
１　(株)匠工芸とは

　「樹木のいのちを預かって一生大切に使いたいと言

ってくれる人のために，心を込めて家具をつくる。私

たちはどんな時もずっとそうして歩いてきました。

　人は成長がないと言うかもしれない。でも私たちの

精神はきっと変わらないでしょう。

　人間の手は素晴らしい。木の生命を家具に吹き込む

手。人を楽しませる美しいかたちを生み出す手。匠工

芸は，手を信じることから世界を考えています。

　家具メーカーでありながら，つくり方も考え方もメ

ーカーらしくない。それが私たちなのです。」

　このような考え方で，1979年の創業以来，技を磨き，

考え方を磨き，心に響く旭川家具を提供してきました。

　会社は，1979年，旭川市東８条５丁目で消費者ニ

ーズに合わせてつくるオーダーメイド家具の製造を従

業員3名により始めました。1989年 ’89東京国際家具

見本市に出展を開始し，1年おきの出展を続けクラフ

トの振興に力を注ぎました。

　1993年，上川郡東神楽町に新社屋・工場を建設，

移転。現在，従業員40名になります。

　1996年，東神楽町町内の小・中学校生徒の提案に

よる「君のアイディアがほんものになる」を開始し，

以後10年間開催しました。1999年に製作したBANシ

リーズ，ソイルパーソナルチェアがＧマーク選定商品

となっています。

２　家具の今

　家具といえば殆どは広葉樹材を利用しています

が，国産の広葉樹材は不足気味と言われ，良質の原

材料も手に入りづらくなっています。そのため，輸

入材に頼らざるを得なくなります。

　広葉樹材では勿論素晴らしい家具を作れますが，

針葉樹材で同じように作れないものかと考えている

ところです。事実そのような問い合せも数多くあり

ます。

　旭川家具工業協同組合加盟（37社）のメーカー

で，30年以上前にカラマツでダイニングセットを作

りましたが，思うような強度も得られず，お客さん

に受入れられませんでした。リビングチェアも思う

ような加工・デザインは作れませんでした。

　色々考え検討し，塗装等も工夫したにもかかわら

ず針葉樹家具は黄変しました。これは針葉樹家具の

特徴ではありますが，これではお客さんも買ってく

れることにはならず，製作は止めました。

　しかし，20年くらい前から北欧やカナダのパイン

材で家具を作り売り出したところ，針葉樹は黄変す

るものと理解していただき，カントリーっぽい環境

の中で使われ出しました。堅そうに仕上がった針葉

樹家具でもキズは付きやすいという問題もありま

す。しかし，多くの方が抵抗無く使ってくれていま

す。つまり，お客さんが針葉樹の良さを理解し，納得

して使っていただければ今後の可能性は沢山あるのだ

と思います。

　広葉樹資源が少ないと言われる中，針葉樹を用いた

家具は，つくり方，考え方一つで魅力いっぱいの商品

に変わると思います。

　例えば，エゾマツにしても強度は出ない。家具とし

ては広葉樹と同じデザインのものは作れません。しか

し，人工乾燥でヤニを抑え，黄変も針葉樹材の持ち味

ととらえ，針葉樹こそのおおらかなデザインであれば

家具は十分に魅力あるものとすることができます。

“自然の素材ですよ”という持ち味の良さを積極的に

アピールする必要があります。

　若い人は針葉樹家具を商品のワンアイテムとして使

い，受け入れます。針葉樹の良さ，感覚，考え方で十

分に使えるのです。

３　森林の大切さと木材の利用

　将来は今以上に国産材を使うようになります。その

とき，川上から川下まで経済効果が出るように使わな

ければなりません。

　1次産業の大切さ，それは地域で人間らしくできる

生活です。経済先行で深く将来を考えず，1次産業を

大事にしない考え方は止めた方がいいと思います。わ

が国の国土の７割以上が森林であり，森林との関わり

は非常に深いと思います。その中で，木を伐ることを

悪者扱いする方もいるようですが，寿命で朽ち果てる

前に伐採したり間伐したものを利用しているのであ

り，端材も有効活用しているのです。

　針葉樹も広葉樹も限りある資源ですが，人間の知恵

で工夫し，伐ったら植える等の循環で地域は頑張り共

存共栄できる環境を作っています。今，森林・木材と

の強い繋がりの中で生きています。これからも，森林

は大切にしなければならないと考えています。

４　地産地消の原点で

　生きるための豊かさを考えるとき，若いエンドユー

ザーは仮に200円高くてもプロセスがしっかりしてい

れば買います。高いけれどおしゃれで国産製であれば

買うという考えにあります。地産地消の原点を訴える

ような製品であり，高くても知性を感じるようなもの

であれば，その人にとっては得だと言うことになると

思っています。

　多くの方々に地産地消の考えに賛同していただ

き，私たちは家具材に相応しい原材料が手に入るう

ちは，広葉樹，針葉樹を問わずユーザーに受入れら

れる高品質のものを提案していきたいと思っていま

す。
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Ⅰ　平成23年度事業報告および決算報告

１　会員の動向

　年度当初180名であった会員数は年度末170名となり，10名の会員減となりました。

２　諸会議の開催

　平成23年4月26日，第1回理事会および第47回通常総会，平成23年10月25日，第2回理事会および臨時総会，

平成24年2月29日，第3回理事会を開催しました。

３　出版事業

　機関誌「ウッディエイジ（木材の研究と普及）」を692号から703号まで月刊で発行しました。

４　講演会，講習会等の開催

　平成23年4月26日の総会時において，記念講演（クラフト&デザイン　タンノ主宰　丹野則雄氏「考えるこ

と・作ること～アイディアをかたちにするために～」）を開催しました。

　また，(社)日本木材加工協会北海道支部と共催で「木材接着講習会」「構造用集成材の製品計画及び製造に関

する講習会」，道総研林産試験場と共催で「木材乾燥講習会」を実施しました。「2012木製サッシフォーラ

ム」(主催：道総研林産試験場，北方建築総合研究所)，公開シンポジウム「北の木造建築資産」（主催：一般社団

法人日本木材学会）への後援を行いました。

５　受託事業

　(1)  林産試験場より「きのこ栽培試験管理業務」を受託しました。

　(2)  林産試験場より「木と暮らしの情報館」に関わる「展示品維持管理業務」を受託しました。

６　普及事業

　(1)  木材関連産業活性化事業

　　ア　地場産材の有効利用を図ることを目的とした「上川地域水平連携協議会」の中で，事務局として活動し

　　　ました。

　　イ　道民向けに平成23年8月10日「木を科学する林産試験場と木材加工工場見学ツアー」を開催しました。

　　ウ　平成23年8月6～7日の2日間，子供向けに木工広場を開催しました。

　　エ　第62回日本木材学会において，会員企業8社の製品展示をし木製品の利用推進ＰＲ活動を行いました。

 　(2)  木製品普及事業

　　　 一般市民，学校等に対し，簡易な木工材料や木製品を展示しました。

 　(3)  「木のグランドフェア」事業

　　　 平成23年7月23日から10月10日までの間，道総研林産試験場と共催で「木のグランドフェア」を開催し

　　 ました。期間中の入場者等は2,200名でした。主な内容は次のとおりです。

　　ア　木になるフェスティバル～オープニングイベント～

　　　　オープン初日の7月23日(土)に，「木のおもしろ実験」「木工工作体験」「上川総合振興局コーナー」

　　　「当協会コーナー」など16種類の催しを行いました。

　　イ　第19回北海道こども木工作品コンクール

　　　　応募参加作品22校230点で，9月17日から10月10日まで「木と暮らしの情報館」に展示しました。

７　会員企業支援事業

　「会員企業支援事業実施規程」(平成16年4月23日制定)に基づき同事業を実施し，応募企業5社9件に対し助成

を行いました。

Ⅱ　平23年度収支決算（単位：円）

平成24年度事業計画および予算

Ⅰ　平成24年度事業計画

１　諸会議の開催

　平成24年4月26日，平成24年度第1回理事会及び通常総会を開催しました。

２　講演会，講習会の開催

　平成24年度通常総会時に記念講演（コクヨファニチャー(株)環境事業TCMタスク森林・木材コーディネータ

ー加賀谷廣代氏による「国産材の利用促進における10年の変化」を開催しました。

３　林産技術普及事業

　(1)　一般市民からの木材技術や木製品に関する質問に対し，簡易な説明や林産試験場，木材企業の紹介等を

　　 行います。

　(2)　「木のグランドフェア」などを道総研林産試験場と共同で開催し，木材利用の普及・啓発に努めます。

　(3)　市民向けセミナー（子供を対象にした林産試験場，木材関連工場等の見学会）などを実施し，木材料の

　　 普及・啓発に努めます。

　(4)　機関誌「木材の研究と普及(ウッディエイジ)」を月刊で発行します。

　(5)　試験研究機関，大学，木材加工企業等に対し，会誌及び木材乾燥や木材加工等に関する技術・資料の提

　　 供に努めます。

Ⅱ　平成24年度収支予算（単位：円）

協　会　記　事
　平成24年4月26日(木)，旭川グランドホテルにおいて平成24年度通常総会を開催し，平成23年度事業報

告・決算報告および監査報告，平成24年度事業計画・予算等について審議し，いずれも可決承認されまし

た。それらの概要を報告します。
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ってくれる人のために，心を込めて家具をつくる。私

たちはどんな時もずっとそうして歩いてきました。

　人は成長がないと言うかもしれない。でも私たちの

精神はきっと変わらないでしょう。

　人間の手は素晴らしい。木の生命を家具に吹き込む

手。人を楽しませる美しいかたちを生み出す手。匠工

芸は，手を信じることから世界を考えています。
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　このような考え方で，1979年の創業以来，技を磨き，

考え方を磨き，心に響く旭川家具を提供してきました。
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業員3名により始めました。1989年 ’89東京国際家具

見本市に出展を開始し，1年おきの出展を続けクラフ

トの振興に力を注ぎました。

　1993年，上川郡東神楽町に新社屋・工場を建設，

移転。現在，従業員40名になります。
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以後10年間開催しました。1999年に製作したBANシ

リーズ，ソイルパーソナルチェアがＧマーク選定商品

となっています。
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　家具といえば殆どは広葉樹材を利用しています

が，国産の広葉樹材は不足気味と言われ，良質の原

材料も手に入りづらくなっています。そのため，輸
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ます。

　旭川家具工業協同組合加盟（37社）のメーカー
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ず針葉樹家具は黄変しました。これは針葉樹家具の
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れることにはならず，製作は止めました。
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材で家具を作り売り出したところ，針葉樹は黄変す

るものと理解していただき，カントリーっぽい環境

の中で使われ出しました。堅そうに仕上がった針葉

樹家具でもキズは付きやすいという問題もありま

す。しかし，多くの方が抵抗無く使ってくれていま

す。つまり，お客さんが針葉樹の良さを理解し，納得
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　広葉樹資源が少ないと言われる中，針葉樹を用いた

家具は，つくり方，考え方一つで魅力いっぱいの商品

に変わると思います。

　例えば，エゾマツにしても強度は出ない。家具とし

ては広葉樹と同じデザインのものは作れません。しか

し，人工乾燥でヤニを抑え，黄変も針葉樹材の持ち味

ととらえ，針葉樹こそのおおらかなデザインであれば

家具は十分に魅力あるものとすることができます。

“自然の素材ですよ”という持ち味の良さを積極的に

アピールする必要があります。

　若い人は針葉樹家具を商品のワンアイテムとして使

い，受け入れます。針葉樹の良さ，感覚，考え方で十

分に使えるのです。

３　森林の大切さと木材の利用

　将来は今以上に国産材を使うようになります。その

とき，川上から川下まで経済効果が出るように使わな

ければなりません。

　1次産業の大切さ，それは地域で人間らしくできる

生活です。経済先行で深く将来を考えず，1次産業を

大事にしない考え方は止めた方がいいと思います。わ

が国の国土の７割以上が森林であり，森林との関わり

は非常に深いと思います。その中で，木を伐ることを

悪者扱いする方もいるようですが，寿命で朽ち果てる

前に伐採したり間伐したものを利用しているのであ

り，端材も有効活用しているのです。

　針葉樹も広葉樹も限りある資源ですが，人間の知恵

で工夫し，伐ったら植える等の循環で地域は頑張り共

存共栄できる環境を作っています。今，森林・木材と

の強い繋がりの中で生きています。これからも，森林

は大切にしなければならないと考えています。

４　地産地消の原点で

　生きるための豊かさを考えるとき，若いエンドユー

ザーは仮に200円高くてもプロセスがしっかりしてい

れば買います。高いけれどおしゃれで国産製であれば

買うという考えにあります。地産地消の原点を訴える

ような製品であり，高くても知性を感じるようなもの

であれば，その人にとっては得だと言うことになると

思っています。

　多くの方々に地産地消の考えに賛同していただ

き，私たちは家具材に相応しい原材料が手に入るう

ちは，広葉樹，針葉樹を問わずユーザーに受入れら

れる高品質のものを提案していきたいと思っていま

す。
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Ⅰ　平成23年度事業報告および決算報告

１　会員の動向

　年度当初180名であった会員数は年度末170名となり，10名の会員減となりました。

２　諸会議の開催

　平成23年4月26日，第1回理事会および第47回通常総会，平成23年10月25日，第2回理事会および臨時総会，

平成24年2月29日，第3回理事会を開催しました。

３　出版事業

　機関誌「ウッディエイジ（木材の研究と普及）」を692号から703号まで月刊で発行しました。

４　講演会，講習会等の開催

　平成23年4月26日の総会時において，記念講演（クラフト&デザイン　タンノ主宰　丹野則雄氏「考えるこ

と・作ること～アイディアをかたちにするために～」）を開催しました。

　また，(社)日本木材加工協会北海道支部と共催で「木材接着講習会」「構造用集成材の製品計画及び製造に関

する講習会」，道総研林産試験場と共催で「木材乾燥講習会」を実施しました。「2012木製サッシフォーラ

ム」(主催：道総研林産試験場，北方建築総合研究所)，公開シンポジウム「北の木造建築資産」（主催：一般社団

法人日本木材学会）への後援を行いました。

５　受託事業

　(1)  林産試験場より「きのこ栽培試験管理業務」を受託しました。

　(2)  林産試験場より「木と暮らしの情報館」に関わる「展示品維持管理業務」を受託しました。

６　普及事業

　(1)  木材関連産業活性化事業

　　ア　地場産材の有効利用を図ることを目的とした「上川地域水平連携協議会」の中で，事務局として活動し

　　　ました。

　　イ　道民向けに平成23年8月10日「木を科学する林産試験場と木材加工工場見学ツアー」を開催しました。

　　ウ　平成23年8月6～7日の2日間，子供向けに木工広場を開催しました。

　　エ　第62回日本木材学会において，会員企業8社の製品展示をし木製品の利用推進ＰＲ活動を行いました。

 　(2)  木製品普及事業

　　　 一般市民，学校等に対し，簡易な木工材料や木製品を展示しました。

 　(3)  「木のグランドフェア」事業

　　　 平成23年7月23日から10月10日までの間，道総研林産試験場と共催で「木のグランドフェア」を開催し

　　 ました。期間中の入場者等は2,200名でした。主な内容は次のとおりです。

　　ア　木になるフェスティバル～オープニングイベント～

　　　　オープン初日の7月23日(土)に，「木のおもしろ実験」「木工工作体験」「上川総合振興局コーナー」

　　　「当協会コーナー」など16種類の催しを行いました。

　　イ　第19回北海道こども木工作品コンクール

　　　　応募参加作品22校230点で，9月17日から10月10日まで「木と暮らしの情報館」に展示しました。

７　会員企業支援事業

　「会員企業支援事業実施規程」(平成16年4月23日制定)に基づき同事業を実施し，応募企業5社9件に対し助成

を行いました。

Ⅱ　平23年度収支決算（単位：円）

平成24年度事業計画および予算

Ⅰ　平成24年度事業計画

１　諸会議の開催

　平成24年4月26日，平成24年度第1回理事会及び通常総会を開催しました。

２　講演会，講習会の開催

　平成24年度通常総会時に記念講演（コクヨファニチャー(株)環境事業TCMタスク森林・木材コーディネータ

ー加賀谷廣代氏による「国産材の利用促進における10年の変化」を開催しました。

３　林産技術普及事業

　(1)　一般市民からの木材技術や木製品に関する質問に対し，簡易な説明や林産試験場，木材企業の紹介等を

　　 行います。

　(2)　「木のグランドフェア」などを道総研林産試験場と共同で開催し，木材利用の普及・啓発に努めます。

　(3)　市民向けセミナー（子供を対象にした林産試験場，木材関連工場等の見学会）などを実施し，木材料の

　　 普及・啓発に努めます。

　(4)　機関誌「木材の研究と普及(ウッディエイジ)」を月刊で発行します。

　(5)　試験研究機関，大学，木材加工企業等に対し，会誌及び木材乾燥や木材加工等に関する技術・資料の提

　　 供に努めます。

Ⅱ　平成24年度収支予算（単位：円）

会費収入　　　　

公益事業収入　　

受託事業収入　　

雑収入　　　　　

前期繰越金　　 　 

　　　計

3,032,500

881,500

14,812,350

66,745

　4,491,467

23,284,612

事業費　　　　

管理費　 　　　　

次期繰越金 　　

　　計

15,300,312

　4,103,441

　3,880,859

23,284,612

収入の部 支出の部

会費収入　　　　

林産技術普及事業収入

受託事業収入

講習物販事業収入 

雑収入　　　　　

前期繰越金　　　 

　　　計

3,090,000

　　407,000

14,784,000

　 1,410,000

　 　 10,000

18,880,859

38,581,859

事業費

管理費           

次期繰越金    

　　計

  20,600,944

       989,847

  16,991,068

         

38,581,859

収入の部 支出の部



１　(株)匠工芸とは

　「樹木のいのちを預かって一生大切に使いたいと言

ってくれる人のために，心を込めて家具をつくる。私

たちはどんな時もずっとそうして歩いてきました。

　人は成長がないと言うかもしれない。でも私たちの

精神はきっと変わらないでしょう。

　人間の手は素晴らしい。木の生命を家具に吹き込む

手。人を楽しませる美しいかたちを生み出す手。匠工

芸は，手を信じることから世界を考えています。

　家具メーカーでありながら，つくり方も考え方もメ

ーカーらしくない。それが私たちなのです。」

　このような考え方で，1979年の創業以来，技を磨き，

考え方を磨き，心に響く旭川家具を提供してきました。

　会社は，1979年，旭川市東８条５丁目で消費者ニ

ーズに合わせてつくるオーダーメイド家具の製造を従

業員3名により始めました。1989年 ’89東京国際家具

見本市に出展を開始し，1年おきの出展を続けクラフ

トの振興に力を注ぎました。

　1993年，上川郡東神楽町に新社屋・工場を建設，

移転。現在，従業員40名になります。

　1996年，東神楽町町内の小・中学校生徒の提案に

よる「君のアイディアがほんものになる」を開始し，

以後10年間開催しました。1999年に製作したBANシ

リーズ，ソイルパーソナルチェアがＧマーク選定商品

となっています。

２　家具の今

　家具といえば殆どは広葉樹材を利用しています

が，国産の広葉樹材は不足気味と言われ，良質の原

材料も手に入りづらくなっています。そのため，輸

入材に頼らざるを得なくなります。

　広葉樹材では勿論素晴らしい家具を作れますが，

針葉樹材で同じように作れないものかと考えている

ところです。事実そのような問い合せも数多くあり

ます。

　旭川家具工業協同組合加盟（37社）のメーカー

で，30年以上前にカラマツでダイニングセットを作

りましたが，思うような強度も得られず，お客さん

に受入れられませんでした。リビングチェアも思う

ような加工・デザインは作れませんでした。

　色々考え検討し，塗装等も工夫したにもかかわら

ず針葉樹家具は黄変しました。これは針葉樹家具の

特徴ではありますが，これではお客さんも買ってく

れることにはならず，製作は止めました。

　しかし，20年くらい前から北欧やカナダのパイン

材で家具を作り売り出したところ，針葉樹は黄変す

るものと理解していただき，カントリーっぽい環境

の中で使われ出しました。堅そうに仕上がった針葉

樹家具でもキズは付きやすいという問題もありま

す。しかし，多くの方が抵抗無く使ってくれていま

す。つまり，お客さんが針葉樹の良さを理解し，納得

して使っていただければ今後の可能性は沢山あるのだ

と思います。

　広葉樹資源が少ないと言われる中，針葉樹を用いた

家具は，つくり方，考え方一つで魅力いっぱいの商品

に変わると思います。

　例えば，エゾマツにしても強度は出ない。家具とし

ては広葉樹と同じデザインのものは作れません。しか

し，人工乾燥でヤニを抑え，黄変も針葉樹材の持ち味

ととらえ，針葉樹こそのおおらかなデザインであれば

家具は十分に魅力あるものとすることができます。

“自然の素材ですよ”という持ち味の良さを積極的に

アピールする必要があります。

　若い人は針葉樹家具を商品のワンアイテムとして使

い，受け入れます。針葉樹の良さ，感覚，考え方で十

分に使えるのです。

３　森林の大切さと木材の利用

　将来は今以上に国産材を使うようになります。その

とき，川上から川下まで経済効果が出るように使わな

ければなりません。

　1次産業の大切さ，それは地域で人間らしくできる

生活です。経済先行で深く将来を考えず，1次産業を

大事にしない考え方は止めた方がいいと思います。わ

が国の国土の７割以上が森林であり，森林との関わり

は非常に深いと思います。その中で，木を伐ることを

悪者扱いする方もいるようですが，寿命で朽ち果てる

前に伐採したり間伐したものを利用しているのであ

り，端材も有効活用しているのです。

　針葉樹も広葉樹も限りある資源ですが，人間の知恵

で工夫し，伐ったら植える等の循環で地域は頑張り共

存共栄できる環境を作っています。今，森林・木材と

の強い繋がりの中で生きています。これからも，森林

は大切にしなければならないと考えています。

４　地産地消の原点で

　生きるための豊かさを考えるとき，若いエンドユー

ザーは仮に200円高くてもプロセスがしっかりしてい

れば買います。高いけれどおしゃれで国産製であれば

買うという考えにあります。地産地消の原点を訴える

ような製品であり，高くても知性を感じるようなもの

であれば，その人にとっては得だと言うことになると

思っています。

　多くの方々に地産地消の考えに賛同していただ

き，私たちは家具材に相応しい原材料が手に入るう

ちは，広葉樹，針葉樹を問わずユーザーに受入れら

れる高品質のものを提案していきたいと思っていま

す。
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一般社団法人北海道林産技術普及協会 

平成 24 年度 役 員 名 簿

    平成 24 年 4 月 26日

髙　橋　秀　樹

伊　藤　茂　喜

野　村　幸　生

植　杉　雅　幸

相　田　嗣　郎

麻　生　　　 繁

桑　原　義　彦

井　波　信　夫

上　坂　勝　司

山　下　邦　廣

矢　澤　勝　己

大　澤　友　厚

髙　橋　範　行

飯　田　信　男

斎　藤　光　久

野　田　正　宣

山　岸　宏　一

松　原　正　和

林　　 　正　博

旭川林産協同組合　理事長　(昭和木材）    

東邦木材工業(株)　代表取締役    

(株)ノムラ　代表取締役    

一般社団法人 北海道林産技術普及協会    

相田木材(株)　代表取締役会長    

麻生木材工業(株)　代表取締役    

旭川家具工業協同組合　代表理事　(匠工芸）   

(株)中原設計事務所　代表取締役社長    

上坂木材(株)　代表取締役社長    

北海道集成材工業会　監事　(下川町森林組合）   

(株)丸巳  代表取締役会長    

東北海道木材協会　副会長　(大澤木材）    

昭和木材(株)　代表取締役専務    

飯田ウッドワークシステム(株)　代表取締役   

(株)斉藤工業所　専務取締役    

(株)コーエキ　取締役会長    

東海大学旭川キャンパス特任教授    

北海道木材産業協同組合連合会  代表理事会長  

北海道森林組合連合会  代表理事会長


