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サプライチェーンの脆弱性▶新インフラ整備と人材育成

経済産業省Webページより
🔴新型コロナがもたらす供給制約 ； ウッドショックの影響
https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto
_kako/20210719hitokoto.html

• 住宅の建築等に使われる木材の７割弱が輸入
材であることから、輸入材価格高騰をきっか
けに、国産材へ切り替えを進めていくべきと
の意見もあります。しかし、国内林業は労働
力不足、市場価格が維持できないなどの構造
的な問題や国産材の性能では代替できないな
ど、簡単に国産材の供給を増やすことが難し
いという課題を抱えています。

• 今回のウッドショックは、一時的な現象との
見方もありますが、海外依存度が高い日本の
サプライチェーンの脆弱性をあらためて浮き
彫りにしたものであり、国産材に注目が集
まっている好機をどのように活かすのか、今
後、国産材の活用を含め、サプライチェーン
の強化に向け対策を講じていくことが必要と
考えられます。

「都市構造の評価に関するハンドブック」の概要 - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/common/001052661.pdf

🔴持続的でコンパクトなまちづくり

🔴現状の把握【課題認識】1～3 1/3 ウッドショックの影響よりサプライチェーンの強化に向けた対策



日本政府の公式発表に沿った戦略！

 2020年10月 日本は2050年カーボンニュートラルを
宣言した。
 現状ではグリーン成⾧戦略は

期限までに達成不可能！

• 【国家組織】循環経済への移行
• 【国民個人】家庭でのカーボンニュートラル
（脱炭素コンシューマー）拡大

 人材資源に資本投資
 新インフラ整備と人材育成

あいち環境塾 名古屋大学 小林敬幸先生（資料）

🔴現状の把握【課題認識】1～3 2/3 サプライチェーンの脆弱性をチャンスに変える！



問題点 私有林管理状態

日本の７割が森林であり、その６割が私有林
であるにもかかわらず自分の山を知らない。
従って 維持管理者の不在状態！
切ったら植える。育ったら活かす。

自覚と実践

🔴現状の把握【課題認識】1～3 3/3 木の流通の現状



🔴未来に向けての提言の概要 道具と人の 過去/現在/未来 １～4 1/4

［木造建築物の武道場/芝居小屋］と過去の維持管理者

SDGs活用にて木材流通市場のインフラ最適化
【木造建築と集いの場】

［竹刀や木刀の武道具］と未来の維持管理者

文化財を活用したESDによる人材育成【竹刀や木刀と年輪教育】

サプライチェーン強化対策【温故知新】新製品【道具】と維持管理者【人】

現在の維持管理者の最適化、木への教育の見直し、伝統的文化施設の維持管理に関する公共投資

芝居小屋： 岐阜県指定有形民俗文化財 かしも明治座
https://meijiza.jp/

武道場： 京都市 国の重要文化財 武徳殿
https://www.kyoto-kenren.or.jp/butokuden/



あいち環境塾 第6日目 戸成司朗 ご講師より

2050年

日本国憲法（昭和二
十一年憲法）第２５
条 第１項 すべて国
民は、健康で文化的
な最低限度の生活を
営む権利を有する。

🔴未来に向けての提言の概要 １～4 ２/4 温故知新 本質

自覚と実践
SDGsの有効活用

2050年
カーボンニュートラル

あいち環境塾 第7日目 涌井史郎 ご講師より

Nbs（Nature based Solution）
「緩和戦略」から「適応戦略」へ適材適所適任者育成

BAU（Business As Usual） ▶ 温故知新の文明感の見直し！ 



例ー武道場「剣道」
生涯学習の場の可視化
伝統的木造建築物

• 大工の匠の技や知恵やヒエラルキーの
継承の場

• 剣道家の技法と作法 技能と技術の
伝承の場

• 老若男女の出会いと健康、社交も兼ねた
運動の場

社会・関係資本、自然資本

私有されない資本システマティックに
毀損されるものを可視化し利用し活かす。

半径500m～800m圏内の運動場整備
🔴全国の公民館の数1万4281館の
維持管理と建替需要を研鑽する。

武道場は自然資本に対
する取り組みを

可視化

あいち環境塾 名古屋大学 小林敬幸先生（資料）

🔴未来に向けての提言の概要 １～4 3/4 価値の共
有



民間から地方自治体への寄贈の問題点、そして維持管理の問題へ

例ー栃木市 武徳殿（取り壊し問題）
https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/423087

戦後GHQによりスポーツとして再開を許させた剣道が武道として存在していくための第三セクターの必要性

継承問題 ESD

民間
改築、維持管理費 SDGs

遺贈や新築

地方自治体へ

歴史的建造物 文化財

維持管理

NPOへ

伊勢神宮ー式年遷宮があるのような
宗教施設ではなくて、
スポーツ施設であり生涯学習施設には
維持管理のための
第三セクターの存在がなければ
日本社会の持続性は保たれない

🔴未来に向けての提言の概要 １～4 4/4 維持管理



文部科学省
生涯学習政策局
社会教育課
地域・学校支援
推進室

平成29年2月20日

全国児童福祉主管課⾧会議
（資料）

🔴提案実現のための具体的な取り組みと実現可能性1～３ 1/３ 範例/国 日本国



あいち環境塾の有効活用
https://www.nisri.jp/chc/gathering.html

2020年度持続可能な社会づくり活動表彰
「環境大臣賞」

• 社会ニーズ

• 共働き世帯が急増し、放課後学童保育にニーズがある地域

• 例ー日進市、⾧久手市、豊明市、東郷町、等

• 協力省庁

• 警察 生活安全課 青少年の健全育成事業との連携

• 公民館/教育施設（文部科学省）であり文化施設（文化庁）

• 児童クラブ（厚生労働省）

• NPO監督官庁（県知事、内閣総理大臣）

🔴提案実現のための具体的な取り組みと実現可能性1～３ 2/3 範例/県 愛知県



武道場の必然性
ESD教育の要素

• 会場 伝統的木造建造物

例ー【武徳殿、無声堂、等】
• 指導者 剣道家

社会体育指導員 剣道

• 利用者 社会ニーズ

学童、地域剣道家

🔴武道必修
• 平成20年3月改訂の中学校学習指導要領に、第1、

第2学年の保健体育で武道が必修になることが明記
され、平成24年度から完全実施されました。

日本武道館Webページより

https://www.nipponbudokan.or.jp/gakkobudo/112-2

弟四高等学校武術道場 「無声堂」/明治村 犬山市

🔴提案実現のための具体的な取り組みと実現可能性1～３ 3/3 範例~市町村 犬山市



未来を担う人材育成

令和２年 4 月 1 日 全日本剣道連盟《基本計画》 次世代への継承に向けてより

【全剣連の理念、責務】 全剣連は、「日本の伝統文化に培われた剣道、居合道及び杖道（以下「剣道等」 という。）を各統括
する団体で日本を代表する唯一のものとして、広く剣道等の 普及振興、『剣の理法の修錬による人間形成の道である』との剣道
理念の実践を 図り、もって、心身の健全な発達、豊かな人間性の涵養、人材育成並びに地域社会の健全な発達及び国際相互理解
の促進に寄与すること」を目的としている（定 款第 3 条）。 全剣連はこの目的達成に注力するとともに、日本の伝統文化であ
る剣道を次 世代に継承してゆく責務を負っている。【当面の目標（基本）】 普及に重点を置き、以下の三本柱を推進する。

●現在の初段合格者数（令和 2 年度で推計約 3 万人）を、5 年後も維持するこ とを目標とし、中学生や高校生の剣道人口増加を
図る（主に少年少女）。 ●剣道復活や生涯剣道を支援して、年⾧者の剣道人口の拡大を図る（中年から 高齢者）。 ●女性が剣
道を継続できる環境を整える等の施策により、少女のみならず女性 年⾧者の剣道人口増加を図る（女性）

全日本剣道連盟 会⾧ 張 富士夫 様

• 全日本剣道連盟 会⾧ 稲川 泰弘 様 令和3年6月18日付け 全日本剣道連盟Webページより

新任会⾧の略歴

• 1944年生まれ、愛媛県出身。東大（法）卒、1999年經濟産業省を資源エネルギー庁⾧官を最後に退官。
日本政策投資銀行、IHIを経て、2010年から日本風力開発（株）。現在同社の取締役会⾧。
2015年から全剣連副会⾧。剣道七段。

🔴波及効果 1～３ 1/３ 産官学連携 経団連



🔴波及効果 1～３ 2/３ 国策協働 環境省/文科省

環境省 地域循環共生圏の具現化へ

文科省 みんなの廃校プロジェクト 協働へ



公民館の振興

公民館の数 全国1万4281館。
これを木造で建て替え，武道場
のような機能を持たせる。
一館９０坪（約300 m2）１８０本の木×14281館

木材

２，５７０，５８０本

４５坪程度の建築物
樹齢（じゅれい）約50年の杉（すぎ）の木の平均（へいき
ん）の木の高さ22メートル、胸（むね）の位置の直径が25
センチメートルくらいとして、木はほそい部分など使用で
きないところもありますので、ぶどまりを60％として試算
すると、約90本の木が必要ということになります。

参考 一般社団法人 全国木材組合連合会
http://www.zenmoku.jp/

文部科学省 公民館の振興との協働

🔴波及効果 1～３ ３/３ 国策協働 文科省



愛知県の文化施設の有効活用
【武道場】

• ウッドショックを機に持続的で

コンパクトな まちづくりの展示場

民間企業【名鉄】の野外博物館の有効性
を自治体【愛知県】が活かした未来を担
う人材育成事業【武道】

• 百年生きた木は百年活かせ！

千年生きた木は千年活かせ！

• 持続発展社会に向けて道理教育の実践
を通じたESD教育現場づくり犬山市 弟四高等学校武術道場 「無声堂」/明治村 より

三州瓦、中部の木材、空調音響新技術、割れにくいガラス、
自然エネルギー×蓄電池（脱炭素プロシューマー）

納得社会への橋渡し！
ものづくりあいちの今を伝える社交場

🔴まとめ

大切な人は大切に！大事な事は大事に！
道理の教育から始めないと国が無くなる。



小林敬幸 様 名古屋大学

ご多用中ご指導頂き有難うございます。

公民館の数 1万4281館。これを木造で建て替え，武道場のような機
能を持たせる。とてもシンプルで分かりやすく木材流通が数値化で
きます。御指導ご鞭撻に感謝申し上げます。

私の母は、地方公務員で公民館職員でした。

私の最初の剣道の先生は橘重敏先生です。
京都武徳殿ご出身で石川県警に縁を持ちながら畠山武道館を開館さ
れました。曹洞宗の万福寺を菩提寺とする畠山様とのご縁です。    
荏原製作所の畠山一清様とのご縁です。

習い事は６歳の6月6日から始めるのが良いという風習通りに私の剣
道人生が始まりました。

愛知県では、子供のおかげでやめてしまっていた剣道を再び始める
ことになりました。 

その際の先生は、藤島勇先生です。幼少の頃の橘先生と兄弟弟子で
あられた事もあり、とても親身にご指導頂きました。

愛知県警最後の武徳殿ご出身の藤島先生を師としていただけた事は
不思議なご縁です。

皆様、他界されましたが 作法と技法、技能と技術の違いは理解で
きるようにして頂きました。

まだまだ、未熟で無作法者ですが先生方の残してくださった文化を
次世代に引き渡す為に精進させて頂いています。

この度のあいち環境塾はこれまでの人生を整理させていただくよう
な機会となりました。

普遍的内容と価値を持つ生活文化を和を持って健康に継承していけ
るように研鑽させて頂きます。

ますますのご指導ご鞭撻のほどを宜しくお願い申し上げます。

中根 正道 拝 塾生【中級】

🔴あとがき
御礼


