
                                     

平成２４年度 埼玉の木づかいワークショップ 実施要領 

 

     平成２４年 ６月１９日決裁 

 

１ 目的 

  公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の施行を受け、公共建築物へ

の県産木材の利用の基本原則が定められた。 

  しかし、市町村、県の建築担当職員等が公共建築物を計画・設計する際、木造建築

物を選択し、円滑に設計に取り組む条件が十分に整っていない。 

  そのため、木造建築物の計画・設計上の課題を明らかにするとともに、設計や木材

調達の不安を解消するため、市町村、県の建築担当職課等を構成員としたワークショ

ップを開催するとともに、その結果を取りまとめて、県産木材の利用に資する「（仮

称）木造公共施設整備の手引」を作成する。 

 

２ 対象者 

  市町村職員（建築、教育施設管理、林務担当課） 

  県職員（建築、住宅、管財、建設管理、建築管理、 

      教育・社会福祉・警察施設管理、林務担当課） 

  建築士会、県産木材関係者団体 

 

３ 開催計画 

（１）方法 各回、県内の代表的な木造施設において現地視察も兼ねて実施する。 

（２）内容 県内の木造・木質化施設の建築事例の全体討議、建築に係る各段階におけ

る課題と対応のグループ討議を行う。 

回 開催月 討議内容 開催場所 

第１回 平成 24年 7月 進め方、企画段階における課題と対応 杉戸町 

第２回      9月 設計段階における課題と対応 ときがわ町 

第３回      11月 工事発注段階における課題と対応 宮代町 

第４回 平成 25年 1月 工事段階における課題と対応 飯能市 

第５回      2月 維持管理段階における課題と対応、まとめ さいたま市 

 

４ 取りまとめ 

  各回の討議内容、木造建築物の建築事例、県産木材の情報等を取りまとめ、「（仮

称）木造公共施設整備の手引」を作成する。 
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平成２４年度「埼玉の木づかいワークショップ」開催経過 

 

【第１回】 

１ 日時 平成２４年７月５日（木）１３：００～１７：００ 

２ 場所 杉戸町立杉戸幼稚園 

３ 人数 ３６人 

４ 内容 

（１）事例発表、現地見学 

  「杉戸町の公共施設木造化の取組について」（杉戸町建築課主査 渡辺景己） 

（２）全体討議 

  ア ワークショップの進め方 

  イ 手引の位置づけ・目的 

（３）グループ討議 

  ア 県産木材の利用の意義と木のよさ（１班） 

  イ 丸太、製材品の基礎知識（２班） 

  ウ 木造建築物とその他の建築物の比較（３班） 

 

【第２回】 

１ 日時 平成２４年９月６日（木）１３：００～１７：００ 

２ 場所 ときがわ町勤労者福祉会館 

３ 人数 ３２人 

４ 内容 

（１）事例発表、現地見学 

  「ときがわ町における木造公共建築物の事例報告」 

      （ときがわ町総務課技師 山本博隆、同町地域振興室主任 伊得浩） 

（２）全体討議 

  ア 企画から設計段階における着眼点   

  イ 建築基準法上の制限等 

（３）グループ討議 

   企画段階での留意点について 

（４）報告等 

   県内の建築事例調査 

 

【第３回】 

１ 日時 平成２４年１１月２日（金）１３：００～１７：００ 

２ 場所 宮代町役場庁舎 ２０２会議室 

３ 人数 ２９人 

４ 内容 

（１）事例発表、現地見学 
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  「宮代町役場庁舎の木造化の取組」（宮代町総務政策課 室田、花沢、山崎） 

（２）全体討議 

  「県産木材の特性」（農林総合研究センター森林・緑化研究所 大河原主任研究員） 

（３）グループ討議 

   設計段階での留意点について 

（４）報告等 

   手引の原稿について 

 

【第４回】 

１ 日時 平成２４年１２月２５日（火）１３：００～１７：００ 

２ 場所 飯能市林業センター ２階会議室 

３ 人数 ２９人 

（１）事例発表、現地見学 

  「飯能市の木材利用の取組」（飯能市建築課 市川敏明） 

（２）全体討議 

  ア 木造建築の復権（澤野建築研究所 澤野眞一） 

  イ 県産木材の確認方法について（森づくり課） 

（３）グループ討議 

   工事発注段階での留意点について 

４ 報告等 

  手引の原稿について 

 

【第５回】 

１ 日時 平成２５年３月２５日（月）１３：００～１７：００ 

２ 場所 埼玉県危機管理防災センター 第１災害対策室 

３ 人数 ３１人 

４ 内容 

（１）全体討議 

  ア 県産木材の調達（金子製材株式会社 金子真治） 

  イ 公共建築物の木造・木質化に関する技術支援 （NPO木の家だいすきの会 鈴木進） 

（３）講演 

   地域材を活用した木構造の設計 

   （有限会社山辺構造設計事務所 山辺豊彦） 

（４）報告等 

   手引（案）について 
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平成２４年度　埼玉の木づかいワークショップ　構成員名簿

番号 属性 氏名 所属・役職

1 県 祝　　　智 建設管理課　主査

2 県 島田　泰斗 住宅課　技師

2-2 県 酒井　麻央 住宅課　技師

2-3 県 三浦　浩太 住宅課　技師

3 県 松井　直行 営繕課　主幹

3-3 県 渋谷　典之 営繕課　主査

4 県 山本　たかし 営繕工事事務所　担当課長

5 県 矢島　拓弥 営繕工事事務所　技師

5-2 県 岡村　祥史 営繕工事事務所　技師

6 県 松本　礼介 社会福祉課　主査

7 県 大池　秀和 教育局財務課　主任

8 県 伊藤　嘉朗 警察本部施設課　技師

8-2 県 野村　好史 警察本部施設課　課長補佐

9 県 小暮　吉景 病院局経営管理課　主査

10 県 大里　説慈郎 川越農林振興センター林業部　担当部長

10-2 県 平田　裕浩 川越農林振興センター林業部　担当部長

11 県 白藤　久雄 秩父農林振興センター林業部　担当部長

12 県 佐藤　理子 寄居林業事務所　担当課長

13 県 大河原　睦 農林総合研究センター森林・緑化研究所　主任研究員

14 市町村 小澤　建二 川越市建築住宅課　主任

15 市町村 島田　光弘 鶴ヶ島市建築課　課長

16 市町村 奥富　英樹 所沢市営繕課　主任

17 市町村 塩野　雄一 所沢市教育委員会教育施設課　主査

17-2 市町村 原島　仁 所沢市教育委員会教育施設課　主査

18 市町村 市川　敏明 飯能市建築課　主査

19 市町村 福島　隆司 富士見市管財課　副課長

19-2 市町村 利田　俊一郎 富士見市管財課　

19-3 市町村 柴崎　照隆 富士見市管財課

19-4 市町村 松井　京子 富士見市管財課

20 市町村 阿部　理英 新座市施設営繕課　技師

21 市町村 苅谷　南々子 東松山市管財課　主任

22 市町村 山本　博隆 ときがわ町総務課　技師

23 市町村 伊得　浩 ときがわ町地域振興室　主任

24 市町村 倉谷　正敏 春日部市管財課　主任

25 市町村 渡辺　景己 杉戸町建築課　主査

26 市町村 五味　修一 八潮市営繕・住宅課　課長補佐

27 市町村 中西　裕 秩父市森づくり課　技監

28 設計 増谷　治郎 社団法人埼玉県建築士会副会長　有限会社増谷設計代表取締役

29 設計 松澤　静男 埼玉県産木材住宅促進センター理事長　一級建築士事務所マツザワ設計

30 設計 大沢　宏 さいたま県産木材住宅促進センター　有限会社コウ設計工房代表取締役

31 設計 八島　隆 NPO法人埼玉・住まいの会　代表理事　八島設計室

32 設計 鈴木　進 NPO法人木の家だいすきの会　代表理事

33 設計 澤野　眞一 NPO法人木の家だいすきの会理事　株式会社澤野建築研究所代表取締役

34 設計 山本　幸恵 NPO法人木の家だいすきの会

35 施工 中里　一夫 社団法人埼玉県建設業協会　中里建設株式会社専務取締役

36 施工 関根　一二 埼玉県住まいづくり協議会　株式会社高砂建設営業部

37 施工 吉澤　文男 さいたま県産木材住宅促進センター　株式会社吉澤建設工業

38 施工 田中　哲夫 さいたま県産木材住宅促進センター　株式会社三共建設

39 木材関係 宮沢　庸郎 埼玉県森林組合連合会　西川広域森林組合部長

40 木材関係 峯　　邦夫 埼玉県森林組合連合会　秩父広域森林組合林産課長

40-2 木材関係 黒沢　達也 埼玉県森林組合連合会　秩父広域森林組合木材センター所長心得

41 木材関係 森田　芳樹 埼玉県森林組合連合会　埼玉県中央部森林組合木材利用課

42 木材関係 設楽　幸裕 埼玉県森林組合連合会　こだま森林組合組合長

43 木材関係 黒澤　博 埼玉県森林組合連合会　こだま森林組合参事

44 木材関係 金子　真治 一般社団法人埼玉県木材協会　金子製材株式会社代表取締役社長

45 木材関係 和田　充 一般社団法人埼玉県木材協会　日本住建株式会社代表取締役社長

46 木材関係 杉川　明男 協同組合彩の森とき川　事務局長

47 木材関係 小峰　康夫 NPO法人西川・森の市場　理事

48 県（事務局） 髙野　敦 森づくり課　副課長

49 県（事務局） 須田　俊一 森づくり課木材利用推進担当　主幹

50 県（事務局） 大澤　太郎 森づくり課木材利用推進担当　主査
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