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土屋会長エレクト挨拶 

  

会長の時間（挨拶・報告）【土屋会長エレクト代行挨拶】 

 皆さんこんにちは。本日、浅野会長、齋藤圭央副会長が不在とい

うことで例会の挨拶をさせていただくことになりました。今回の挨

拶で 3 回目となりますがよろしくお願いいたします。 

本日の挨拶もロータリーに関係したことを話すことに致しました

のでよろしくお願いいたします。浅野会長は米山梅吉に触れて話を

しておられますので、他の内容でロータリーのことを少し話してみ

ようと思います。私自身まだまだ分からないことがたくさんありま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

ロータリーの「特別月間」ということで調べたことをお話いたし

ます。 

特別月間とは 

クラブだけではなく、ロータリアン一人ひとりが、ロータリーの活

動に参加するよう強調するため、国際ロータリー（ＲＩ）理事会が

指定した月間のことです。 

7 月 母子の健康月間 

8 月 会員増強・新クラブ結成推進月間 

9 月 基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間 

10 月 地域社会の経済発展月間/米山月間 

11 月 ロータリー財団月間 

12 月 疾病予防と治療月間 

1 月 職業奉仕月間 

2 月 平和構築と紛争予防月間 

3 月 水と衛生月間 

4 月 環境月間 

5 月 青少年奉仕月間 

6 月 ロータリー親睦活動月間 
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※9 月にロータリーの友月間、10 月に米山月間は日本独自

の強調月間です。 

他に「ロータリー学友参加推進週間」（Rotary Alumni Reconnect 

Week） 

 ＲＩ理事会は、10月 7日を含む 1 週間をロータリー学友

参加推進週間として、ロータリー学友をクラブの例会や奉仕

プロジェクトに招待し参加してもらうことを奨励していま

す。ロータリーが地元そして世界で人びとの生活を改善して

いることを学友たちに知ってもらうだけでなく、クラブの新

会員となって、地域社会リーダーのネットワークに加わり、

ひいてはロータリーに貢献してもらえることが期待されま

す。 

「世界インターアクト週間（11 月 5日を含む 1 週間）」（World 

Interact Week） 

 ＲＩ理事会は、ロータリークラブとインターアクトクラブ

に、11月 5日を含む 1 週間を「世界インターアクト週間」

として遵守するように奨励しています。それは、ロータリー

クラブとインターアクトクラブを「顕著であり、国際規模の

活動」に参加させるためです。 

「世界理解と平和週間（2 月 23 日～3 月 1日）」（World 

Understanding and Peace Week） 

 1905年 2月 23日は、ロータリーの創始者・ポール・ハリ

スが、友人 3 人と最初に会合をもった日です。この 2月 23

日を祝う創立記念日は、「世界理解と平和の日」（World 

Understanding and Peace Day）として遵守されます。この

日、各クラブは、国際理解、友情、平和へのロータリーの献

身を特に認め、強調しなければなりません。理事会は、この

2 月 23日に始まる 1週間を「世界理解と平和週間」と呼

び、ロータリーの奉仕活動を強調することを決議していま

す。 

「世界ローターアクト週間（3 月 13日を含む 1 週間）」（World 

Rotaract Week） 

 1993年、ＲＩ理事会はＲＡの創立 25周年を記念して、3

月 13 日を含む 1週間を「世界ローターアクト週間」に指定

しました。 各ＲＣには、地元のＲＡＣとの共同プロジェク

トや、親睦活動に参加するよう、呼びかけを行っています。

参加により、ロータリアンは、ローターアクターから、若い

エネルギーや、新しいアイデア、労力を得ることができます

し、ローターアクターは、ロータリアンから深い知識や経験

を学ぶことができます。 

 

話しは変わります。皆さんはご存知とは思いますが 

「アメンボはオレンジジュースにはしずむ」 

という話しを聞いたことがあるでしょうか? 

 

水の上に油をたらすとどうなるでしょうか。油は水と混ざらずに表

面に浮くはずです。アメンボが水に浮くのも、これと同じで、彼ら
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の足に細かい毛が生えていて、その毛には油がついています。その

ため、水の表面をスイスイ歩けるのです。 

 ところが、オレンジジュースだと、たちまち沈んでしまいます。

これはオレンジジュースの表面にできる力が水よりも弱いうえ、オ

レンジジュースが足の油を溶かしてしまうからです。 

 さらには、洗剤を溶かした水もNGのようです。 

 

 

3月は水と衛生月間です。 

2014年10月RI理事会は、3月を重点分野：「水と衛生月間」としま

した。地域社会における安全な水の公平な提供、衛生設備や衛生状

況の改善、持続可能な水設備と衛生設備の設置、資金調達、維持管

理を地域住民が行っていくための能力向上、安全な水と衛生の重要

性について、地域住民の認識を高めるためのプログラム支援、水と

衛生に関連した仕事に従事することを目指す専門職業人のための奨

学金支援を強調する月間である。 

 

洗剤などの混ざらないアメンボが安心して住める環境を目指して

きれいな水を守ることは大事なことと思います。 

社会に対する、ロータリーの「特別月間」は、現代ロータリー活動の大き

な課題であり、ロータリアンが活動を行なう上で重要な事だと思います。

今後行なう活動を、いろいろと考えていくべきだと思いました。 

 

 

土屋 茂樹 会長エレクト 
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各種報告 

 幹事報告 

・第６グループ「インターシティーミーティング」のご案内がき

ています。４月２日（日）グランドホクヨウでの開催です。 

・米沢上杉ロータリークラブ６０周年記念式典の案内がありまし

た。山形中央ロータリークラブ３０周年記念式典の案内があり

ました。 

・３月のロータリーレートは、1 ドル=136 円とのお知らせがあり

ました。 

・来週 3 月 14 日は理事会を開催しますので役員の方は出席をお願

いします。 

・先月 28 日ローターアクト記念式典がありました。伊藤会員が出

席していますので後ほど報告いただきます。 
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 梅津 喜博 幹事 

 

親睦委員会 河井 智寛 委員長 
 

 

〇３月誕生日お祝いです。 
・横澤茂会員（3/4） 

・手塚紀夫会員（3/21） 

・齋藤圭央会員（3/6） 

・小笠原信吾会員（3/27） 

〇奥様の誕生日お祝い 

・高内政勝会員の奥様（3/9） 

〇結婚記念日お祝い 

・土屋茂樹会員（3/9） 

・佐藤隆径会員（3/21） 

 

出向報告 伊藤 克彦 会員 
（国際ロータリー第 2800 地区ローターアクト） 

２月２５日に開催された「鶴岡ローターアクトクラブ創立５０

周年記念式典」に参加してきました。基調講演は、パストガバナ

ーの鈴木一作氏より「ロータリークラブへの期待」と題し講演い

ただきました。世界のローターアクト会員数と日本や 2800 地区の

ローターアクトの構成比は大きく違います。ローターアクトの自

立と自律を求めていく事、それに対する課題や対応方法について

話をいただきました。 
 その後パネルディスカッションが開催されました。当時の思い

出から現状の課題等の話が行なわれています。今後、米沢地区で

も大会が開催予定であり、更なる協力体制が必要であると思われ

ます。 
  

ニコニコＢＯＸ 横澤 寿彦 会員 

・栗田会員の卓話に期待して   

 （横澤寿彦会員・齋藤喜内会員・梅津喜博会員） 

 

※おめでとうございます。 
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会員卓話 栗田 正彦 会員 

 
ウッドショックはなぜ起きた？ 

木材価格高騰の原因と懸念される影響 

 

2021 年から世間を騒がせている「ウッドショック」、言葉はよ

く耳にするものの、詳しく理解している方は少ないのではないで

しょうか。 

ウッドショックによる木材価格の高騰は、建設業界にも大きく

影響を与えました。木材の供給不足や価格上昇など問題は深刻化

しています。このような事態を引き起こしたウッドショックの背

景には一体何があるのでしょうか。 

建設業への影響や抱えている課題を理解して、今後のウッドシ

ョック対策に活かしてください。ウッドショックとは、世界的な

木材価格の高騰による混乱状況を指します。 

1970 年代に起きた石油価格の高騰による「オイルショック」

になぞらえて「ウッドショック」と呼ばれています。 

実はウッドショックの発生は今回が初めてではなく、これまでに

2 度のウッドショックが起きています。 

 

第一次ウッドショック 

1990 年代初頭、世界的な天然林保護運動などの環境問題が引

き金となり、第一次ウッドショックが発生しました。具体的に

は、次のような保護運動です。 
 マレーシアのサラワク州における丸太伐採規制やサバ州の丸太輸出禁止  

 アメリカで絶滅危惧種「マダラフクロウ」を保護するため、天然林伐採・丸

太輸出規制  

上記の伐採規制は丸太市場に影響を及ぼし、世界的な丸太供給量

の減少と価格急騰を引き起こしました。 

この動きに伴い、国内では次のような期待が寄せられました。 
 国産スギ材の価格上昇 

 アメリカ材の供給が減少した分、国産スギ材の需要が増える 

しかし、円高基調であった為替相場にアメリカ材の価格高騰は

吸収され、国内の木材価格は特に影響を受けず、スギ材がアメリ

カ材に取って代わることはありませんでした。アメリカ材の代替

として選ばれたのは、人工乾燥が施され高品質なヨーロッパ材で

す。ハウスメーカーを中心に集成材として用いられました。 

 

第二次ウッドショック 

以下の動きが要因となり、2006 年～2007 年頃に第二次ウッドシ

ョックが起こりました。 
 インドネシアでの違法伐採対策の強化 

 中国や新興国での木材消費量の拡大 

 ロシアでの針葉樹丸太の輸出関税引き上げ 

木材需要の高まりや新たな伐採規制などの影響で需要と供給のバ

ランスが崩れ、木材価格が再び高騰しました。 

 

第三次ウッドショックが発生した原因 

今回の第三次ウッドショックは、第一次・第二次ウッドショッ

会員卓話 
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クと比べると⾧期化が懸念されています。第三次ウッドショック

を引き起こした原因について解説します。 

ウッドショックの原因①｜アメリカでの新築住宅の需要増 

アメリカにおけるリフォームや新築住宅需要の急増は、建築木

材の需要と供給のバランスを崩し木材価格に影響を及ぼしまし

た。アメリカでは、新型コロナウイルス感染症（COVIT-19）の影

響で新築住宅需要に落ち込みが見られていました。しかし、2020

年 5 月にロックダウンが解除された頃から需要が大幅に増加して

います。アメリカ政府は、新型コロナウイルスで落ち込んだ経済

を立て直すため、大規模な財政出動や低金利政策を行いました。

その結果、郊外への新築住宅建設や住宅リフォームを行う等、着

工件数増加に拍車をかけました。山火事や虫害による木材不足や

コロナによる製材所の稼働率低下等の問題を抱える中、新築住宅

需要の拡大は、市場を混乱させ価格高騰を引き起こしました。 

ウッドショックの原因②｜中国での木材需要拡大 

中国での木材需要の拡大もウッドショック発生原因のひとつで

す。経済成⾧が著しい中国では、産業用丸太や製材の消費量が拡

大しています。しかし、中国国内での丸太生産量は横ばいのま

ま、丸太輸入量が急増しています。中国は、世界の針葉樹丸太輸

入量の 44%、広葉樹丸太輸入量の 39%を占めており、2019 年の丸 

太輸入量は 2010 年から 1.74 倍に増加しています。製材消費量も

10年間で 2.5倍に増えました。中国は、世界の針葉樹製材輸入量

の 20%、広葉樹製材輸入量の 49%を占め、2019 年の製材輸入量

は、2010 年と比べると 2.44 倍になっています。最大の木材輸入

国である中国は、コロナ後も木材消費をさらに拡大させ、世界的

な品薄状態と 価格急騰を引き起こし、ウッドショックに大きな

影響を及ぼしました。 

ウッドショックが建設業に及ぼす影響は次の通りです。 

 • 木材価格の高騰と納期の遅れ 新築戸建住宅の戸数減少 

 • 国産材の利用促進 それぞれについて解説していきます。 

木材価格の高騰と納期の遅れ、新築住宅戸数の急増と木材需要

の拡大により、アメリカや中国が世界中から木材の買い集めを 

行ったため、輸入材の価格が急騰しました。前述のとおり国内で

は、これまで低コストの輸入材に頼ってきました。しかし、輸入

材の価格高騰の動きや国内ハウスメーカーが一斉に国産材へシフ

トしたことも相まって、国産材価格も急騰しています。また、新

型コロナウイルスの影響でステイホームが広がり、世界的に物流

が活性化しました。物流の活性化により、慢性的なコンテナ船不

足に陥りました。輸入材を購入してもコンテナ船不足で、日本ま

で木材を運べなかったり、納期が大幅に遅れたりする等、ウッド

ショックは物流の遅延にも影響を与えています。 

ウッドショックの原因③｜木材自給率の低さ 

ウッドショックの原因として、国内での木材自給率の低さが挙

げられます。第二次大戦以降、国内では木材消費のほとんどを輸

入材に頼ってきました。木材輸入量は下表の通り、1996 年をピ

ークに減少傾向の中、国産材は 2002年の最低自給率 18.8%から上

昇傾向にあり、2020 年の木材自給率は 41.8%まで増加しました。

しかし、まだ約 50%は輸入材へ依存している状況です 
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国内の住宅産業が輸入材に頼る理由は次の 2 つです。 

• 国内林業の衰退 

• 低価格のハウスメーカーが台頭 

それぞれについて解説します。国内林業の衰退、国内の森林地

帯は戦時中の広範囲な伐採に加え、戦後に起きた住宅ラッシュで

さらに伐採が増加し資源不足に陥りました。木材を建材として利

用するためには植林してから 30 年以上かかるため、一旦伐採さ

れた森林はすぐには回復できません。森林が回復する数十年の間

に林業従事者は高齢化などで減少し、木材の輸入自由化が行われ

たことも相まって、国内林業は衰退してしまいました。その結

果、国産材だけでは国内需要を賄えなくなり、輸入材に頼るよう

になりました。低価格のハウスメーカーが台頭、ローコストをウ

リにするハウスメーカーの台頭も、輸入材に依存する理由のひと

つです。輸入材の使用には、ハウスメーカーや建売住宅にとって

次のようなメリットがあります。 

• 輸入材はサイズが大きく 1 本の木から柱材を何本も加工できる 

• 乾燥過程でひび割れや反りが起こりにくい  

• 真っ直ぐで加工しやすい 、低価格 

ウッドショックにより輸入材に頼ってきたハウスメーカーは、

国産材への切り替えが迫られるなど大きな影響が出ています。 

新築戸建住宅の戸数減少、コロナ禍でテレワークの普及や自宅で

過ごす時間が増えたことで、2020 年頃から新築戸建住宅の需要

が急増しました。しかし、2021 年頃からウッドショックによる

製材価格の高騰や材料不足は、需要があるのに供給が間に合わな

い状況を生み出しました。建設業では住宅需要があるにもかかわ

らずウッドショックの影響で次のような課題を抱えています。 

• 木材調達の見通しが立たない 

• 納期の予定が立たず、工期が遅れる 

• 収益を圧迫する 

木材高騰によるコストアップの負担が⾧期化すると、資金繰り

が不安、2021 年に入ってからも新築戸建住宅売買業の指数は低

下したままで、なかなか回復に至らない状況です。国産材の利用

促進 住宅建築に使用される木材の多くを輸入材に頼っている現

状を踏まえ、第三次ウッドショックをきっかけとして国産材の利

用を推し進める動きがみられます。その一方で、国内林業の衰退

など国産材の安定供給には課題が多く、需要と供給バランスの調

整が今後求められます。 

林野庁では、国産材の生産と流通構造を改革する目的で「低層

建築物（住宅等）における効率的なサプライチェーンの構築支

援」という次のような取り組みを進めています。 

• 需要に応じた原木供給  

• 森林から建設現場までの物流の効率化  

•材料調達や製造・販売・消費などの流れ（サプライチェーン）

の最適化を図る 

•事業者による需給情報の共有化 

建築木材が安定的に供給されれば、国産材の利用促進にもつな

がります。さらに、令和 3 年 10 月 1 日に施行された改正木材利

用促進法では、これまで公共建築物のみに進めてきた国産材利用

を民間建築物にまで拡大しています。今後、国産材の利用促進と
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安定供給に向けて、官民が連携して取り組みを進めていくことが

重要です。 

 

ウッドショックの影響はいつまで？ 

 第三次ウッドショックは⾧期化が懸念されていると前述しま

した。しかし、アメリカではコロナの沈静化に合わせて、消費が

住宅関連から旅行や趣味など多方向にシフトし、木材価格は落ち

着きを取り戻しつつあります。一方、中国での住宅需要は現在も

高い状況にあり、依然として木材を多く使用している点と、木材

輸送に利用するコンテナ船不足で輸送費が高騰するなど、ウッド

ショックを悪化させている要因は未だ残っています。工務店とし

て今後、建設費のコストダウンをどう図るのかが大きな課題で

す。具体的には、次のような点です。 

• 設計や工法の見直し  

• 高騰したコストは顧客負担にするのか 

• 資材の調達方法を変更する  

• 資材の種類を変更する 

海外の動向によって木材価格は変動していくため、日本でウッ

ドショックが収まるにはまだしばらく時間がかかりそうです。 

今後も状況をしっかりと把握していきながら、必要な対策をとる

必要があります。 

まとめの記事では、ウッドショックの概要や発生の要因、受け

る影響などについてお伝えしてきました。ウッドショックは、木

材価格の高騰を意味する言葉で工務店やハウスメーカーに大きな

ダメージを与えました。原因には、アメリカや中国の急速な木材

需要拡大が挙げられます。さらに追い打ちをかけるように、ロシ

アによるウクライナ侵攻が起こりました。ロシアは世界的な木材

産地のため、ウッドショックに大きく影響する可能性がありま

す。今後もウッドショックの沈静化がみえない状況の中、世界の

動向を見極めて今後の見通しを探っていくことが大切です。 

 

 

 

出席率 

７３．９１％ 

 

 
次回例会  
３月１４日(火)１２：１５～ タスパークホテル３階 
通常例会（ゲスト卓話の予定です） 
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