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山が創る循環型地域産業振興
エコラの森 くりこま燻煙を中核に地元の素材を活かした

ブランディング展開

工業的なものよりも、素材やその質感
を愛する施主様の家づくり。漆喰と杉
の空間は、使い込まれた家具や小物、
照明器具など、懐かしいデザインをと
ても新鮮に感じさせてくれる。

エコラの山で取り組む、森林資
源の活用と森林環境教育。持
続可能な地伐林業によって、豊
かな森を蘇らせ、人材育成や
林業技術の継承が行われてい
る。

間伐・カスケードで生じた端材や、
おがくずが、暮らしやエネルギーを創る。



Our activity    (entities)

 0

 Our activity field and operation area is in Miyagi, Tohoku. We are consists of several entities, forestry (NPO 
Shinrin), lumber mill (Kurikoma-Kunen), builder and furniture manufacturing ( Susteina life Mori-no ie ) , energy 
supplier (ESCO business, woody biomass energy - WESTA). As you know, those 4 operations or business are 
mostly separated in Japan. We are doing all as one group , from mountain to house, timber for building、
produce firewood, chip or woody-pellet form timber offcuts and wastes in this cascade and supply woody 
biomass energy for community in operation area.

 Main work of NPO Shinrin is forestry. This NPO has several programs of forestry training, CSR cooperating training like tree planting for 
recovering abandoned mountain, workshop for thinning trees. Shinrin’s main activity is of course forestry but this is very unique.  We 
specially take care of mountains where are not affordable for paying much for thinning or owners of mountain who do not like clear-cutting 
their mountains or not like use big forestry machine. We call our forestry style as “hybrid” because we use machine minimum and apply 
“traditional way” combination. We make most use of skill of wood-cutter and “horse-logging”, small machine for forestry.  We can collect 
timber from these mountains of our activity area. We maintain mountain with gratis but owner of mountains give us timber. 



 “Kurikoma-Kunen” is a lumber-mill. Timber and thinned wood from the NPO are processed here.  Chip, pellets are made from the edge 
material or waste in lumbering and product process. (Now we are planning to use “bark” and wood-biomass energy for lumber drying and 
making chip and pellets, this is self support heat energy circulation – now on financing) 

 Kurikoma-Kunen is famous of “smoking/drying” wood building material supplier. We don’t use chemicals for processing woods.  



 “Sustena-life morino-ie” is a builder and furniture manufacturing using above smoking/drying building material. This provides Japanese 
traditional wooden framework building by carpenters. Our furniture collaborated with “Wise-Wise”, furniture design company in Tokyo, 
was selected Good Design Award in 2012. 



 “Westa” is supplying woody biomass like chip, pellets firewood for bathhouse, spa-facility in Miyagi (ESCO business). Many facilities are 
using fossil fuel for heating .We are promoting more using of fuel from local mountains. We are also dealing wood burning stoves and 
woody pellet stoves for home use and supplying woody biomass fuel.



経営理念

「森林の恵みを活用し持続可能な暮らし
を提供する。」

「暮らしの安全を追求し、社会と地球環境
に貢献する。」

「メンバー全員が、共に生き、共に働き、
共に学び、共に育つ組織づくりをする。」



⑤地球環境の安全性を追求する

③働く人の安全を追求する

④暮らす人の安全を追求する

背景 共生（循環）を考える上での基本



背景 地球との共生を目指した仕事をする

１・自分たちの仕事は人々の暮らしを作る仕事。

４・家（暮らし）には造りてと、住む人の気持ちがのりうつる。
一緒にイミテーションではなく本物の家（暮らし）づくりをする
ことで、住み継ぎの家（暮らし）を造る

２・本物の追求をする。（自然と向きあう）

５・役割分担の仕事 山と街・職業と職業
（循環する社会を目指す）

３・木材は植物・植物として自然に扱いたい。

現在の建築（木材業界）は自然をねじ伏せる力ずくの産業



活動範囲

くりこま高原自然学校 くりこま木材（㈱くりこまくんえん）

エコラの森
NPO法人しんりん

㈱サスティナライフ森の家
㈱銀河

㈱ウェスタ



グループの役割

 １・NPOしんりん

 森林整備・保全活動 （間伐・択伐）

 ２・㈱くりこまくんえん

 製材・チップ・木材乾燥加工・ペレット製造

 ３・㈱サスティナライフ森の家

 自然素材住宅の建築・リフォーム・家具製造

 ４・株式会社 ウェスタ

 熱のESCO事業・薪販売



東日本大震災の中で分かったこと

ライフラインの止まった避難所に、43台のペレットストーブを提供

足元にあるエネルギーが地域を救うのではないか！



循環する暮らしをつくる

森づくり

生産

製材

家具

エネルギー

加工

暮らしの

建築

教育

伝える



荒れる日本の森



林業は分業制（㎥での算出）

 伐採作業者

 搬出作業者

 トラック輸送業者

 製材業者

 造林業者（主に森林組合）



森の時間と経済の時間がずれている

 価格はつねに叩かれる。

 日々の暮らし（利益の追求）

 みんな納材業者

 分業制が時間軸を狂わせている

 思いがなくなった仕事になってしまった。



林業を産業として復活させるには？



間伐から択伐へ

手の入っていない森は間伐をする。

間伐が終了した翌年からは択伐に入る

天然更新の手助けをする。

作業道は永久に使えるようにする

広葉樹林も間伐・択伐林を目指す



日本の択伐林業を活性化する

大量に伐らない

道路網の整備か絶対条件

出口がはっきりしている。

人が関与し続ける天然更新林

針葉樹・広葉樹の混交林の森づくり



NPO法人しんりん

(ミッション)

森林の整備、造林及び育林、木材の生産を含む森林・林業に関する事業を行うこと
により森林の多面的機能を保持・向上させ、森林資源の有効活用、さらに森林を起
点とする環境保全の啓発・福祉・教育に関する事業及びこれらを行う為の人材育成
を行うことで、地域活性・社会貢献性のある公益の増進に寄与する。

(組織)
NPO法人日本の森バイオマスネットワークの森林に関しての事業を特化すべく2012
年1月に設立、宮城県大崎市鳴子温泉に所在するエコラの森（２６４ha）を中心に森
林整備活動、人材育成活動を行っている。

(事業内容)
・植林、下草刈りなど育林活動 間伐などの森林整備活動
・高性能林業機械に頼らない生産活動
・薪の生産・販売
・きこり講座・板倉マイスターなどの教育活動
・その他多数



NPOしんりんメンバー



ハイブリット林業

作業道は2.5m幅を基準に作成

作業する機械は５㌧以下

短距離は馬での集材

馬が入れない場所は軽架線で集材

下草刈りは牛と共同作業

使用する燃料は天ぷら油（BDF)

撮影：村上昭浩



馬による集材 「業」として。







牛の下草刈り 「業」として。



企業とのCSR活動





高尾の森自然学校の建設

自然素材
合板無使用
手刻み
外壁には焼き杉
珪藻土の壁
自然塗料仕上げ



池袋西武百貨店屋上庭園

リサイクルボックス



セブン-イレブンの募金箱

建築材にならない丸太から生産

エコラの森を宮城セブンの森として協定を結ぶ

セブンの森の間伐した木材から生産

２つの福祉作業所と一緒に生産

一般財団法人セブン-イレブン記念財団との出会い



くりこまの誕生

現在 ８名 福祉作業所 ３名
派遣 2名



出口戦略① 伐採ツァー



出口戦略① 伐採ツァー



出口戦略① 伐採ツァー（きこりの心得）

工務店さんの特徴を知る。

家の図面を事前にいただく（木こりは家の構造、部材の用途を知らないといけない）

お客さんの家族構成、職業など情報をもらう

事前に数本選定をする

伐った木は残さず全て持ち帰ってもらう。（家の部材としてあまさず使う）

住み継ぎの家を目指す。（１００年は持ってほしい）

伐採ツァーは木こり最大の営業の場である。（経済的にはマイナス）

自分たちの思いを買っていただく場



出口戦略③ 板倉マイスター講座

湯守の森プロジェクトと大沼旅館、里山建築、NPOしんりん、サスティナライフ森の家、くりこまくんえん



出口戦略④ 季刊誌ふんわり

グループや同じ考えの持った組織と作る。フリーペ−パー

経営者ではなく社員での製作

年４回の発行



出口戦略⑤ 地域と繋がる産業

地域の異業種で一つの事業をつくりあげよう

木地職人・木工職人・温泉旅館・農家レストラン・畜産・農業

看板・福祉作業所・作家



出口戦略⑥ エネルギー事業

ペレットはカスケード利用

薪はきこりの事業



出口戦略⑦ 目指す取り組み



出口戦略⑦ 目指す取り組み



出口戦略⑦ 目指す取り組み



出口戦略⑦ 日能研大船校仮設教室





森の未来をつくるのは教育

１００年、２００年の森づくりとは？

自然学校との出会い 佐々木豊志との出会い

1,000年の森？東北大学清和先生との出会い

産業と教育は繋がるべき 一体となるべきでは？

自分のいない未来を作れるのは教育だけ



出口戦略⑦ 教育の場としての森林・林業

子供たちへの体験教育環境教育としての林業

社員教育としての林業

一般の観光体験林業

教育機関とのつながり

木こり講座の開催



林業ウェァの開発

きこりは格好から

林業はかっこいい

モンベルに林業ウェァーを作ってもらえるようにお願い

林業女子はよりおしゃれに

見られていない時こそよりおしゃれに

林業機械メーカーに縛られないウェァーが欲しい

市販されているモンベルのウェアや道具を購入して
実験中



mont-bell 林業ウェア



モンベルサポートカード



まとめ 未来の林業

 皆伐を行わない。

 間伐から択伐へ日本の択伐林業を活性化させる。

 人間が手を出す天然更新林

 植林・下草刈りをなくす。

 小型林業機械での施行

 異業種のと連系

 トレーサビリティができていること



くりこまグループの役割今後の計画

 １・NPOしんりん

 森林整備・保全活動 （間伐・択伐）

 ２・㈱くりこまくんえん

 製材・チップ・木材乾燥加工・ペレット製造

 ３・㈱サスティナライフ森の家

 自然素材住宅の建築・リフォーム・家具製造

 ４・株式会社 ウェスタ

 熱のESCO事業・薪販売

 ５・株式会社くりこま木材（２０１９年設立予定）

 木材販売会社

 ６・株式会社エコビレッジ（２０１８年設立予定）

 エコアパート・エコ賃貸の運営



結論 思いのある経済活動が未来をつくる

森

林業
畜産
業

農業

観光

地域

企業

教育

個人



未来の林業の実現

エネルギーの新たな開発（バイオマスエネルギー）

異業種間交流、連携（同じ森の活用での新しい産業）

地域の雇用の確保（地域産業）

都会と地方都市の経済循環

1次産業の復活とものづくりが出来る日本の未来をつくる

木材を通して循環型の社会の構築

まとめ 今後の展開と目標



５・地球との共生（循環）







皮むき間伐



８ 山から生まれるエネルギー







チップ 製紙原料だがエネルギーにも出来る








