5章で世界の木材需給の動向を俯瞰し、輸出相
手国における日本産木材へのニーズを明らかにする。さ
らに、6.7章で南九州、青森県における原木輸出の先進
一方、世界に目を転じると、中国では住宅需要が拡大
傾向で海外産木材需要が拡大しており、韓国においても、 事例の分析を行い、輸出の各工程におけるニーズ・施策
を整理する。また、8章では各章の整理を踏まえ、留萌
香りの良さなどからヒノキ・スギの内装材市場が人気と
港における木材輸出の実現可能性についての検討を行う。
なっている。中国・韓国等における原木の取引価格は日

3. 日本の原木輸出の現状
(1)原木の輸出量の推移
国産原木の利用は、安価な北米・ロシア・東南アジア
等の輸入原木の増大により長らく低迷していたが、近年
は国際価格の上昇により、国産材回帰が進み、木材自給
率は増加傾向にある。
また、中国、韓国、台湾等の旺盛な木材需要に伴い、
原木輸出が急増している(図-2)。直近の2013年（11月ま
で）の原木輸出量は23.3万㎥(トン換算で27.9万トン)、
輸出額は27.3億円である。輸出港は志布志港、細島港等
の九州地方に集中しており、全国の8割強を占める(図3)。一方、原木生産量が全国１位の北海道の輸出は、道
南スギを輸出する函館港を除き、ほぼ実績がない。

表-1：日本港湾の原木輸移出量
順位

都道府県

港名

1

北海道

苫小牧

2

北海道

十勝

3

北海道

函館

4

鳥取県

境

5

広島県

6

輸出

移出

輸移出

144792

144824

86516

86516

4860

43240

48100

2054

43076

45130

尾道糸崎

39870

39870

青森県

野辺地

29586

29586

7

宮崎県

細島

10300

24653

8

大阪府

阪南

24024

24024

9

北海道

留萌

16787

16787

10

愛媛県

松山

14830

14830

11

鹿児島県

安房

14756

14756

12

鹿児島県

志布志

合計

32

14353

11876

2040

13916

67,267

578,780

646,047

（出典：2011年港湾統計）

(3)バルク船とコンテナ船の輸送方法の違い
国内からの原木輸出は、コンテナ船、バルク船の双方
で輸送されており表-2のような特徴がある。原木の輸移
出を行う港湾はコンテナ荷役機能のない港湾も多い。
表-2：バルク船、コンテナ船のニーズの違い
利点

図-2：日本からの相手国別原木輸出量

欠点

コンテナ船
・小ロットの受注があって
も柔軟な対応が可能。
・定時運航が可能。
・揺れにより、容器を破損
する恐れがあり、船社が嫌
がる場合がある。
・中国ではコンテナを傾け
て木材を投げ卸すなど、採
取扱が乱暴なケースあり。

バルク船
・コンテナに比べ、運搬・
荷役は安全。
・コンテナに比べ安価。
・寄港先は選択可能。
・受注のロットが大きい場
合、原木を積み切れない可
能性がある、
・スポット傭船する必要が
あり、調達に手間がかか
る。

(4)木材専門商社の役割
原木の海外取引においては、A材(構造材)、B材(集成
材・合板用)、C材(パルプ・チップ用)の用途に応じた販
売先は多岐にわたるため、マッチング、代金回収、クレ
ーム処理等を担う専門商社の仲介が必要不可欠である。
図-3：輸出港別の原木輸出量

(2)港湾別の原木輸移出量
国内の港湾別の原木輸移出量（2011年）をみると、北
海道の苫小牧港、十勝港、函館港が上位を独占し、留萌
港も第9位である。これは、北海道が原木輸送を海上に
依存していることに加え、北海道が原木生産の19％（全
国1位）を占めているためだが、上記4港が原木の大量輸
送に適した港湾機能を有しているともいえる。
また、他の上位の港湾も林業の盛んな地域の背後圏に
位置しており、原木の搬出港の立地条件が、背後の生産
地の近傍に位置することであることを示している。
また、輸出上位の細島港、志布志港は移出量よりも輸
出量が多く、輸出が国内移出の延長ではなく、全く異な
る商流の構築により実現していると推測される。

4．北海道の原木生産の現状
(1)北海道の原木生産の現状
北海道内における原木の生産量は、344万㎥（2011
年）で全国の19％を占める。道内の人工林の樹種別面積
は、針葉樹が多く、トドマツ52％、カラマツ30％の2種
が8割以上を占め、スギ、ヒノキが多い道外とは異なる
樹種分布となっている。
北海道林業統計（2011年度）における振興局別の森林
伐採材積量割合は、オホーツクが28％、十勝が19％と上
位を占め、製材工場の多くは両地域に分布する。
一方、留萌振興局管内の材積量は2％に過ぎないが、
留萌港の背後圏には、近隣の上川(11%)、空知(6%)、宗

谷(2%)があり、これらを含めると22％に達する。道内日
本海側の特徴として、製材工場が減少したため、道内に
おける競争力が道東に比べ低い。そのため、留萌港から
の販路拡大が望まれている（図-4）。
日本海側は製
材工場が少な
い。
→留萌港から
の原木販路拡
大は重要

るものとされている。では、なぜ道内でトドマツが多く
植林されてきたかというと、本州原産のカラマツが病気
に弱く、道内での植林適地が少なく残存率が低かったの
に対し、北海道に原生するトドマツは残存率が高く、パ
ルプ等への利用を意図したことに起因している。
（4）北海道における主要樹種の輸出意向
カラマツ、トドマツの輸出意向について、北海道森林
組合連合会（道森連）へのヒアリングを行った。(表-3)。

留萌港

表-3：道森連における樹種別の輸出意向
トドマツの方向性
苫小牧港
函館港

森林資源管
理

北海道全体として、今後
伐採適期を迎えるトドマ
ツの利用拡大が課題とな
っている。道森連では、
トドマツの利用拡大対策
を模索しているところ。

カラマツについては、道
内での安定した需要を確
保しつつ、資源管理（伐
採量の適正化・平準化、
伐採後の植林）を行う方
向としている。

需要動向

特に、日本海側産のトド
マツは、上川など内陸に
比べ、C 級等の低級材が多
い上、近くにトドマツの
需要先がない。C 級材はチ
ップ用として道内での需
要があるため、それより
上のランクの B～C 級材を
輸出・移出したい。

現在は、道内での需要が
十分にある状況。遠方か
ら無理に集荷しても、輸
送コストがかかる、調達
コストの上昇、資源枯渇
が早まるため、資源管理
に努める。

輸出への意
向

民有林（道森連）と、道
有林・国有林は、トドマ
ツ利用拡大については同
じ課題を共有しており協
力できるため、出荷量・
ロットの確保については
十分対応可能。

道内需要と供給のバラン
スが取れているため、カ
ラマツ原木を道外へ移出
するより、道内向けに原
木を出荷・製品化する姿
勢に努める。

製材工場はオホーツク・
十勝・日高に集中
十勝港

出典）林野庁資料（2008年）
図-4：北海道内の製材工場の分布

(2)北海道産カラマツの動向

図-5：トドマツ、カラマツの樹種別の特徴

カラマツの方向性

樹種別の動向をみると、カラマツは、道内向けに安定
した需要があるため、道外への移出は少ない状況となっ
5．世界の木材需給の動向
ている。道産カラマツの産地は道東（オホーツク、十勝、
釧路、根室）が中心であり、加工についても需要家であ
(1)主要国の木材受給動向
る製材工場等も同じくオホーツク、十勝に集中している。
今後の供給について、北海道のカラマツ林は、現在は
伐期を迎えている森林が多いことから、今後は伐採でき
る森林資源は少なくなる（図-5）。主な用途は、製材が
55％のほか、パルプが20％、合板が13％である。製材の
多くは梱包材（パレット、魚箱等）として利用される。
(3)北海道産トドマツの動向
トドマツの産地は道東が47％と最も多いものの、日本
海側でも23％を占める。しかし、製材工場は、近年の林
業不況により日本海側は激減したため、日本海側産トド
マツの需要先は殆ど無いのが現状である。
今後の供給について、今後5～10年後に伐採できる森
林資源が増大する予定である。そのため、現在流通して
いるのは間伐材が主である。主な用途は、製材が62％、
パルプが34%で、製材の多くは建築材として利用される。
トドマツの構造材としての評価は、カラマツに比べ劣

図-6：世界の木材（産業用丸太・製材）輸入量

世界食糧機関「FAO STAT」によると、図-6のとおり、
日本の品目別・国別の木材輸入量は、10年前と比較する
と、産業用丸太（原木）の輸入量は、1,391万㎥から476
万㎥に減少し、全世界に占めるシェアは12%から4％に低
下した。一方、中国の輸入量は、1,851万㎥から4,340万
㎥に急増し、シェアは16%から35％に上昇している。

製材については、米国の輸入量が2008年のリーマンシ
ョックに起因する国内の住宅着工戸数減により大幅に減
少する一方で、中国の輸入量が、国内の需要増加により
大幅に増加している。

図-7：世界の木材（産業用丸太・製材）輸出量

翻って、図-7のとおり、木材輸出量を10年前と比較す
ると、原木についてロシアは原木の輸出税率引上げを受
けて、3,169万㎥から2,043万㎥へと減少したが、依然と
して世界一の地位を占めている。なお、ロシアは2012年
のWTOの加盟に伴い、原木の輸出税率を引き下げる予定
であり、今後の輸出増への転化も想定される。
製材については、カナダの輸出量は米国での需要減等
により減少する一方、ロシアの輸出量は原木から製材へ
の輸出形態のシフトにより大幅増となっている。
(2)中国の木材輸出入の概況
a)中国の輸入動向
中国は、急激な経済発展に伴い原木輸入量は2001年は
1851万㎥、2011年は4340万㎥と大きく拡大している。中
国の原木輸入増加の背景は、中国政府が原木の輸入を促
進するため、2008年に原木の輸入税を撤廃した効果した
ことにあると思われる。2011年における主要輸入相手国
は陸続きのロシア（シェア33％）が第1位であり、ニュ
ージーランド（17％）、アメリカ（12％）からの輸入も
増加している。なお、日本からの輸入量は0.1%（35,430
トン）とわずかである。
b)中国政府の林業政策
中国国内の原木生産量は、1998年の大洪水を契機とす
る森林保護政策により減少した。2002年以降は増加に転
じているものの、大きな需給ギャップがあるため、輸入
量は依然として高い水準にある。
また、中国は木材パネルや木製家具等の木材加工品の
輸出にも力を入れており、中国政府が2009年に発表した
「林産業再生計画」によると、その原料として6,000万
㎥以上の原木輸入が必要と見込まれており、輸入原木を
加工し、合板等の製品として再輸出する計画がある。合
板等の輸出量は、10年前と比較すると146万㎥から1,437
万㎥に急増している。
c)中国木構造設計規範への日本産木材の記載
中国では、日本の建築基準法に相当する「木構造設計
規範」において、日本産のスギ、ヒノキ、カラマツが木

造建築物の構造材として指定されておらず、我が国の軸
組工法も木構造として認められていないため、中国への
原木輸出の障壁となっている。2009年に同規範の改定作
業が開始され、日本木材輸出振興協議会が、同改定作業
に参加し、3樹種の構造材として明記し、軸組工法を木
構造として位置づけるよう提案を行っており、2013年に
は同提案を含めた改正案として盛り込まれた。同規範は
2014年に改正され、告示・施行される見込みである。
d)中国における日本産材、道産材の市場性
中国は陸続きのロシアからエゾマツ等を大量に輸入し
ている。ロシアの樹種構成は北海道の森林植生に近いた
め、道産トドマツは安価なロシア材と樹種的に競合し、
市場性は低いと思われる。その点、スギ、ヒノキはロシ
アやニュージーランド等の輸出国に存在しない材である
ため、異なる売り込みが可能となっている。
ただし、中国における日本産材の用途や流通加工経路
は明らかになっていないものの、多様な需要があること
から、トドマツ材についてのニッチな市場は存在する可
能性はある。また、中国木構造設計規範の改正を踏まえ、
カラマツは輸出需要が高まると推測する。
(3)韓国の原木輸入の概況
a)韓国の原木輸入の動向
韓国は木材自給率の向上を目指しているものの、木材
自給率は16%に過ぎない。韓国の原木輸入量は、2001年
は712万㎥、2011年は600万㎥と若干減少している。2011
年における主な輸入相手国は、ニュージーランドが60％、
アメリカ・カナダが21％を占めており、日本のシェアは
2％（68,040トン）に拡大している。2001年当時、22％
を占めていたロシアからの輸入は3％に激減している。
b) 韓国の原木需要
韓国の新設住宅戸数の9割以上が集合住宅であり、内
装材に仕様する香りのよい日本産ヒノキの人気が高い。
また、型枠・桟木、内装材（壁、床）、サイディング
（外壁板）などの需要がある。
c)韓国における日本産材、道産材の市場性
韓国で使用される原木長さは3.6ｍで、これは北海道
材独自の規格の長さ3.65ｍとマッチする。また、型枠桟
木のニーズがトドマツの材質に適していることから、韓
国での北海道トドマツの市場性はあると推察される。
なお、ニュージーランド、北米の輸入材はマツ科の樹
種が太宗を占めており、トドマツ・カラマツとの市場が
競合する可能性があることに留意する必要がある。
(4)台湾の原木輸入の概況
a)台湾の原木輸入の動向
台湾の原木輸入量は、台湾政府貿易統計によると2003
年は84万トン、2011年は58万トンと減少傾向にある（1
トンは0.835㎥相当）。2011年における主な輸入相手国
は、マレーシアが52％、ニュージーランドが12％を占め

るが、日本も9％のシェアを占め、拡大傾向にある。台
湾は森林資源の厳格な管理を行っており、樹木の伐採は
少量に制限されている。
b)台湾における日本産材、道産材の市場性
日本から台湾に輸出される原木の多くはスギであり、
建築用コンクリート用の型枠用材、土木用杭木などに利
用されている。北海道からは函館港より2011年に4,860
トンの道南産スギが輸出されたが、単発の輸出に留まっ
た。北海道から台湾への輸出にあたっては、距離的に近
い九州地方より地理的優位性が劣るものの、スギとは異
なる道産材の品質の良さを示す必要があると考える。

6．原木輸出の先進地域の取組
(1) 商社の働きかけにより輸出が実現した事例
青森県西北地方に位置する地方港湾・七里長浜港での
取組について、青森県・青森県森林組合連合会（青森
連）へのヒアリングを行った。
原木輸出は、国内の木材商社より、従来より国内取引
のあった青森連に打診があり、七里長浜港より2010年、
に中国向けの原木5,088トンの輸出が実現した。
七里長浜港は関税法上の開港ではなかったものの、青
森連が県関係機関と連携し、税関や貿易の手続きを確認
し実現に至った。2012年以降は、七里長浜港の野積み場
が、東日本大震災の復興資材の保管に利用されるため、
輸出港は青森県下北地方の大湊港にシフトしている。
輸出について、同協議会は商社の打診があって実施し
たものであり、中国国内での取引は商社に一任している
ため、把握していないとの立場であった。なお、七里長
浜港では、原木に限定したものではないが、表-4の支援
が行われている。
表-4：七里長浜港の支援事例
港湾管理者(県)
利用促進協議会

港湾施設（野積み場、上屋）の減免制度
船舶寄港助成金制度

(2) 森林組合の連携により輸出が実現した事例
また、原木輸出の動きが活発な宮崎県・鹿児島県の取
組について、九州地方整備局港湾空港部港湾物流企画室
へのヒアリング及び文献調査を行った。
a)課題
九州内の木材の自給率は6割超であり、製材用に限る
と85％に及ぶため、九州域内の市場は飽和状態にある。
樹種の太宗を占めるスギの生産は、戦後植樹した人工林
が伐採適期を迎え、今後さらに増加する見込みであり、
増加分は輸出に振り向ける戦略が必要とされていた。継
続輸出の課題として、各森林組合の取扱量が少ないため、
大量の原木を定時・定量出荷ができないことがあった。
b)県をまたいだ森林組合の連携による集荷の取組

そこで、2011年4月に、南那珂地区、都城地区(宮崎
県)、曽於地区(鹿児島県)の３つの森林組合が、主に韓
国に向けた海外輸出促進に取り組むため、各組合が50万
円ずつ出資し、木材輸出戦略協議会を発足し、同年6月
に、韓国向け第１回トライアル輸出を実施した。さらに、
同年9月には、鹿児島県森林組合連合会、曽於地区森林
組合が、志布志港に、原木集荷買取センターを開設した。
同協議会では、現地ニーズの把握、国内向けとは異な
った長さの原木の生産など先進的な取組を行っている。
その効果として、３組合が共同集荷を行うことにより、
大ロット（年間11万㎥）の原木の確保が可能となり、現
在はスギは１ヶ月で1,000㎥、ヒノキは2ヶ月で2,000㎥
を集荷する体制を確立している。
さらに、原木集荷買取センターの開設により、低質材
の定額買取、受注から出荷までの時間短縮、安定供給体
制を確立した。海外からの受注は、福岡県の木材商社が
担っており、森林組合は安定出荷・コスト縮減のための
体制構築に力を注いでいる。
c)円高への対応と信頼関係の構築
また、継続輸出に向けた課題として、円高への対応が
ある。2011年～12年の超円高の際は、商社から赤字にな
っても輸出を継続したい、輸出先の韓国の顧客からも定
期輸出を望むとの声があった。そのため、同協議会では、
少なくとも2年間は赤字になっても輸出を継続すると判
断し、結果、顧客との信頼関係の構築につながった。
d)行政機関の支援内容
なお、志布志港、細島港における木材輸出の促進のた
め、鹿児島県、宮崎県では表-5のとおり、輸出経費、販
路拡大、商談経費の補助を行っている
表-5：鹿児島県・宮崎県の支援事例
鹿 児 島 県
「かごしま
材輸出促進
対策事業」
宮崎県「宮
崎材東アジ
ア輸出促進
事業」

1）補助対象者：国内の継続した木材輸出を計
画している企業・団体
2）補助対象：県産材
①輸出経費補助、②商談経費補助
1)チームみやざきスギ韓国輸出促進事業
①韓国最大の住宅展示会への出展
②韓国建築資材関係者の宮崎県見学会招聘
③輸出促進駐在員設置業務
2）東アジア販路拡大事業
①海外展示・商談会への参加
②海外企業対象の県内見学会
③県産材のトライアル輸出
④県産材輸出サポーターの設置 等

e)九州経済団体連合会の取組
九州経済団体連合会にある九州次世代林業研究会で
は「九州地域の森林・林業・木材産業アクションプラ
ン」を2013年5月に策定しており、官民一体となった市
場調査やPR活動を実施している。また、アジアの市場特
性やニーズを踏まえた上で、高付加価値の素材や製品の
調査研究を行っている。

(4) ジェトロ・日本木材輸出振興協会の支援内容
ジェトロは特定商品群を代表する団体による海外販路
開拓・拡大の取組への集中的な支援をしている。
その支援を受けて、日本木材輸出振興協会は、2012年
～14年の3カ年に亘って「木材の対中国輸出プロジェク
ト」を実施しており、前述の「木構造設計規範」の改訂
委員会への日本人専門家の派遣、日本産木材の利用方法
等に関する情報提供・意見交換、マッチング型商談会等
の総合的なマーケティング支援を行っている。その他、
輸出先の住文化・ニーズにマッチした付加価値の高い木
材製品のブランド化、体制構築の支援等も行っている。
日本木材輸出振興協会の取組は、全国を対象としたも
のであり、北海道側も積極的に関与すべきと考える。

定供給を支える定額買取支援は、林業家の継続生産に有
効と考える。また、⑦現地ニーズに合う商品開発支援、
⑧地元森組・企業、行政機関の連携による海外販路の開
拓、商社と協力したマーケティング支援等は、付加価値
の高い木材加工品の輸出を実現するため有効と考える。

8. 留萌地域における木材輸出の実現可能性

留萌地域では、2013年12月に韓国での型枠桟木等の需
要を見据え、道森連が木材商社に働きかけ、留萌産トド
マツの苫小牧港から、韓国・光陽港へのサンプル輸出が
行われた。今回は丸太131本（30㎥）のコンテナ船輸送
に留まったが、今後は留萌港からのバルク船による輸出
が期待されるところである。
さらに、留萌地域は、原木生産量が現行の3万㎥から
7. 原木輸出実現のための各工程のニーズ・施策
伐採適期を迎える5～10年後には4万㎥への増加が見込ま
れており、留萌港では原木の燻蒸や保管に適した埠頭用
6章の事例整理を踏まえ、原木の輸出の工程を、①生
地は既に確保されている強みを持つ。
産、②集荷、③陸送、④燻蒸・輸出手続き、⑤船積、海
一方、物流の課題として、大ロットの集荷・出荷体制
上輸送、⑥船卸、⑦現地加工、⑧販売に分類し整理する。
が確保されていない点が挙げられる。留萌地域は生産量
さらに、原木輸出の初期段階、成熟段階に分け、プロ
が増加するとはいえ、輸出用原木の継続輸出にあたって
セス、行政機関等に求められる施策について検討した。
は供給不足が懸念されることから、宗谷・上川等の周辺
地域との連携による留萌港からの原木集荷を図る必要が
(1) 初期段階の各工程における要点
ある。そのため、既存の官民の協議会等による輸送支援、
定額買取等の支援施策が必要と考える。
また、商流の課題として、海外での知名度不足、現地
ニーズの詳細把握が挙げられる。そのため、日本木材輸
出振興協会等のマーケティング・販路開拓支援の活用、
図-8：初期段階におけるニーズと施策
木材商社との現地の評価・ニーズの共有が必要と考える。
北海道開発局港湾空港部では、今後も輸出促進業務を
通じた物流・商流のノウハウを活用し、事例分析や情報
原木輸出の初期段階では、貿易ノウハウに精通する商
収集を通じ、港湾物流の活性化、道産農林水産品の輸出
社からの発注があり、森林組合連合会が集荷をとりまと
拡大に向けて、引き続き取り組んでいく所存である。
め、各森林組合に定量の原木供給を要請する商社主導の
流れが一般的である。一方、同品質のより安い国内外の
材が現れた場合、商社は他地域材に流れる可能性がある。 謝辞：本研究を進めるにあたり、多大な調査協力を頂い
た北海道、留萌市、中国・ロシア勉強会の皆様、現地調
そのため、継続輸出のための官民による施策として、
査にてご尽力頂いた青森県、北海道森林組合連合会、九
図-8に示す、①地元への情報収集支援、②⑤陸送・海上
州地方整備局港湾空港部等の皆様、統計分析でご協力を
輸送費支援、③大ロット化に対応した施設・仕組みの確
頂いた㈱クマシロシステム設計のご担当の皆様に、深く
保、⑥知名度向上のための試験輸送等が有効と考える。
感謝の意を表します。
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