
３ 県産木材の利用の意義と木のよさ 

（１）森林の現状と課題  

ア  埼玉県の森林  

 森林面積は、 121,261ha（平成 23 年度）で、県土面積の約 32％を占

めています。（埼玉県の森林面積／全国の森林面積＝約 0.5％）  

 その多くがＪＲ八高線以西、県西部の 2,000ｍ級の山々が連なる山地

から県中央部の丘陵にかけて分布しています。  

 所有形態は、民有林 109,091ha、国有林 12,169ha で、民有林の割合

が高くなっています。  

    民有林の内訳は、スギ・ヒノキの人工林は 5 万 7 千 ha、天然林が 5

万 2 千 ha、その他が 1 千 ha となっています。森林に占める人工林の

割合（人工林率）は 52％で、全国平均の 41％と比べて高くなってい

るのが大きな特徴です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ  一番多い森林  

 埼玉県は、暖温帯林地域の北端部及び冷温帯林地域の南端部に位置

しており、スギ・ヒノキなどの針葉樹や、クヌギ・コナラ等の広葉樹

に適した気候です。  

●さいたま市

●熊谷市

●秩父市

●飯能市

国有林 1万2千ha
県営林 9千ha
私有林 10万 ha

○県土面積 37万9千ha
○森林面積 12万1千ha

○森 林 率 32％
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スギ

36千ha
33%

ヒノキ

18千ha
16%

広葉樹

47千ha
43%

その他 ,

8千ha
8%

 このため、成長が早く、建築用材に適しているスギやヒノキは、戦

後の荒廃した森林を復旧する主要な樹種として、森林所有者の手で積

極的に植えられてきました。  

 この成果として、面積で 33％、蓄積（木材量）では 53％を占めてお

り、埼玉県で一番多い森林は「スギ」となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ  人工林の林齢【造林した年（１年生）から経過年数】の構成  

    人工林の林齢を見ると、 46～ 50年生の林齢が約 1万 haと最も多く、

木材として利用可能となる 46年生以上の人工林は約 3万 3千 haと 58％

を占めています。  

    全国と比べると、人工林の林齢は５～ 10年ほど高く、県内のスギ、

ヒノキは利用可能な大きさまでに育っています。  

    

    一方、木材価格の低迷により、人工林の皆伐・再造林が行われてい

ないことから、１～ 15年生の若齢林の割合が低く、人工林の少子高齢

化が進行しています。  

            利用可能な林齢４６年以上の人工林  ５８％  

                    ( 33,345ha ／  57,492ha ) 

 

 

 

 

 

 

スギ

1549万m3
53%

ヒノキ

438万m3
15%

広葉樹

701万m3
24%

その他

231万m3
8%

樹種別面積            樹種別蓄積  
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エ  森林の年間成長量  

 森林は、樹木の一本一本が成長して木材量

を増やしていきます。  

 この森林１ haにおける１年間の木材増加

量を「森林の年間成長量」といいます。（森

林に存する木材の総量は「蓄積」）  

 県内の民有林の蓄積は、毎年 42万ｍ ３ずつ増加しています。  

 その内、建築用木材になるスギ・ヒノキ林については、年間成長量が

33万ｍ ３です。  

 このスギ・ヒノキの年間成長量を建築用木材の原料となる丸太量に換

算（素材換算）すると、毎年 23万ｍ ３ずつ増加していると推計されます。  

 

オ  県産木材の生産量  

 県産木材（丸太）の生産量は約８万１千ｍ ３です（素材換算量、平成

23年度）です。  

 その内訳は、広葉樹が約２万ｍ ３、スギ・ヒノキが約６万１千ｍ ３です。  

 特にスギ・ヒノキ丸太の生産量は、森林資源の充実に合わせた間伐の

推進や、高性能林業機械の導入や作業路網の整備により、平成 14年度か

ら増加に転じました。  

 平成 23年度には８万１千 m 3となり、県内の原木市場を通じて、製材工

場や木材チップ工場へ供給されています。  

 スギ・ヒノキ生産量は、年間成長量（素材換算量） 23万ｍ ３の約１／

３に相当する量となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【埼玉県５か年計画の最終年度（平成 28年度）目標  11万１千ｍ ３】  
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カ  県産木材の供給先  

 県産木材は、原木市場等を通じて、製材工場や木材チップ工場へ供

給されています。                      Ｐ 25 

 スギ・ヒノキ丸太については、県内の製材工場等に８割（約４万９千

ｍ ３）、県外に２割（約１万２千ｍ ３）が供給されていると推計してい

ます。  

 そして、３万８千ｍ３の製材品となり、県内外の工務店や製品市場等

に出荷されています。  

    また、工芸的価値の高いケヤキ等の広葉樹丸太（約１千ｍ ３）は、原

木市場へ、製紙用チップとなる広葉樹丸太（約１万２千ｍ３）は県内の

チップ工場に供給されていると推計しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ  森林が抱える課題  

 木材価格の低迷により、森林所有者の努力のみでは「伐って使って・

植えて・育てる（伐採・再造林）」という森林の循環利用が行えない

状況にあります。  

 このため、現在、県産木材（スギ・ヒノキ）は、皆伐施業で３割、

間伐・択伐施業で７割が生産されています。  

 このように、皆伐・再造林が行われないと、成長の旺盛な若齢林の

割合が少なくなり、森林の成長量（ＣＯ ２吸収固定能力）は低下し、長

期的には森林資源の劣化や公益的機能の低下が懸念されます。  

 このため、県産木材の供給体制の整備や民間住宅での利用促進とと

針葉樹

（皆伐・

択伐）

30千m3

針葉樹

（間伐）

31千m3

広葉樹

20千m3
うち針葉樹
61,000m3

うち県内
49,000m3

（製材で31千m3）

うち県外
12,000m3
（製材で8千m3）

生産量 81,000m3

針葉樹

(皆伐・

択抜）

30千ｍ3

針葉樹

(間伐）

31千ｍ3

広葉樹

20千ｍ3
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もに、民間需要への波及効果の高い公共建築物の木造・木質化を積極

的に推進しているところです。  

    公共建築物の木造・木質化で快適な空間が創造されることで、森林

の適切な整備と森林の循環利用が進み、公益的機能の向上にもつなが

るわけです。  
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（２）県産木材を利用する意義  

  ア  循環型社会の構築  

 木材は、森林を伐って再び植林して育てることで、再生産すること

のできる資源です。  

 また、木造建築物の解体後の木材は、建築材料に再使用（リユース）

したり、木質ボードの原料に再生使用（リサイクル）することもでき

る循環資源でもあります。  

 さらに、解体木材を燃料（バイオマスエネルギー）にして二酸化炭

素（ＣＯ ２）が大気中に放出されても、森林が光合成により二酸化炭

素を吸収・固定するので、炭素の循環サイクルも形成されます。  

 そして、県内の森林から生産される県産木材を積極的に利用してい

くことで「伐って・使って、植えて、育てる」という森林の循環利用

も図られます。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 出展：（社）全国木材組合連合会「もっと木造を！」 
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  イ  地球温暖化防止  

 森林は、大気中の二酸化炭素を吸収し、木材中に固定します。  

 この木材を建築物や家具に利用することは、長期にわたり炭素（Ｃ）

を貯蔵することになり、大気中の二酸化炭素の濃度の上昇を抑えるこ

とにもなります。  

 炭素貯蔵の観点からみれば、木造建築物は、街にもう一つの森林を

造るのと同じ効果があるといえます。  

 また、木材は、鉄やコンクリートと比べて、製造時の消費エネルギ

ーが少ない材料であるため、木造は他の工法に比べて、二酸化炭素の

排出量が大幅に少ない工法です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このような効果を見える化するため、県は、平成 22 年度から、県

産木材を使用した新築・内装木質化の建築主や木製品製造の事業者に、

貯蔵された二酸化炭素量を明記した認定書を交付して、意識醸成を図

っています。          【埼玉の木づかいＣＯ ２貯蔵量認証事業】 

 

  ウ  木材の地産地消  

 県産木材は外材等と比較して、生産地から消費地までの距離が短く、

運搬エネルギーが少ないことから、県産木材を使用することは、二酸

化炭素の排出を抑制することとなります。  

 

 また、50年以上かけて育ったスギやヒノキは、生まれ育った気候風

土の中で使うと、より粘りや強さを発揮するともいわれています。  

 

 埼玉県では、生産地や生産者・製材工場などの履歴を明示する産地

証明「さいたま県産木材認証制度」が行われています。    Ｐ 153 

 

木 造 住 宅 鉄骨プレハブ住宅 鉄筋コンクリート住宅

貯蔵量 ６.０ トン １.５ トン １.６ トン

放出量 ５.１ トン １４.７ トン ２１.８ トン

出典：国土交通省建設経済局労働資材対策室

     炭素の貯蔵量・放出量（床面積136ｍ2で比較）
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  エ  山間地域の活性化  

 県産木材を利用することにより、山間地域の林業・木材産業を振興

につながるとともに、雇用の創出による地域の活性化に寄与します。 

 

 長野県の行った試算では、地域木材を多用した住宅建築での地域貢

献度は 60％、地域木材を使用しない住宅建築では 45％と、地域経済

への貢献度は 1.3 倍高くなるという結果となりました。  

 両者の内訳を比較すると、特に木材・建材、木建具、左官での地域

貢献度が高くなっています。  

 

オ  県内の森林整備の促進と公益的機能の増進  

 県土の３分の１を占める森林は、木材などの林産物の供給、水源の

かん養や、土砂崩れなどの山地災害の防止、さらにＣＯ ２を吸収して木

材として貯蔵することから、地球温暖化を防止する機能もあります。  

 これらの公益的機能を経済的評価した場合、年間 4,572 億円と試算

されています。  

 

 この公益的機能を高度に発揮させるためには、森林の健全性を高め、

かつ持続可能な管理・保全が必要です。  

 このため、ＰＲ効果の高い公共建築物などでの県産木材利用を推進

することにより、森林所有者の森林経営意欲を高めることで、間伐や

造林等の森林整備が進み、森林の持つ公益的機能が一層高まって、私

たちが安心して生活できる埼玉県になっていきます。  
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機能の種類  
評価額  

（埼玉県）  

評価額  

（全国）  

 水源かん養機能  

(降水の貯留 ) 

(洪水の防止 ) 

(水質の浄化 ) 

２，０５１億円  

      (３５６億円 ) 

         (３２７億円 ) 

     (１，３６８億円 ) 

      ２９兆８，４５４億円  

       (８兆７，４０７億円 ) 

       (６兆４，６８６億円 ) 

     (１４兆６，３６１億円 ) 

 土砂流出防止機能            ８０７億円        ２８兆２，５６５億円  

 土砂崩壊防止機能             ４１３億円          ８兆４，４２１億円  

 保健休養機能            ８３２億円          ２兆２，５４６億円  

 野生鳥獣保護機能            １８５億円     機能の一部として同左の評価を参考掲載 

 大気保全機能  

(二酸化炭素吸収 ) 

(酸素供給 ) 

            ５７億円  

           (５７億円 ) 

             (  －   ) 

       １兆２，３９１億円  

     (１兆２，３９１億円 ) 

          (  －   ) 

 化石燃料代替              ２２７億円             ２，２６１億円  

合    計        ４，５７２億円       ７０兆２，６３８億円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※日本学術会議による試算方法（地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的    

な機能の評価について  平成 12 年 12 月 14 日農林水産大臣諮問  平成 13 年 11 月１日付

け日本学術会議会長答申）にて試算（参考：表－２）  

12



（３）木のよさ 

  ア 健康面での効果 

   ① 熱を伝えにくく、暖かい手触りを与える 

 木材は鉄やコンクリートよりも熱伝導率が低

く、触った時に熱が奪われないため、暖かい手触

りとなります。 

 木製の鍋の持ち手や冬場の手すりなどは安心

して握ることができます。 

 

   ② 室内の湿度を調節する 

 木材は、湿度が高い時には水蒸気を吸

収し、湿度が低い時には放出する作用が

ありますので、人が快適に過ごせる湿度

の幅を保つことができます。 

 

 

   ③ 音を適度に吸収し、音をまろやかにする 

 コンクリートなどの堅い壁面の空間では、音

はほとんど反射してしまい、楽器のすてきな音

色も耳障りになってしまいます。 

 木材の共振・共鳴作用は、まろやかで心地よ

い音質に変えるため、どこの音楽ホールも木質

化されています。               東部地域振興ふれあい拠点施設 

  

   ④ 衝撃を吸収する 

 木の床は、へこみやたわみにより衝撃を吸収

します。 腰への負担が軽くなり、歩き心地も

よくなります。 

 財団法人日本木材備蓄機構の実験では、様々

な床にガラス玉を落として、割れる高さを計測

したところ、大理石約 15cm、プラスチック約

20cm、木材約 40cm となり、木材は他の素材に

比べて衝撃の吸収力が高いことが判っています。 

 また、転んだ時の衝撃を和らげることから、学校や福祉施設で利用が増加し

ています。 
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   ⑤ 光を適度に散乱し、目に自然な感じを与える 

 木材は目に有害な紫外線を吸収し、暖かみを感じさせる赤外線を反射します。

また、表面の凹凸で光を散乱させるので、まぶしさを抑えます。 

 さらに、木目や節などの不規則な模様は「１/ｆ ゆらぎ」と呼ばれて、人に

心地よさを与える効果があるといわれています。              

 

   ⑥ 木の香りが気持ちを落ち着かせる 

     木材には樹種ごとに独特の香り「フィトン

チッド」には、抗菌作用、防虫作用、消臭作

用、気分をリフレッシュさせる作用があり、

森林浴で広く知られるようになりました。 

      内装木質化された室内でも、森林浴と同

じような効用があると考えられています。 

      

   ⑦ ダニやカビの繁殖を抑制する。 

 カーペットの床や畳は、ダニが住みやすい環

境です。フローリングに換えると、ダニの住処

とがなくなり、餌となるゴミも掃除もしやすく

なるため、ダニが減少します。 

 また、木材は断熱性が高く、ビニールクロス

壁のような結露がなくなりますので、カビの発生が減少します。  

 

  イ 教育面での効果 

   ① 快適な教育環境の創出 

     木材は室内の湿度を調整する働きがあります。同一敷地内の木造校舎と RC

造校舎で梅雨の時期に比較すると、木造校舎の方が、湿度が 80％以上になる

時間の割合が低いという結果となりました。 

     また、冬に石油ストーブで採暖２時間後の温度を比較すると、木造の教室は

室内が均質に暖まるという結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

樹種名 精油含有率(%) 主な成分

スギ 0.1～1.0
ｸﾘﾌﾟﾄﾒﾘｵｰﾙ、ｸﾘﾌﾟﾄﾒﾘｼﾞｵｰﾙ、
δ -ｶｼﾞﾈﾝ、β -ｵｲﾃﾞｽﾓｰﾙ

ヒノキ 1.0～3.0
α -ﾋﾟﾈﾝ、ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ、
γ -ｶｼﾞﾈﾝ、α -ｶｼﾞﾉｰﾙ

サワラ 0.5～2.0
α -ｶｼﾞﾈﾝ、α -ｶｼﾞﾉｰﾙ、
δ -ｶｼﾞﾉｰﾙ

ネズコ 0.7～1.0
α -ﾋﾟﾈﾝ、ｶﾝﾌｪﾝ、ﾌｪﾝｹﾝ、
ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ、ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ

コウヤマキ ～2.0 ｾﾄﾞﾚﾝ、ｾﾄﾞﾛｰﾙ、ｼﾞﾃﾙﾍﾟﾝ

クスノキ 2.0～2.3
ｶﾝﾌｧｰ、1.8-ｼｵﾈｰﾙ、
ｻﾌﾛｰﾙ、ﾘﾓﾈﾝ
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   ② 学級閉鎖の減少 

     財団法人日本住宅・木材技術セ

ンターが全国 194 の学校で学級

閉鎖した学級数を全学級数で除

した学級閉鎖率を調査したとこ

ろ、木造校舎では 10.8％、RC造（鉄筋コンクリート造）では 22.8％と、木造

校舎は RC造校舎より学級閉鎖率が低いという結果となりました。 

 

     内装木質校舎では 12.9％と、内装木質校舎でも RC 造校舎に比べて学級閉鎖

率が低くなりました。 

 

   ③ 情緒の安定 

     財団法人日本木材総合情報セン

ターが調査したところ、木造校舎と

RC造校舎を比較すると、木造校舎

の方が情緒が安定するという結果

が出ています。 

     特に不安傾向、抑鬱性、神経質の

項目について、木造と RC造で有意

な差が認められました。 

    

   ④ ときがわ町立玉川小学校の事例 

     平成 16～18年度に内装木質化の効果について埼玉県、長野県、ときがわ町

が共同で研究を行いました。 

     その結果、インフルエンザの減少、先生、生徒の咳の減少、教室内の寒さの

緩和があげられました。 

 

     また、温度、湿度が「学校環境衛生の基準」内に入ることが多くなり、室内

が快適となったという結果となりました。さらに、木質の床はコンクリートの

床と比較すると足が冷えず、「眠気とだるさ」や「注意集中の困難」を訴える

割合が低いという結果もでています。 

 

 

 

 

学級数 木造校舎 RC造校舎 内装木質
校舎

全学級数 287 435 170

閉鎖した学級数 31 99 22

閉鎖率（％） 10.8 22.8 12.9
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  ウ 環境面での効果 

   ① 再生可能な資源である 

     石油や石炭などの化石燃料はいずれ枯渇します。鉄やコンクリートなどの建

築資材も同様です。 

     一方、木材は「伐って・使って、植えて、育てる」森林の循環利用によって、

再生可能な資源といえます。 

 

   ② 地球温暖化を防止する 

     森林は大気中の二酸化炭素（CO2）を吸収しますが、山火事が起こったり、

焼き畑用、燃料用に伐採されると、吸収した CO2は再び大気中に放出されてし

まいます。 

 

     森林が吸収した CO2を長期間固定するためには、伐採した跡地に再植林する

とともに、伐採した木材を公共施設や住宅などの建築物に利用し、二酸化炭素

を木材の中に「炭素（C）」として貯蔵する必要があります。 

     平成 23年末に南アフリカ共和国のダーバンで開催された第 17回気候変動枠

組条約締約国会議（COP17）において、京都議定書の第２約束期間では木材製

品が貯蔵する二酸化炭素も吸収源に認められることとなりました。 
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   ③ 製造時の消費エネルギー、炭素排出量が低い 

     建築資材の１m3製造時の消費エネルギーを比較すると、木材（人工乾燥材）

を１とした場合、鋼材は 83倍、アルミニウムは 343 倍となり、木材は他の材

料に比べて省エネな資材といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     次に、材料製造時の炭素放出量を比較すると、木造住宅は鉄骨プレハブ住宅

の約 1/3、鉄筋コンクリート住宅の約 1/4と少なくなっています。 

     また、竣工後の炭素貯蔵量を比較すると、木造住宅は鉄骨プレハブ住宅、鉄

筋コンクリート住宅の約４倍多くなっています。 

 

     以上のことから、木造住宅は他の工法の住宅に比べて、環境に優しい住宅で

あることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料製造時における消費エネルギー（ＭＪ/ｍ３） 
木材(人工乾燥材） 鋼材 アルミニウム

3,210 266,000 1,100,000
1倍 83倍 343倍
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（４）木に対する疑問とその答え 

 

   Ｑ 森を伐採して生産される木材は、利用しない方が自然にやさしいのでは？ 

  

   木材は、鉄やコンクリートとは異なり、自然エネルギーを利用した再生産可能

な資材です。 

   また、製造時に消費する化石燃料も少なくてすみ、結果として大気中に放出さ

れる二酸化炭素も少なくなります。 

 

   建築用材として利用されるスギやヒノキの木材は、人の手によって作られた森

林（人工林）から計画的に伐採され、その後植林・手入れがなされています。 

   また間伐材は、人工林内の自然環境を整えながら伐り出される木材で、これを

利用することで適切な管理が進み、水源かん養機能など森林のもつ公益的機能を

高めることとなります。 

   スギやヒノキの森林を「伐って・使って、植えて、育てる」ことは、自然にも

人にも地球にもやさしいといえます。 

 

 

   Ｑ 市民にとってコストの高い県産材を利用する意義があるのか？ 

 

   木材の利用の意義は、地球温暖化防止と環境負荷の軽減、林業の振興による地

域の活性化など、環境や社会に貢献することです。 

   県産木材の価格は、工業製品のように製造・販売原価で決定されるものではな

く、木材消費量の約８割を占めている輸入木材の価格に連動して決まります。 

   輸入木材より若干高い価格であるのは、耐久性や香り、美観などの評価に対す

る付加価値です。 

 

 

   Ｑ 他の国産木材や外国産木材より優れている点は？ 

 

   強度や耐朽性については、各樹木がもつ特徴で決まるため、国産・外国産によ

る優劣差ではありません。 

   一方、輸送エネルギー（いわゆるウッドマイルズ）は、近くで伐り出された木

材の方が少なくて済むため、近くから調達することで環境負荷を軽減し、地球温

暖化の防止にも貢献することとなるので、国産材が優れている点となります。 
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   Ｑ 木材アレルギーはあるのか？ 

 

  化学物質アレルギーに比較すると少数ではありますが、木材の香りなどに対す

るアレルギーが報告されています。 

 

 

   Ｑ 木材の生産コストの内訳は？ 

 

   まず、県産木材の価格は、工業製品のように製造・販売原価で決定されるもの

ではなく、木材消費量の約８割を占めている輸入木材の価格に連動して決まりま

す。 

   この輸入木材の価格は、住宅着工戸数と密接な関係をもって推移しており、住

宅着工戸数が増加すると上がり、住宅着工戸数が減少すると下がります。 

   また、外国産木材の価格は、世界の木材需要の動向や為替の影響を受けながら、

需要と供給のバランスで価格が決定されています。 

 

 

   Ｑ メリットのあるスケールは存在するのか？ 

 

   木材のスケールは、住宅の尺モジュールに合わせるため、丸太も尺モジュール。 

   埼玉以南の関東における丸太の長さは、3.0ｍ(10尺）、4.0ｍ（13 尺）、6.0ｍ（20

尺）が一般的なものとして、木材市場で流通しています。 

   また、断面寸法も尺モジュールであり、丸太の太さから、最も効率良く製材品

にできるような断面寸法に製材されています。 

   このため、一般的に流通している長さ・断面寸法以外のもので設計すると、木

材価格が上昇し、建築コストに跳ね返ってきます。 

    

 

  Ｑ メンテナンスに不安がある。 

  

   木材は、４つの条件（水分、温度、空気、栄養）が揃ったときに腐朽するので、

これらの１つでも揃わなければ、腐朽は起こりません。 

   また、シロアリの食害対策は、シロアリに強い木材（ヒノキ、ヒバなど）の使

用、床下や小屋裏の換気、床下土壌の薬剤処理、住宅下部の防蟻薬剤処理、シロ

アリ侵入の定期点検などが有効です。 
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