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１ はじめに 

 埼玉県では、平成８年度に「彩の国木づかい促進連絡協議会」を設置して、県庁

内における県産木材の利用を推進してきました。 

 平成 13年度からは、生産・加工・流通体制の整備と利用促進するため、「県産木

材の供給体制の整備」「ＰＲ効果の高い公共建築物での利用促進」「需要量の多い民

間住宅での利用促進」「未利用木質資源の有効活用」の４施策を掲げ、関係者の協

力も得ながら積極的に展開してきました。 

  

 県の「公共建築物での利用促進」の取組では、埼玉県立武道館の建設工事や県立

高校の内装木質化工事を進めるとともに、平成 16年４月「県有施設の木造化・木

質化等に関する指針」を策定して、庁内全ての部局において木造化・内装木質化を

推進しているところです。 

 また、ときがわ町をはじめとする先進的な市町村では、小中学校や庁舎の木造

化・内装木質化に取り組まれてきたことから、県内各地に木造公共建築物が整備さ

れ、木の良さが活かされた公共空間がつくられてきました。 

 

 平成 22年 10月には、地方公共団体の整備する公共建築物でも木材利用を進める

よう定められた「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行さ

れ、国は具体的な木造設計の技術基準「木造計画・設計基準及び同資料」を公表し

ました。 

 

 一方、多くの地方公共団体にとって、木造化・内装木質化の取組は、鉄筋・鉄骨

コンクリート（ＲＣ）造と比較して施工事例が少なく、木材調達などの知識・経験

が乏しいことから、システマティックに（順序と計画によって）進めることが難し

い現状です。 

 また、平成 24年５月に実施した、県内市町村の企画・建築担当課の方々へのア

ンケートでは、木造化等に対する疑問や課題が寄せられ、木造化・内装木質化を進

める条件が整っていないことが明らかになりました。 

 

 このため、森づくり課では地方公共団体はもとより、建築・設計士団体、林業・

木材産業団体から、広く公共建築物の整備に関わる方々を募り「埼玉の木づかいワ

ークショップ」を立ち上げて、木造化・内装木質化を進める上での問題・課題の整

理、解決策の検討を繰り返し、この「木造公共建築物整備の手引」を作成しました。 

 

  今後、本書を活用していただき、多くの県民が気軽に県産木材を親しむ公共空間

が広がるよう祈念しています。 
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２ 本書の位置づけ・目的 

 公共建築物の構造は、用途に応じて、地域性、機能性、経済性及び環境保全とと

もに、地震に対する安全性を確保するために、構造体の耐震性能も検討することと

なっています。 

 平成 22年 10月「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行

されました。                            Ｐ111 

 国土交通省では、設計の効率化に資するため、平成 23年５月「木造計画・設計基

準及び同資料」を策定し、木造等の設計に必要な基準の整備を進めてきました。 

 埼玉県内の公共施設の整備において、木造が他の構造体（ＲＣ造、Ｓ造）等と同

列で比較、検討されて、実際に採用されていくためには、「建設事例」「構造体の知

見」「使用材料への理解度」の情報の整理が不可欠です。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１　構造物を選択する際に考慮すべき法律

２　構造物を選択する際に考慮される情報

建設事例 多い 少ない

構造体の知見 高い 低い

使用材料への理解度 高い 低い

３　設計に使用される基準等

RC造 Ｓ造 SRC造 木造
内装
木質

予算 予算単価 ○ ○ － －

仕様 標準仕様書 ○ ○ ○ － ○ 県：準用

設計 設計基準 ○ ○ ○ － 県：準用

積算基準

標準単価積算基準 ○ ○ ○ － ○ 県：準用

数量積算基準 ○ ○ ○ － ○ 県：準用

区　　分 備考

積算

新営予算単価
建築工事予算単価

公共建築工事標準仕様書
公共建築

工事標準

公共建築木造

工事標準仕様書

建築構造設計基準
木造計画・設計

基準

公共建築工事積算基準

埼玉県公共建築工事積算基準

公共建築工事

標準単価積算基準

公共建築工事数量

積算基準

国

国

国 国

国

国

国

県

公共建築
工事標準
単価積算

公共建築
工事標準
単価数量

国土交通省において策定予定

見積等で対応

・建築基準法

・消 防 法
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律

目 標 低層の建築物は、原則としてすべて木造化を図る

この部分を補う

ための手引を作成

現状では非木造が採用されやすい

木造採用へ誘導

構造別の基準・取り決めの有無

建築工事

予算単価
県

国

県
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1

4

5

6

6

9

12

13

0 2 4 6 8 10 12 14

その他

前例がない

メリットが見いだせない

性能・強度に不安がある

材料指定が難しい

方針が定まっていない

調達に不安がある

経費がかかる

公共建築物への県産木材の利用を躊躇する理由

（回答数38人、複数回答可）

 平成 24年 5月の埼玉県営繕技術者会議（構成員：地方公共団体の建築担当職員）

においてアンケート調査を実施して、38 人から回答を得ました。 

 

 公共建築物への県産木材の利用を躊躇する理由を尋ねたところ、建築・メンテナ

ンスに経費がかかる（13人）、調達に不安がある（12人）、市町村の方針が定まっ

ていない（9人）、などの理由が上位を占めることがわかりました。 

                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同年７月には、県内自治体で公共建築物の企画や建設を担当する職員等を構成員

とした「埼玉木づかいワークショップ」を立ち上げて、県内の木造公共施設整備４

事例を題材に、木造化等の課題の抽出・討論を行いました。       Ｐ220 

 

 本書は、それらの結果を「本編」、「施工事例編」、「参考資料編」に整理して、と

りまとめたものです。 

  

  本書の活用によって、公共建築物の整備に関わる職員の皆様が、木造公共建築物

への疑問や不安を解消され、県産木材の利用が進むことによって、埼玉の森林が健

全な状態で次代に引き継がれることを切に望むところです。 

3



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】  

6



 

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）  
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（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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４ 木造建築物の課題と対策 

 平成７年に発生した阪神淡路大震災における被害から、「木造は、ＲＣ造に比べ

て耐震性や耐火性が劣る。」との印象が強くなりました。 

 しかし、建築基準法は、昭和 56年の改正により耐震性が飛躍的に強化されてお

り、阪神淡路大震災で被害を受けた木造建築物の相当数は、同改正以前の基準で建

築されたものが占めていました。 

 また、都市計画法でも、建設予定地の地域や建築物の用途・規模によって、耐火

建築物又は準耐火建築物であることが定められています。 

 さらに、公共建築物については、平成 23年度「木造計画・設計基準及び同資料」

でまとめられて、耐震性や耐火性などについて具体的な基準が整備されました。 

 したがって、木造公共建築物は、ＲＣ造等と同等の耐震性や耐火性が確保される

ようになっています。 

 

（１）耐震性                        Ｐ141 

 木造の公共建築物も、原則「許容応力度計算」により構造上の安全を判断して

いますので、ＲＣ造等と同等の耐震性を確保することができます。 

 これは、許容応力度計算が、品質が明確な木材（強度管理木材※、JAS製材等）

を使用する条件で行われるからです。 

 

 さらに、既存の木造建築物については、耐震診断と耐震改修の方法が示されて

いますので、安全を確保すると同時に内装木質化を進めることができます。 

                   （H18.1.25 国土交通省告示第 184号） 

構造計算と木材品質

無等級木材 強度管理木材
※

住　宅 壁量計算 ○ ○ ○ ○

公共建築物
（平屋の事務所は除く）

許容応力度計算 × ○ ○ ○

　　　　　　　　　※次の全ての条件を満たす無等級材。いわゆるＪＡＳ相当材。
　　　　　　　　　　　①曲げ性能(ヤング係数や公的機関の試験値）が確認できること。
　　　　　　　　　　　②含水率の確認ができ、その平均値が20％以下であること。（広葉樹材、古材の例外あり）
　　　　　　　　　　　③節、丸身、貫通割れ等、目視による欠点の品等基準を満たすこと。

参考資料：国土交通省作成　木造計画・設計基準説明会テキスト（Ｈ２３）

ＪＡＳ製材以外の木材

種　類 構造計算 ＪＡＳ製材 ＪＡＳ集成材等
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（２）耐火性        Ｐ142 

 構造部分が耐火構造又は建築基準法

令で定める技術基準に適合しているこ

と、外壁開口部には防火設備を設ける

ことで、防火地域（都市計画法９条 20

項）でも木造の建築が可能です。 

 準防火地域では、「燃えしろ設計」な

どにより、建設が可能となります。

（例：宮代町役場庁舎（準耐火構造物）） 

 内装については、建築物の用途、規模、構造及び開口部の条件から、壁や天井

の室内に面する部分を、燃えにくい材料で仕上げることが義務付けられています。 

 内装制限を受ける建築物の諸室でも、床や腰壁部分（床面から高さ 1.2ｍ以内）

は、通常に木材が使用できます。 

 廊下については、準不燃木材であれば、天井・壁で使用できます。また、学校・

体育館では、火気使用室や避難路等を除き、内装制限を受けませんので、通常の

木材で仕上げることができます。 

 

（３）耐久性              Ｐ113 

 木造の会計法上の耐用年数は、ＲＣ造より比べて短く

されていますが、実際の耐用年数は、耐久性に配慮した

設計・施工と適切な維持管理により、ＲＣ造と同等期間

使用することが可能です。 

 「木造計画・設計基準」では、耐用年数を「50 年～60

年」としており、ＲＣ造の「65年」と遜色がありません。 

 木造の耐久性に関しては、雨水や結露の建物内・壁内・

建物周辺の木材への作用を減らし、腐朽菌やシロアリの

生育に適した含水率にならない対策が示されています。 

 例えば、構造対策では、基礎を高くて湿度を低くした 

り、漏水を想定して水回りを１階に配置するなど、比較的簡単な対策があります。 

 壁内対策では、通気工法等で湿気を逃がす対策が挙げられます。 

 また、建物周辺対策では、雨かかりを減らす庇を長くするほか、「外部には木材

を使用しない」というのも合理的です。 

 さらに、使用木材に関しては、高耐朽性の樹種や心材や、薬剤処理木材の使用

も示されています。 

金鑚神社多宝塔(1534 年建立) 
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（４）耐用性 

 将来の業務変化に対応しやすい庁舎にするために、間仕切り変更の自由度を求

められることがあります。 

 一方、木造住宅のイメージから、「小さな部屋になって、使いにくくなるのでは」

との疑問もあります。 

 しかし、トラス工法や金物工法の採用で、大空間を作り出すことが可能です。 

 また、Ｓ造に比べて柱スパンは短く、柱は太くなることもありますが、平面計

画と構造計画を連動させることでも、解決が可能です。 

 ＩＴ環境への対応については、ＬＡＮケーブルの床配線は、ＲＣ造・Ｓ造と同

等、無線ＬＡＮでは木造の方が有利と言われています。 

 

（５）工事費 

 一般に流通している木材※は、住宅部材に利用されている木材ですから、流通

量が多く比較的安価になっています。 

 集成材については、大断面集成材より、住宅部材に利用される中・小断面集成

材の方が、集成材工場が製造しやすい寸法のため安価に調達することができます。 

 このため、大規模公共建築物であっても、一般流通木材や中・小断面集成材を

使う在来工法を選択することで、建築コスト（木材費、建て方人件費等）を抑え

ることができます。 

 ※ 森林から伐り出される丸太は、森林の成長（高齢級になる）とともに増加し、か

つ太いものになってくる。生産量が多い丸太ほど価格が安いので、その丸太から製

材された木材は安くなる。（板を積層する集成材も同様） 

   また、全国規模で地域ごとに森林の成長度合いが異なるので、同寸法の製材品で

あっても、地域ごとに価格が異なる理由はここにある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全国の木造施設で同施設を RC 造として比較設計した場合、木造が標準的 RC 造の建設コストを

下回る例も多数。【33 施設を比較設計。木造が高い（17 施設）、木造が安い（16 施設）】 

 木造新築の深谷市花園こども情報交流図書館での比較設計結果 木造：RC 造＝1：0.98 

○ 深谷市花園こども情報交流図書館（埼玉県）

＜木造＞１３４，９９９千円 ＜非木造＞１３１，９９６千円
※木造に対し、９８％ （延べ床面積 ：４９８．８３㎡）

資料：平成１５年度地方公共施設等設計支援事業
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 価格分岐点の傾向は、全国の木造施設の調査でも同様の傾向がみられる。 

 また、小規模施設の木造が低価格となっている理由は、一般住宅と共通する部材で建方作業等も

共通部分があるためと考えられる。 

 大規模施設の価格については、ＲＣ造は大規模となっても標準仕様でできるが、木造は特別仕様

になる傾向のためではないのかと言われている。 

  

y = 277.15x - 20477

y = 170.39x + 70072

S造 y = 240.3x - 5226.4

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

延床面積と建築費（埼玉県森づくり課調べ）

木造 RC造 S造 線形 (木造) 線形 (RC造) 線形 (S造)（m2）

（千円）

（850m2）
（400m2）

y = 12.337x + 211760

y = -19.601x + 282897

y = -2.7668x + 241031

0
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150,000

200,000

250,000

300,000

350,000
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450,000

500,000

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

延床面積と1m2当り建築費（埼玉県森づくり課調べ）

木造 RC造 S造 線形 (木造) 線形 (RC造) 線形 (S造) （m2）

（円/m2）

（約2,200m2）（約1,900m2）
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（６）維持管理対策 

 経年変化は、「木の味わい」を深めるほか「劣化・老朽化」も起こします。 

 構造部分の腐朽や、床・腰壁などの内装部分のシミ・傷などの「劣化・老朽化」

を防止する維持管理は可能です。 

 構造部分については、雨水や結露が建物内・壁内・建物周辺の木材へ作用する

ことを減らす工夫のほか、点検しやすい仕上げ（点検口設置など）にして劣化の

早期発見で対応します。 

内装部分については、はっ水性のある含浸塗装のほか、広葉樹などの堅い木材

や傷のつき難い加工を施した木材を使用する方法が一般的です。 

 また、建設費と維持管理費のトータルコストの面から、交換や削り出しがしや

すい仕上げとすることを、企画・設計段階で盛り込んでおくことも有効です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯能市立名栗小学校 

 飯能市立名栗小学校では、雨がかりの少ない軒裏に木材を使用している。ときがわ町立萩ヶ丘

小学校では柱脚部を直接地面と接しないように工夫されている。 

 また、杉戸町立中央幼稚園では、設計段階においてメンテナンスを考え、天井点検口や床下点

検口を設けるなどの工夫がなされた。 

ときがわ町立萩ヶ丘小学校 

 ときがわ町立明覚小学校は、平成14年度に耐震改修と同時に内装木質化を実施し、床板にはス

ギ集成材（厚15mm）を使用。 

 平成23年度、床板の傷、変色が激しくなったため、床の補修工事を実施。サンダーで約1mm削り、

水性ウレタン塗装３回後着色する工事で単価2,000円／m2。 

 床は傷がつき汚れるものと理解し、「塗装なし」で木の香りを楽しむメンテナンスもある。 
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５ 木材調達の課題と対策 

（１）県産木材の流通 

ア 製材品 

 民間住宅などで使用されている製材品の流通ルートは、立木調達方法と伐

木・造材作業の担い手の組み合わせで決まります。 

 

イ 集成材 

 県産木材の構造用集成材は、一般には流通していません。このため、工事請

負者等の発注者が、①埼玉県森林組合連合会や埼玉県木材協会に依頼、②県外

の集成材工場に委託、③県内の木材業者に委託し、県内製材工場でラミナに製

材、県外の集成材工場で加工して調達しています。（平成 24 年度末現在） 

公有林 国有林

丸太委託生産 立木公売 立木公売

伐木・造材 森林組合 素材生産業者

丸太の
仕分け・セリ売り

原木市場
(森林組合）

製材・木材乾燥

仕口・継手の加工

需要者
販売・建て方・設計

製材工場

県産木材（製材品）の流通

原木市場

私有林

プレカット工場

材木店、大工・工務店、建築設計者

立木調達

原
木
市
場

立木売買（相対取引）

木材製品市場

中・大規模の製材工場
(セリ売りはしない）
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 製材品  集成材 備　　考

 原木調達 ７～14日 ７～14日 原木市場の市日の間隔

 製材 ７日 ７日

 乾燥 ７～21日 － 人工乾燥で要する期間

 集成材製造 － 21～42日 人工乾燥期間を含む。

 プレカット ７日 ７日

累計
28～49日

（1.2ヶ月～2.0ヶ月）
42～70日

（1.8ヶ月～2.9ヶ月） （  　）：必要実日数を稼働24日/月で換算

製材品・集成材別調達必要実日数（30ｍ3当たり）

（２）木材調達期間 

 丸太が原木市場へ出荷されてから、製材・加工して建設現場に到着するまでに

要する期間は、１ヶ月～３ヶ月となります。 

 

 多量の木材を調達する木造公共建築物（延床面積 3,000ｍ２超）の場合は、市

場に流通している量だけで賄えませんので、森林を伐採することになります。 

 このため、森林所有者から伐採ＯＫをもらうための期間や伐木・造材期間とし

て、１ヶ月～６ヶ月程度を加えることになります。 

   また、葉枯らし乾燥材（２～５カ月）や天然乾燥木材（４～24 カ月）、手刻み

による仕口・継ぎ手加工（１カ月）などを選ぶ場合には、さらに加算していきま

す。 

 これらのことから、企画・立案段階から木材相談を始めることで、スムーズな

調達が可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         製材                    人工乾燥 
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（３）木材相談 

  ア 相談相手 

 木材の調達能力を有する相談相手は、建築工事で使用する木材量や求める木

材品質等によって、単独の事業体又は林業・木材業団体になります。 

 建築規模と木材相談の相手方の目安は、次のとおりです。 

 

ホームページアドレス 

 さいたま県産木材認証事業体 http://www.mokkyo-saitama.jp/sai/ken/index.html（認証センターＨＰ） 
 県内各地域の森林組合、埼玉県森林組合連合会   http://www.saimoriren.7box.jp/（連合会ＨＰ） 

 中・大規模の製材工場、一般社団法人埼玉県木材協会   http://www.mokkyo-saitama.jp/（木材協会ＨＰ） 

 

 

イ 木材相談で伝える情報 

 次の事項を伝えて、木材の価格や納期について相談を始めます。 

① 建築規模   延床面積（示せるなら木材使用量（概数）） 

② 木材の種類  樹種と品質（森林組合や製材所、材木屋さんは、町医者のよ

うな木材のプロ。求める木材のイメージや、どのようなものが

良い木材と考えているのか伝えるだけでも大丈夫です。） 

③ 納  期   木材を工事現場へ納める時期（工事期間だけでもＯＫ） 

 木材コンダクターは、これらの情報から、伐採～乾燥～製材のスケジュール

を考えて、相談に乗ってくれます。 

 また、天然乾燥木材にしたい場合や、伝統工法による建築を希望するときは、

その旨を伝えてください。 

建築規模（延床面積）  木材相談の相手方（木材コンダクター）

１,０００ｍ2以下  さいたま県産木材認証事業体

１,０００ｍ2超え
 県内各地域の森林組合、埼玉県森林組合連合会
 中・大規模の製材工場、一般社団法人埼玉県木材協会
　　（いずれも、県産木材認証事業体ないし関連団体）
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天然乾燥
製材した木材の間に桟木（小さな木片）をはさんで積み重ね、自然の
力でゆっくりと乾燥させる方法

人工乾燥
未乾燥材を木材乾燥機に入れて、高温蒸気やマイクロ波、遠赤外線
を当てたり、除湿したりして、人工的に乾燥させる方法

（４）木材の品質 

 建築材料として木材に備わっているべき品質については、構造材では「含水率」

と「強度」、内装材については寸法安定性に影響する「含水率」です。 

 建築物の強度を確保し、内装の仕上がりトラブルを防止するためには、特にＪ

ＡＳ相当材の納品時確認が重要です。 

  ア 含水率 

    製材した木材は、含水率が 25％までに乾燥する過程で、反ったり割れたりし

ます。 

    このため、含水率については、強度管理材では平均値が 20％、ＪＡＳ製材で

は 15%、20％、25％と規定されています。              Ｐ169 

    納材の際には、必ず確認をしましょう。                              

    また、木材の乾燥方法には、天然乾燥と人工乾燥の２種類があり、人工乾燥

の場合は 14日程度、天然乾燥の場合は４～２４ヶ月の期間がかかります。 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 強度 

 強度には、圧縮（Fc）、引っ張り（Ft）、曲げ強さ（Fb）があります。 

 木材の強度については、変形のしにくさを示す、曲げ性能（ヤング係数Ｅ）

を測定して表示します。（例：表示値Ｅ70＝測定値Ｅ60～Ｅ80） 

 特に、梁や桁などの横架材には、上部からの荷重によりクリープ現象※を起

こさない曲げ強度が求められます。 

 

 建築物の施工に用いられる構造用製材の基準強度（Ｅ）は、国土交通省告示

第 1452号（平成 12年 5月 31日）で定められています。       Ｐ173 

    木造公共建築物の構造計算（許容応力度計算等）は、基準強度を用いて算出

することになります。 

 

※ 物体に外圧を加えたとき、外圧が一定であっても、物体の変形が時間と

ともに増加していく現象。 
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（５）県産木材の種類と寸法 

 建築用木材となる県産木材は、主にスギとヒノキの２種類です。 

 そもそも、森林の林齢構成によって生産される丸太の太さには偏りがありま

すので、地域的にも、一般流通材木材の流通量は寸法ごとに偏りがあります。 

 当然、流通量の多いものは価格が安く安定し、少ないものは高くなっていま

す。また、この寸法でない木材は特注となり価格が高くなります。 

 一般流通している県産木材を使用することで、調達がスムーズになり、建築

コストも抑えられます。                      Ｐ179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造材 部材の種類 長さ（ｍ） 厚さ(mm) 幅(mm)

軸材 柱 すぎ ひのき 3 4 6 105 105
120 120
135 135
150 150

土台 ひのき 2 3 4 105 105
120 120

桁類 すぎ ひのき 3 4 5 6 7 8 105 150 180 210 240 270 300 330 360
120 150 180 210 240 270 300 330 360
135 150 180 210 240 270 300 330 360
150 165 210 240 270 300 360

筋交い すぎ ひのき 3 4 30 90 105
45 90 105

ぬき すぎ ひのき 3 4 15 90 105
18 105

間柱 すぎ 3 4 30 75 90 105 120 135 150
小屋組 棟木 すぎ 2 3 4 75 75

90 90
105 105
120 120
135 135
150 150

母屋 すぎ 2 3 4 75 75
90 90
105 105
120 120
135 135
150 150

垂木 すぎ ひのき 2 3 4 30 30 45 60 75 90 105 120 135 150
45 45 45 45 45 45 45 135 150
60 60 75 90 105 120 135 150

床組 床束 すぎ ひのき 任意の長さ 90 90
105 105
120 120
135 135
150 150

大引き すぎ ひのき 2 3 4 90 90
105 105
120 120
135 135
150 150

根太 すぎ ひのき 2 3 4 30 30 45 60 75 90 105 120 135 150
45 45 60 75 90 105 120 135 150
60 60 75 90 105 120 135 150

※着色したセルは県産木材（一般流通材）の参考価格表に掲載がある寸法です。

主な樹種

県産木材（一般流通材）の建築部材ごとの主な規格
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６ 木造公共建築物の整備 

≪公共建築物の設計に関する法令等体系≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 22 年 10 月１日、森林の適正な整備と木材自給率の向上に寄与するため、「公

共建築物等における木材利用の促進に関する法律」が施行され、国の低層の公共建築

物については、原則としてすべて木造化を図ることとなりました。 

 また、地方公共団体も、国に準じ、公共建築物の木造化に努めることとなりました。 

 平成 23 年５月 10 日、設計の効率化に資するため、国の木造施設の設計に関する技

術的な事項と標準的な手法をまとめた「木造計画・設計基準」が策定されました。 

≪公共建築物整備のプロセス≫ 

  ※ ●の項目について、本章で記述しています。 

 ○ 建築基準法 

 ○ 官公庁施設の建設等に関する法律 

 ○ 公共建築物等における木材利用の促進に関する法律 

   ○ 国家機関の建築物及びその付帯施設の位置、規模及び構造に関する基準 

     ○ 官庁施設の基本的性能基準 

       ○ 設計基準 

       ○ 木造計画・設計基準（木造計画・設計基準及び同資料を含む。） 

        ① 木造における建築計画   ② 建築構造の設計 

          ③ 建築部位の設計      ④ 建設設備の設計 

工事
　発注段階 施工段階

○建築物のコンセプト、テーマ ○維持管理計画の継続

●地方公共団体の建設方針

●木造・木質化の合意形成等

●設計上の検討事項 ●工事の発注方法

○基本構造、デザインの検討 ○設計条件等の確定

○建築事例の情報収集 ●設計業務の入札方式 ●木材産地の指定（特記仕様書）

●設計会社の選定 ●入札参加会社の選定

●建設コストの把握（木拾い）

●一般流通木材の利用 ●木材調達ルート(木材相談） ●木材産地の確認

●耐久性、維持管理計画 ●県産木材の調達管理

●建設単価の決定 ●木材の検収

●建設工期の設定

○予算確保 ○設計の監理等 ○工事の監理等 ○予算確保

　
　
　
　
　
木
造
・
木
質
化
に
お
け
る
検
討
事
項
等

設計段階企画・立案段階 維持管理段階
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≪木造住宅と木造公共建築物≫ 

  項  目 木　造　住　宅 木造公共建築物

発注者 個　　人 行政機関

利用者 特定・個人 不特定・多数

目的 居住 多種・多彩

着工戸数(全国） 多数（年間46万棟） 少数（年間１千棟以下？）

一居室の空間 小 小～特大

スパン ３ｍ程度
最大１７８ｍ

　(大館樹海ドーム）

階数、高さ 平屋建～３階建
～５２ｍ

　　(大館樹海ドーム）

工法 在来工法、金物工法 金物工法、一部在来工法

構造計算 壁量計算 許容応力度計算

使用木材 製材品、集成材 集成材等、一部製材品

断面寸法
小断面

105mm、120mm
中～大断面
150mm以上

主なモジュール 尺 メートル

加工・流通 一般流通木材 一般・特注木材
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町職員による設計（杉戸町立中央幼稚園） 
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（１）企画・立案 

  ア 木造建設方針の足掛かり 

 「木造は、火災や地震などに弱い」「ＲＣ造に比べて、間取りの自由度が低く、

建設コストが高い」などの誤った情報もあって、木造との比較・検討もなく、

最初から「ＲＣ造で決まり」というのが現状です。 

 内装材料についても、「木は反る、割れる」などのイメージから、内装制限に

ついて研究することも少ないと思います。 

 このような中、平成 22 年 10 月１日「公共建築物等における木材の利用の促

進に関する法律」が施行されました。 

 

 これを足掛かりに、木造公共建築物の課題や対策

を整理して、建設方針の決定に向けて庁内の合意形

成を図っていきます。 

 

 

  イ 合意形成の手法 

 首長の政策方針によって、木造・内装木質化を進めてきた自治体のほか、職

員提案制度による事例もあります。 

 これらをスタートラインとして、行政経営会議や庁内関係課の検討会、外部

の設計関係者・木材関係者も参加するワークショップで、庁内の合意を図って

きました。 

 そこでは、木造建築物や木材調達の疑問や課題を整理して対策を検討するこ

とで、関係者同士が情報を共有化することがカギとなります。 

 さらに、事前説明会などで施設利用者と情報交換を行った自治体もあります。 

 いずれの組織においても、先進事例の研究に現地視察も組み入れて、木造設

計者や木材供給者などの専門家も交えて進めて、木造・内装木質化の課題や対

策を明らかにすることが不可欠です。 

  

ウ 構造の検討、概略の工程表の作成、木造の決定 

 課題解決の道筋が明らかになってきたら、「構造の比較」と「概略の工程表」

に全体像を具体的に示しながら、最終的に木造を建設方針として決定します。 

 材工一括発注の場合は、木材調達期間（５－(2)）を考慮して工期を設定し

ます。 
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2階　木造 RC造

1階　RC造

RC造 RC造

２階建て、延床面積3,000ｍ2まで。
別棟方式（建築基準法21条）で3,000ｍ2超え可能

木造主体

RC主体

構造の検討

　　　　・屋根を支える骨組みを木造（例：埼玉県立武道館）
　　　　・内装木質化（内装制限に注意）
　　　　・中高層建築物で最上階のみを木造とする構造
（例：東部地域振興ふれあい拠点施設【ふれあいキューブ】）

内装木質化（内装制限に注意）

混構造（水平分離） 混構造（垂直分離）

RC造（木造屋根） RC造

木造木造

左右の木造部分が延床面積3,000ｍ2まで。
高さ13ｍ以下軒高９ｍ以下で３階建てまで可能

延床面積 3,000ｍ2

使用木材量   600ｍ3

H 25 H 26 H 27 H 28

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

企画・立案

設　計

　プロポーザル方式 プロポーザル要綱作成

発注手続き
 ●測量・地盤調査 業者選定

建築工事

木材調達 最終納材

伐採

製材～加工

延床面積 3,000ｍ2

使用木材量   600ｍ3

H 25 H 26 H 27 H 28

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

企画・立案

設　計

　プロポーザル方式 プロポーザル要綱作成

発注手続き
 ●測量・地盤調査 業者選定

建築工事

木材調達 最終納材

伐採

製材

加工

基本設計

発注手続き

伐採箇所選定

天然乾燥

概略工程表 １　（人工乾燥木材を使用）
概略工程表

概略工程表 ２　（天然乾燥木材を使用）

伐採箇所選定

工事期間

納材

建築方針

発注手続き

建築方針

工事期間

木材相談

詳細設計

基本設計

木材相談

詳細設計
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エ 設計上の基本事項の検討 

 建設方針の決定と並行して、建築基準法や都市計画法等に適合した設計上の

基本事項も検討し、設計業務の設計条件を明確にしておかなければなりません。 

① 施設の利用目的の明確化 

② 必要諸室の種類・数と延床面積の検討 

③ 施設用途、敷地、高さ制限、日影規制等を勘案した、構造・規模と平面構

成の検討 

④ 構造・規模の見合った木造工法の選択（在来工法、金物工法、特殊工法） 

 これら事項の検討については、①②を発注元課で行って営繕担当課へ結果を

送り、営繕担当課ではその結果を受けて③④を検討すると良いと思います。 

  

オ 建設単価の決定 

 県では年度毎、「建築工事予算単価表」を作成しており、木造では「庁舎（延

床面積 100ｍ２平屋建て、750ｍ２２階建て）」を掲載しています。 

 これ以外の公共建築物については、県内外の建築事例を参考に、建設単価を

決定します。この場合、建設費の構成要素や、内装・設備のグレードなどの個

別事情に注意しましょう。 
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   問題点・課題   対応策

推進体制

① 建築実績や建設コストが優先され、木造・木質化を選択す
る方向での検討になりにくい。

① 行政経営会議や担当課会議等において、木の良さ、先進
事例、木材利用の意義、ＲＣ造との比較検討をして、木造・
内装木質化を決定する。

② 法令への適合性、建設・維持管理コストの検討が十分でき
るか。

② 企画・立案段階から、建築・都市計画等技術系職員が参
加

③ 企画・立案段階で木造・木質化の課題がしっかり整理され
てないと、設計業務発注段階で支障が出る。

③ 先進自治体の取組事例を調査・研究し、具体的な対応策
を決めておく。

④ 木造・木質化を企画・立案するノウハウ・情報の蓄積が少な
い。

④ 先進自治体のアドバイスや埼玉の木づかいワークショップ
の活用

 木造・木質化に
　　 対する理解

① 首長をはじめ組織全体で、木造・木質化の意義を理解する
ことが不可欠

① 行政経営会議や担当課会議等において、木の良さ、先進
事例、木材利用の意義、ＲＣ造との比較検討の中で、木造・
内装木質化の理解を深める。

② 市民などの施設利用者からの木造・木質化に対する理解
が必要

② 企画・立案段階から施設利用者に各種情報を提供。必要
に応じて意見交換の場を設ける。

③ 建築・維持管理のコスト、工期の比較、耐久性の知識が不
足して、合意形成が困難

③ 木材・木造関係の基礎知識の共有化、木造公共施設事
例の情報提供

④ 建築・営繕課の技術系職員の木造設計等の技術・経験が
不足している。

④ 木造建築の知識・経験が豊富な設計士も構成員とした研
究会の設立
　　先進自治体のアドバイスや埼玉の木づかいワークショップ
の活用

耐震性など木造の
安全性

① 防災拠点にもなる公共建築物が木造では不安。
　　ＲＣ造に比べて耐震性が劣るのではないか。
　　木造は火事に弱いのではないのか。

① 建築基準法は昭和56年改正で耐震性を強化。都市計画
法では地域や用途・規模により耐火建築物等が義務付け。
　  平成23年10月施行の「木造計画・設計基準及び同資料」
により、ＲＣ造と同等の耐震性・耐火性が確保できる。

② 木造はどの程度使えるのか。 ② 実際の耐用年数は、耐久性に配慮した設計・施工、維持
管理でＲＣ造と同等期間使用が可能。
　 「木造計画・設計基準及び同資料」で木造の設計耐用年
数（目安）は50年～60年。（ＲＣ造は65年）
　　建物内外等の木材に対する水分の作用を減らし、腐朽
菌・シロアリの生育に適した環境にしない対策が示されてい
る。また雨ざらしになる外部で木材を使用しないことも合理的
である。
　　さらに、木材に関しては、高耐久の樹種・心材の使用や
薬剤処理の措置も示されている。

木材の品質 ① 建築基準法や木造計画・設計基準に適合した木材を確保
するにはどうしたらよいのか。

① 国の公共建築物は、原則JAS材を使用することとなってい
るので、自治体においてもこれに準じて、JAS材又は強度管
理木材（JAS相当木材）を使用することとなる。
　　このため、県内のJAS認定工場からのJAS製材品、また
は、県外のJAS認定工場が県産木材を原料としたJAS製材
品を購入、または、委託生産する方法により確保する。
　また、県内製材工場から、含水率等が管理されたJAS相当
木材を購入する方法で確保する。

　企画・立案段階（１/３）
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  問題点・課題   対応策

内装木質化 ① どの範囲まで木質化するのがよいのか。
　　また、費用を含めてどのように判断すればよいか。

① 諸室の用途に応じて判断する。また、消防法の規制を受
けることに留意する。
　　床と腰壁、天井、建具について検討する。
　　家具については消防法の適用外である。
　　ライフサイクルコストの視点からビニルクロス等と比較する
とよい。

② 壁を木材とした場合、ポスターなどを掲示する際の画鋲や
フックの跡が気になるのではないか。

② 気にならない範囲を掲示場所に特定するなどルール化す
る。

③ 土足の場合、床の傷についてどうすればよいか。 ③ 玄関マットで靴裏の砂を持ちこまない対策をする。
　　ヒノキ材など比較的固い木材を使用する。
　　交換できるようパネル化した材料を使用する。
　　傷も一つの味わいとして許容する考え方もある。

④ 汚れ防止でニスを塗装すると木の良さがなくなってしまう。 ④ 含浸性の塗装であれば、調湿作用や木の感触・香りを損
なわずに、撥水効果も持たすことができる。

将来の業務変化
　　　　への対応

① 木造は、間仕切りや諸室レイアウトの変更時に柔軟に対応
できるのか。

① Ｓ造やＲＣ造に比べて柱スパンが短くなるが、柱の太さは
ＲＣ造が最も太くなる。
　　平面計画と同時に、構造計画で対応する。

② 木造はＩＴ環境への対応ができるのか。 ② ＬＡＮケーブルの床配線はＲＣ造・Ｓ造と同等。無線ＬＡＮ
では木造が有利

維持管理 ① 腐朽、シロアリの被害やカビの発生が心配である。 ① 木材が腐朽やシロアリが発生するのは、水分、温度、空
気、栄養素の４条件がそろった時である。
　１５％以下に乾燥されたものを使用し、その後も適切な湿
度対策が行われれば問題ない。
　常に湿度の高い基礎部分は、通風の良い構造にして、防
腐処理と耐朽性の高い樹種を使用すれば、腐朽やシロアリ
の被害を防ぐことができる。
　カビについては、腐朽と同様に、湿度を下げて通風を良くし
て結露を防げば、発生を心配しなくてよい。

② 床については、泥汚れや、持ち込まれる砂で傷むのではな
いか。

② 床は含浸性の塗料によりある程度の汚れの付着を防ぐこ
とができる。砂については、玄関マットなどにより持ち込みを
防ぐことで、傷が気にならない程度で抑えることができる。

　　工事費 ① 木造の建設単価は庁舎のみであるため、概算工事費が積
算できない。

① これまでの県内における公共建築物の建設単価は前記
のとおり。
　現状では、企画・立案段階において、先進事例の仕様と対
比、木材業者や設計士への相談を踏まえて、概算工事費を
積算することとなる。
　建築費に占める木材費は10～15％と言われている。

② 木造はRC造に比べて割高と聞いているがどうか。 ② これまでの県内における公共建築物の建設単価は前記
のとおり。
　　面積が大規模になると単価が上回るが、標準的なRC造
と特別な木造との比較になっていることが理由の一つと考え
られる。

③ 木造や内装木質化のコストを下げる方法がわからない。 ③ 建築費に占める木材費は10～15％と言われている。
　住宅等で使用される小断面構造用木材は、特注木材より
価格を抑えられる。
　板類は、幅が狭く、短いものの方が安価。節に関しては、
無節＞小節＞並物（節あり）。

　企画・立案段階（２/３）
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  問題点・課題   対応策

県産木材利用の
意義

① 市町には森林は少なく、林業はないので、県産木材利用の
意義を説明できない。

① 平坦地の市町であっても、埼玉の森林と川を通じてつな
がっているので、その恵みを受けている。
　また、県産木材利用が、鎮守の森など身近な森の大切さ
や守り育ててきた郷土の歴史を知るきっかけにもなる。
　そして、身近な森林の木材を利用することで、森林を育て、
環境にもやさしいことも説明する。

② コストと環境を数値化して意義を説明できないか。 ② イニシャルコスト（建設コスト）とランニングコストの合計で
比較する。
　木材材料と他の材料との、生産過程で排出される二酸化
炭素量を比較する。また、他県産木材・外材との運搬過程で
排出される二酸化炭素量も比較する。いずれも県産木材の
方が二酸化炭素の排出量が少ない。

木材の特性 ① 湿気で木材が膨張収縮をするので、木材が割れたり、合わ
せ目に隙間ができるのではないか。

① 木材は製材後に２０％以下まで乾燥した場合には、その
後の割れや狂い、仕口の緩みを心配することはない。なお長
さ方向の膨潤・収縮率は極めて少ない。
　床板等については、本実（ほんざね）加工で、調湿作用に
よっても合わせ目に隙間が発生しないように収められる。

② 冬の隙間風は心配ないのか。 ② 外壁からの隙間風は、壁構造から発生することは絶対に
ない。
　　玄関や窓からの隙間風については、ドアやサッシの気密
性が高まっているので、問題とならない。

樹種の選定

　どの樹種の県産木材を選択することが良いのか。 　県内で生育し木材に利用できる樹木にはスギ、ヒノキ、アカ
マツ、ケヤキやサクラなどがある。資源量が豊富で価格的に
も入手しやすい樹種は、スギ、ヒノキである。

　　その他 ①　木造の高層化は可能なのか。 ① 基本的に３階建てまでである。ＲＣ造との混構造で高層
化した事例も多数ある。

② 音環境はどうか。 ② 床の剛性を高めることで対応する。
　　静寂が要求される諸室は、平面計画、構造計画で配置を
検討する。

③ 火災時の有毒ガスの発生や倒壊の恐れが心配。 ③ 木材は、石油製品のような有毒ガスの発生がない。
　　木造でも耐火構造物となれば、鎮火するまでの間、倒
壊・延焼の恐れはない。
　　同様に、準耐火構造物の基準を満たしていれば心配な
い。

　企画・立案段階（３/３）
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（２）設計 

 ア 設計業務の概要 

 設計業務には、基本設計と実施設計の段階があります。業務の内容については、

建築意匠(デザイン）、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務と積算業務に分

類されます。 

① 基本設計 

 建築主が提示する要求（建築物のコンセプト・テーマ、立地条件等）や建築基

準法等法令上の制約などの諸条件を「設計条件」として整理して、デザインや性

能、諸室の配置を検討して、成果図書を作成されるものです。 

 ≪主な成果図書≫ 

〔総合〕建築総合設計図 配置図（縮尺 1/500） 

        平面図・立面図・断面図（縮尺 1/100～1/200） 

        矩計図（かなばかりず 主要部の詳細） 

基本設計説明書、工事費概算書、仮設計画概要書 

〔建築構造等〕基本構造計画案、設計業務ごとの計画概要書・工事費概算書 
 

② 実施設計 

 工事費の適正な見積り、的確な建設工事の施工のため、詳細な成果図書を作成

する設計です。 

 平面図・立面図・断面図の縮尺は 1/50～1/20 となり、矩計図は諸室ごとに作

成されます。また、積算数量算出書や木材等資材の見積書も提出されます。 

 

  イ 設計業務の入札方式、設計会社の選定 

① 入札方式 

  設計業務の入札方式には、価格競争の「競争入札方式（一般・指名）」、価格

と技術提案の内容を評価する「総合評価落札方式」、そして企画・提案力のある

者を選定する「プロポーザル方式」、があります。（コ

ンペ方式：最も優れた「設計案」を選定する方式） 

 全国的に、外部設計者の技術力等を活用するため、

プロポーザル方式を採用する事例が増えているよう

です。 

 川島町新役場庁舎の設計業務では、プロポーザル

方式が採用されました。 

※参考資料：建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価

落札方式の運用ガイドライン（平成 23年６月） 
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② 入札参加要件 

 単体企業と設計共同企業体（ＪＶ）があります。ＪＶとした場合、地元の設計

事務所の技術力・提案力のアップが期待できます。 

 

③ 発注先の基本条件 

 一般的条件として、公共建築物の建設目的を理解して、法令等制約をクリアす

る技術力・提案力と業務実績を求めます。 

 木造設計では、木造の構造設計※１、耐火性能、耐久性※２に関して、知識や経

験を備えていることは大変重要な条件です。 

 工事スケジュールを考えるとき、特に大規模木造建築物※３では、木材調達に

関する知識が必要となりますので、地域の森林、林業・木材業に精通しているこ

とを発注条件に盛り込みましょう。 

 また、設計者の「木造設計に対する意気込み」を審査・評価項目にしている地

方公共団体もあります。 

 

※１ 構造設計 

 公共建築物の構造設計は、原則許容応力度計算

による。 

※２ 耐久性 

 木材を劣化させる水分の接触・浸入を防止する

構造、水を多用する室は漏水リスクを考慮した配置であること。 

 また、通常の修繕・補修により木材の性能が確保できること。 

※３ 大規模木造建築物 

 目安として延床面積 1,000ｍ２超を設計する場合、事前に原木※４調達や

加工について情報交換（木材相談）を行う。 

※４ 原木 

 森林から伐り出され、製材工場に運び込まれる丸太。各地域の森林組合

等が担っている。[語源：製材や集成材の原料・材料となる木材] 

 

④ 材工分離発注方式 

 建設工事と木材調達を分離して発注する方式です。 

 自治体所有の森林を活用したい場合に採用されています。 

 また、大規模施設の場合においても、確実な木材調達のため行われています。 

 一方、発注者自らが木材を工事請負者に提供するので、正確な木材量を把握し、

建築工事着工まで管理する負担があります。 
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 ウ 木造建築コストを低減、把握するための設計条件 

① 木材の規格 

 住宅（２階建て以下）と平屋の事務所を除き、「JAS相当材」又は「JAS製材」

を木材規格として指定します。 

② 木材の寸法（一般流通材を使用する設計）（５－(5)を参照） 

 住宅建築で使用されている木材で、小断面寸法・部材長を指定します。 

 流通量が多いので、入手しやすく安価です。 

       （例：105mm・120mm×105mm・120mm×3,000mm・4,000mm） 

③ 建設に使用する木材量の把握（木拾い（きびろい）作業と木材費） 

 図面から木材寸法毎に本数・枚数を読み取る作業で、設計段階では床・壁面積

などの面積から概算されています。 

 工事発注段階で、柱・梁の接合や内装材の納まりを精査して、最終的な木拾い

作業と積算業務によって、最終の木材費が明らかになります。 

 

 エ 木材相談（５－(3)を参照） 

  

 オ 維持管理（４－(6)を参照） 

 木材の劣化（腐朽）は、４条件（水分、空気、温度、栄養体）が揃った場合に

始まるので、「水分」と「栄養体」をコントロールすれば良いのです。 

  「栄養体」は、木材が腐朽菌（きのこ）の栄養分にならないよう、「腐りにく

い性質の木材の使用」と「防腐処理」で対応できます。 

 「水分」については、庇で外壁への雨がかりを減らすか木材は使用しない。 

 壁内は、防水シートとホールダウン金物への熱橋対策を施工します。内装につ

いては、水回りは１階に配置して、万が一、漏水した場合でも木材部分への影響

を少なくするなどの対応をとります。 

 外構施設は、緩やかな傾斜（２％程度）を付けるとともに、木材が隣接する部

分は毛細管現象が起こらない程度に間隔（１mm以上）をあけて、雨水の滞留時間

を短くします。 

  予算上の木材価格＝設計図面の延長×断面積×材積単価 

  施工上の木材価格＝設計図面から３ｍ・４ｍ材の必要本数・枚数×本数単価 

40



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  問題点・課題   対応策

① 設計事務所の選定が難しい。（選定基準や設計事務所の提案・
設計力などが不明）

① 設計内容に適した入札方式（プロポーザル方
式、総合評価方式）の採用
　　実績要件（用途・規模要件）と入札期間の設定
に注意して、入札要綱を作成する。
　　共同企業体方式の活用（設計事務所の設計力
向上）
　　自治体内の入札制度との調整

② 一般競争入札で行うと、木造設計の経験が少ない設計事務所が
落札する場合がある。

② プロポーザル方式の活用
　　埼玉木づかいコーディネーター養成講座の活用

③ 設計事務所の木造設計の経験や実績が把握できにくい。 ③ 求める技術力・提案力を念頭に、実績要件を検
討する。
　　建築士を対象とした研修講座の活用

④ 小規模な施設の設計では、プロポーザル方式による入札を検討
する余地が少ない。

　　発注者側がプロポーザル方式に不慣れである。

　　発注者側に木造・木質化に対する知識・経験が不足

④ 先進市町村の事例やアドバイスを活用
　入札制度や木造・木質化に関する職員研修の実
施

① 設計業務の仕様書にどの程度の性能基準を示すのか。 ① 国及び先進自治体の発注事例
    設計業務の標準仕様書の検討
　　木造計画・設計基準を示す。

② 県産木材の指定をどのように示すのか。 ② さいたま県産木材認証制度(オープン制度)によ
る認証木材を使用する旨を仕様書に明示

① 木造・木質化事業の経験が少ない自治体に、木造・木質化事業
を行った先進自治体へ相談、アドバイス依頼ができる環境があると
良い。

① 埼玉の木づかいワークショップへの相談
　　　　　　　　　　　　（事務局：県森づくり課）

② 木造・内装木質化事例の留意点・反省点をマニュアルに活かす。 ② 木造公共建築物整備の手引きを、適時改訂し
て充実する。

　工事設計と
　　工事監理の
　　　　　　体制

　発注者に実務経験者がいない場合、木造・木質化工事を監理でき
ない恐れがある。

　工事設計と工事監理を一体業務として発注する。

設計業務の
　　発注仕様

発注者に対する
相談体制、

マニュアルの整備

　設計業務の発注段階

設計業務
発注先の選定
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  問題点・課題   対応策

木材の仕様
① 部材の規格化により、コスト低減が図れないか。 ① 一般流通木材の規格（断面寸法、材長寸法）を

使用する設計とする。

② 県産木材が調達できない場合、他県産木材に変更せざるを得な
いのか。

　　工期に間に合うよう調達できるのか。

② 企画段階での木材相談で調達期間を確認して、
円滑な納材を確保する。

④ 県内には構造用集成材の工場がないため、集成材の場合木材
費が割高になる。

④ 一般流通木材（製材品）での構造設計を検討す
る。
　集成材を使用する場合でも、県産木材（直径18～
28ｃｍの丸太）から製造できる寸法で検討する。

⑤ JAS材以外の使用を一切せず、許容応力度計算で設計の自由
度を高めたい。

⑤ 県内に構造用製材のJAS認定工場は１社のみ。
JAS相当材であれば、許容応力度計算にも使用で
きる。

⑥ 梁の強度に関する情報が欲しい。 ⑥ 飯能産スギE90・E110、県内産スギL90【別添農
林部調べ。（県内E70～E90、全国平均E70）】

県産木材の
相談、見積

① 県産木材（地元産材）を使えるか不安。地元産材の相談・見積が
できれば、安心して仕様書で指定できる。

① さいたま県産木材認証事業体（森林組合など）
への相談

② 見積先が限定されることで、価格高騰を促すことにならないか心
配である。

② 地元外の認証事業体にも木材相談・見積を依頼
する。

③ 県産木材の設計単価の決定で、見積先の選定はどうしたらよい
のか。
　　相談や見積をすることで発注情報が外部に出ることになるが、問
題はないのか。

③ 入札執行担当課と相談・見積方法をルール化す
る。

④ 森林組合等とどのような関係を持っていればよいか。 ④ 森林組合は、森林所有者が組織する法人で、森
林経営や木材生産・流通を熟知するプロ組織。
　　気軽に相談に乗ってくれるので心配は無用。

⑤ 木拾い作業については、公共建築物は設計業者側で実施すべき
ものであるが、その費用が設計委託料に含まれていない。

⑤ 発注者側が負担できるようルール化する。

　設計段階（１/２）
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  問題点・課題   対応策

① 予算の枠内で実施するため、設計手法や使用材料の選択幅が
狭い。

① 木造・内装木質化事例を参考に、予算配分のノ
ウハウを習得する。

② ミリ単位で自由に設計すると、建築費（木材費）が大きく増加する
ことがある。

② 特注木材とならないように一般流通木材の寸法
を設計条件とする。

③ 県産木材を使用した場合、他の国産材を使用するよりも材料のコ
スト高になるのではないか。

③　建築コストのほかに、環境面のメリット（森林整
備促進効果）や環境コスト（ＣＯ2排出量削減効
果）、地域産業への寄与も判断基準にする。

④ 建設工事予算で、木材費に予算をもう少し割り当てたい。

⑤ 積算資料の価格が実勢価格に合っていないのでは？

④ 県内の先進事例の建築費情報を、予算編成に
役立てる。

⑤ 複数の県産木材認証事業体の見積結果を積算
に反映する。

① 木造建築のコスト、設計基準、納まり（各部材の取合い等）、接
合金物に対する設計者の知識が不十分である。

① 建築士等の専門家のアドバイスを受ける。研修
講座への参加。

② 木拾い等の木材価格の積算方法を習熟する必要がある。 ② 埼玉の木づかいコーディネーター養成講座の活
用

③ 木造・木質化の実績のない設計事務所を育成したい。
　　地元産木材に精通した地元設計者を育成したい。

③ 埼玉の木づかいコーディネーター養成講座の活
用
　　ＪＶ方式を採用して、技術移転を図る。

④ 自治体職員が木造・木質化設計を理解できるよう技術を身につけ
る必要がある。

④　ワーキンググループ等により、森林組合等との
情報交換

① 耐火性が要求される場合の設計上の課題など、対応の仕方が
判らない。

① 県森づくり課や埼玉の木づかいコーディネーター
への相談

② 木材含水率のバラツキ（15％又は20％以上）は、割れやねじれ
等、耐力・仕上げの欠点となる。

② JAS材又はＪＡＳ相当材を使用すればよい。

　設計者の育成

一般相談

コスト管理

　設計段階（２/２）
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【材工分離発注方式の事例】 

 平成 15 年度、上尾市に完成し

た「埼玉県立武道館（主道場）」

は、大屋根を支える骨組みに使

用する県産木材（スギ集成材

841 立方メートル）の調達を建

設工事と分離し、平成 14 年度に

発注した。 

 建築工事：西松・佐伯・川村 

   特定建設工事共同企業体 

 伐採業務：埼玉県森林公社 

     （現埼玉県農林公社） 

 集成材製造業務：銘建工業㈱     

          （岡山県） 

（３）工事発注 

 ア 発注方式 

 工事で使用する材料の調達は、建設工事に含めて発注する「一括発注方式」が

一般的です。 

 一方、建設工事から木材調達部分を分離して別発注する方式もあります。 

 品質確保や適正価格での調達などを目的に行われており、長期の調達期間を要

する材料（特注品）であっても、建設工事への悪影響を少なくできます。 

 自治体が所有する森林の木材を活用するため、材工分離発注方式を採用した事

例もあります。 

 一方、発注者にとっては、入札業務や監理業務の負担が増え、工事請負者に引

き渡すまでの保管業務が発生する場合があります。 

 なお、引き渡し木材量＜必要木材量となった場合の対応策として、建築工事費

に若干の木材費を計上しておく方法があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 木材産地の指定等 

① 指定方法 

 木材産地を指定する場合には、工事請負契約書に付属する特記仕様書・図面に

表示することが必要です。 

 また、産地定義と証明方法を併記して、発注後のトラブルを回避します。 

※ さいたま県産木材認証センターが運用する制度。県内・外の事業体２１４が登録さ

れたオープン制度。 http://www.mokkyo-saitama.jp/sai/ken/index.html 

表示例１ 埼玉県産木材（さいたま県産木材認証制度※により証明された木材） 

表示例２ ○○市内産木材（さいたま県産木材認証制度又は森林所有者発行の出荷証明書） 
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② ＷＴＯ政府調達協定 

 県及び政令指定都市は、ＷＴＯ政府調達協定に規定する地方政府ですので、基

準額（邦貨換算額）以上となる工事等については、ＷＴＯ基準に則って入札を執

行する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

  問題点・課題   対応策

① 長尺材や磨き丸太等の特注材については、工事契約後に発注さ
れるのでは、納期に間にあわない。

　 材工分離発注を自治体内部で合意形成するのは難しいと思われ
る。

② 木材調達を円滑に進めるために、特記仕様書にその内容、調達
方法を記載したい。

② 設計段階で、調達する木材の生産・流通状況を
把握した上で、特記仕様書に記載する。

③ 木材の分離発注は難しいと思われる。一般流通材と同様に特殊
材についてもある程度の量をストックすることはできないか。

③ さいたま県産木材認証事業体には特殊木材をス
トックし販売する会社がある。

① 産地を指定した場合、木材の確保はどのようにするのか。
　　また、大量使用の場合、流通量の少ない県産木材は供給可能
か不安がある。

① 設計段階で木材関係者への相談・見積を行い、
品質・量について供給可能性を確認する。

② 一般競争入札を予定しているが、県産木材を使用する場合、どの
ような内容の特記仕様書とすればよいか。

② 「県産木材の種類」と「県産木材の認定、確認方
法」を特記仕様書や図面に明示する。

① 構造部分の工法（金物工法）を指定すると、結果として入札可能
な事業者が特定されるが、公平性に問題はないのか。

① 金物工法のメリット・デメリットを理解した上で、
設計業務を発注する。
　　中断面集成材までの設計とするよう、設計会社
に指示する。
　　金物工法以外の工法には、在来工法や補助金
物を使用したトラス工法等がある。

② 市町村や設計事務所は、金物工法の接合金物メーカーと、どの
ような関わり方をすればよいのか。

② 設計業務の発注段階までに、複数の接合金物
メーカーの工法を比較検討する。
　　木材加工や建て方等の各工程への影響、波及
効果などについても比較検討する。

工法の指定

　工事発注段階（１/２）

木材の調達

木材産地の指定

① 企画・立案段階から、材工分離発注方式で検討
する。
　材工分離発注方式は、大規模・単年度施工を円
滑にする方法のひとつ。
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  問題点・課題   対応策

① 仕様書での品質指定の方法がわからない。 ① 木材品質（寸法、含水率等）の指定は、JAS材
（JAS製材等）又はJAS相当材とする。

② 県産木材であっても、種類、規格寸法、含水率等の品質を指定
することは可能か。

② JAS指定工場以外でも、強度や含水率を測定で
きる体制が整っているので、JAS相当材と指定でき
る。

③ 人工乾燥材の場合、施工後に反り等の問題はないのか。 ③ 構造材、内装材に関わらず、「JAS材」ないし
「JAS相当材」で指定する。
　　JAS相当材については、納品時に念のため検品
する。

④ 金物工法によって、求められる木材の性能が異なる。
　木材の乾燥方式（含水率）、発注先等の一連の選択の中で、産地
指定を必要とすることがある。

④ 構造設計段階で、木造工法や木材品質、施工
方法の方針を定める。
　　木材関係者から、木材の情報を得て、調達可能
性について確証を得る。

① 県産木材と産地指定をしたいが、木材調達期間を考えて、どの程
度の工期が適切か。

① 企画・立案段階で、大まかな木材使用量や品質
を定めて、木材相談のなかで木材調達期間を把握
しておく。

② 県産木材の供給側では、工期に間に合わせたいが、工事契約後
に県産木材を発注されたのでは、納期を守ることが厳しくなる。

② 多量の木材を使用する場合は、設計段階までに
木材相談を行い、伐採時期や伐採・乾燥・製材工程
に要する期間を調整しておき、工事発注時期及び
工期を決定する。

　　なお、伐採工程は天候により遅れが生じやすい
ため、発注者、監理者は工程管理に注意を払い、
早期に対応する。

納　期

　工事発注段階（２/２）

木材品質の指定
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（４）工事施工 

 ア 木材の産地確認 

  県産木材※１の産地確認では、さいたま県

産木材認証制度※２を利用すると便利です。 

 この制度では、県内外の２１４認証事業

体が、生産履歴を明示した認証伝票を添付

して流通させますので、この伝票で埼玉県

産であることを確認することができます。 

                 Ｐ153 

※１ 埼玉県内で生育したスギ・ヒノキ等の

丸太及びこの丸太から生産される加工品又

は製材品で、生産履歴が明確となっているもの（さいたま県産木材認証制度実施

要綱第２条） 

※２ http://www.mokkyo-saitama.jp/sai/ken/index.html 

  

 工事請負契約書の特記仕様書や図面に、この制度で産地確認する旨を明記して、

適時確認していきます。 

 

 イ 木材調達の管理 

 企画・立案や設計等の各段階の木材相談により、調達可能性の確証を得てきて

いますが、実際の伐採・搬出作業は天候の影響を大きく受けますので、事前に代

替案を検討しておくことが肝要です。 

 また、契約の際に、請負業者には木材調達の特徴を伝えておき、工程管理に活

かしてもらいます。 

 そして監督員は、こまめに工程を管理し、木材調達に遅れが生じそうな場合に

は、早めに代替策を工事請負者に指示しましょう。 

 

 ウ 木材の検収 

 木造の構造耐力を確保するために、納入された木材が構造設計で規定した「曲

げ強度」「含水率」「目視による品等基準」を満たしているか確認します。 

 また、床・腰壁等の木材については、施工後の乾燥により、収縮、割れ、ねじ

れが発生しないよう、含水率 20％以下であることが必要です。 

 検収方法は、ＪＡＳ製材等は現物（ＪＡＳ表示）確認や伝票で、ＪＡＳ相当材

は伝票や検査証明書、現物サンプル検査等となります。 
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  問題点・課題   対応策

木材の産地確認 ① 県産木材の売上伝票だけでは、材木店に入ってくる国産材を「県
産木材」とできなくもない。工事現場で県産木材であることを確認で
きるシステムが必要。

① 県内外２１４認証事業体（H24年度末）が、生産
履歴の明確な伝票を添付することにより流通させる
「さいたま県産木材認証制度」を利用する。

木材の納期管理

　木材産地を指定したものが調達できなくなった場合、どのように対
応すればよいか。

　伐採工程は天候により遅れが生じやすいため、発
注者、監理者は工程管理に注意を払い、事前に検
討しておいた代替案を早期に実施する。

木材の検収 ① 現場搬入時の品質管理方法が難しい。
　　木材の品質確保に不安がある。
　　含水率以外にどのような点を確認すべきか。
　　木材規格の統一、等級統一した木材確保ができるか。

① ＪＡＳ材、ＪＡＳ相当材を指定する。
　JAS相当材は納品時のサンプル確認・報告するこ
とを特記仕様書に記載する。

② 含水率以外にどのような点を確認すべきか。検査方法はどのよう
にしたらよいか。

② 請負業者を通じて納入業者により、ＪＡＳに準じ
た、曲げ強度（ヤング係数）や節・丸身・貫通割れ等
の目視による欠点を確認・検品する。

③ 木材の検品において、第三者機関による試験と証明書の発行は
可能か。その場合の費用はどのように計上するのが良いのか。

③　第三者機関による試験等も可能であるが、経費
面から①で対応することを推奨する。

職員の育成 　木材の納まり等の知識・技術不足
　木材の検収作業で、検査職員間で差が生じてしまう。

　上司や先輩職員による教育（ＯＪＴ）
　職員研修の実施（ＯＦＦＪＴ）
　県森づくり課や埼玉の木づかいコーディネーターへ
の相談

　工事施工段階
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７ 結びに 

 この「木造公共建築物整備の手引」の作成は、木造公共施設整備の経験者・未経

験者を問わず参加するワークショップ方式で進めてきました。 

  

 参加していただいた自治体の方々には、御多忙にもかかわらず、毎回熱心な意見

交換と課題解決策の検討をしていただき、誠にありがとうございました。 

 また、建築・設計士団体や林業・木材産業団体の方々には、木材加工や木材調達

などの専門的な課題について、大変貴重な御意見を頂戴するとともに、資料を提供

していただきましたことに、心から御礼申し上げます。 

 

 今後、このワークショップに参加したことが、実際の木造化・内装木質化事業で

課題に直面した際、解決策を探し出す一助になれば幸いです。 

 

 そして、この手引がその時々の課題や解決策を取り上げて、改訂され続けること

を祈念して、結びの言葉とさせていただきます。 
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