


なぜ、いま『木』なのか？

1.地球温暖化問題
　○問題の顕在化、本市の目標 : 平成 32 年度までに CO2 排出量の 25％以上相当量の削減（平成 2年度比）
2. 森林と林業の課題
　○国内森林の課題：木材として利用可能な林齢に到達し伐採需要が飽和状態、国産木材の自給率は約 31％　　
　　（平成 26 年時点）
　○国内林業の課題：地形的課題（林道改善の必要性）、従事者の高齢化、流通上の課題 ( 安定した需要の確保 )
　　及び外国産材とのコスト差
3. 木材を取巻く動向
　○森林・林業再生プラン（平成 21 年 12 月）：平成 32 年までに木材自給率を 50％に向上
　○公共建築物木材利用促進法の施行（平成 22 年 10 月）：
　　　・木材利用による林業の持続的かつ健全な発展と森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与するた
　　　　めに、基本方針を策定し、国が率先して木材を利用
　　　・市町村においても、国及び都道府県方針に即して方針を策定し、木材利用を促進
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　環境にやさしい材料である木を” 植え～育て～使う”
ことで森のサイクルが生まれ、次世代まで豊かな森林資
源を残す「循環型社会」が形成されます。

2020 年東京オリンピック・パラリンピックのメイン会場である新国立競技場は「木と緑のスタジアム」を
コンセプトに国産木材を多用した施設づくりが行われる予定です。

 
 
  

 
 

　日本は、国土面積の2/3が森林を占め豊富な森林資源を有しており、戦後、植林された多くの木が伐採期を迎えています。また、
木は成長する過程でCO2を吸収し、他の材料と比べ生産する際のエネルギーが少なくて済むことから環境にやさしい材料と言え、
木材利用は、地球温暖化防止や循環型社会の形成に繋がります。さらに、木材を利用することで、森林管理が適切に行われ、国土の
保全や水源のかん養など機能を発揮します。
　しかしながら、近年では、低価格な外国産木材の影響などから、国産木材の需要低下や林業の零細高齢化が続いており、国産木材
の適切な供給および利用のため、林業を有する地域の経済活性化が求められております。
　これらの課題解決に向け、国は「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」（以下（公共建築物等木材利用促進法）
という。）を平成22年10月に施行しました。法律では、地方公共団体の責務として、「国の施策に準じて木材の利用の促進に関する
施策を策定し、実施するように努めるとともに、整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならない。」とされています。

木材には、周りの温度に応じ
て湿気を吸ったり吐いたりす
る調湿作用があります。

木は CO２を吸収し、成長過程で炭素（C）として体内に蓄える働
きがあります。木が木製品や住宅として利用される間も、その炭素
は蓄えられています。そのため、健康な森のサイクルを維持するこ
とで、地球温暖化防止に貢献できます。

樹木の根は土砂や岩石等をつなぎ止める役割を果たし、下草や
落ち葉は降雨量等による土壌の流出を抑えてくれます。また、
森林の土壌は水を蓄える機能が高いため、洪水や渇水を緩和す
るといった機能も向上します。

国産材の利用が進むと、地域における林業や製材加工等の木材
産業が活性化し、雇用も創出することができます。

木の香りには、リフレッシュ効果や鎮静効果のほか、抗菌作用、
殺ダニ作用、消臭作用などがあるといわれています。

心地よい湿度

心地よい香り

あたたかい

やわらかい

木材は、金属などよりも熱伝
導率が低く、熱を伝えにくい
ため、同じ部屋に置いた木板
と金属板に触れると、木板の
ほうが金属板より温かく感じ
られます。

木材は、細い管がびっしりと並んでいるような構造になってい
て、これがクッションのような役割を果たします。

2. 心身への影響1. 環境への効果

温暖化の防止

災害の防止

地域の活性化

森林及び木材を取り巻く背景・課題

木材利用の効果



　　①市内の公共建築物等における木材利用促進のための施策に関する基本的事項
　　　○対象とする施設
　　　　　公共・公益上必要な建築物等であって、広く市民の利用に供される施設

施　設　例
学校、福祉施設、保育所、病院、体育館、図書館、庁舎、公園等の土木工事における工作物等

　　　
　　　○木材利用促進の具体的方向性
　　　　・整備に当たっては積極的に木材を利用し、可能な限り国産材を使用
　　　　・各施設で使用する備品や消耗品について、木材を使用したものの利用を促進

　　②市が整備する公共建築物等における木材利用の目標
　　　○公共的建築物
　　　　・木造化の推進：建築基準法等による制限を踏まえ、木造化が可能な場合は積極的に木造化を図る
　　　　・木質化の推進：木造、非木造に関わらず、内外装の木質化を推進
　　　　・数値目標：新築及び改築の際の木材使用量を設定

　　　　・公共工作物の整備において、法令の基準や耐久性等を考慮の上、木材利用を促進

　　③その他関連事項
　　　○市以外が整備する公共的建築物への木材利用を誘導
　　　○特に、公社や補助金交付施設については、上記目標に準拠した木材利用に努めるよう積極的に誘導
　　　○方針に基づく先導的な事業の実施やホームページ等を活用して、木材利用のＰＲと普及促進

1. 方針策定の目的
　　　○地球温暖化の防止、国土の保全、水源のかん養、森林再生及び原産地域の林業・経済の活性化への寄与
　　　○木の価値や効果を高め、市民への快適な生活空間の提供
　　　○木材利用の促進による市内中小企業の活性化等に貢献

2. 方針の概要
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川崎市における木材利用方針

公共建築物等における木材利用促進に向けた取組

川崎市公共建築物等における木材の利用促進に関する方針（平成 26 年 10 月策定）の概要について
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木材利用促進に向けた取組

平成２６年１１月　基本協定締結 平成２７年６月　宮崎県木材利用技術センターを視察

川崎市木材利用促進フォーラムの設置

宮崎県との連携協定の締結

1. 目的
　公共建築物の木材利用の取組に加え、市内の民間建築物等における木材利用に関する建築技術・ノウハウの向上、情
報共有、木の価値などを高める木育等の取組を通じ、首都圏における消費地である本市の特徴と強みを活かして国産木
材の利用促進・普及を図ることを目的に平成２７年１０月に「川崎市木材利用促進フォーラム」（以下、「フォーラム」
という）を設置しました。

2. 構成と役割
○フォーラムの構成
　フォーラム内には、参加メンバー全員による総会に加え、設計、建築など各分野の横断的な連携による取組の方向性
の提示や情報共有、取組成果のとりまとめを行うための運営委員会の設置、各分野が有する課題等について実務的な検
討を行う作業部会を設置します。

○フォーラムを構成する分野
・　有識者　　　　　　　　　　
・　林業、木材業
・　資材メーカー
・　設計　　　　　　　　　　　
・　建設業　　　　　　　　　　
・　木育
・　行政団体　など

　川崎市と宮崎県は、互いの持つ資源や特性、強みを活かしながら連携・協力し、都市と地方で人やモノなどの好循環
化を進め、都市と地方の連携・協力による新しい価値の創造モデル（『崎－崎モデル』）を確立し、これを全国に示すと
ともに、それぞれの地域の活性化及び持続的成長に向けた取組を推進するため、平成 26 年 11 月に基本協定を締結し
ました。

1. 基本協定の内容
●国産木材等を活用した豊かなまちづくり　　　　
●活力や魅力のある産業づくり　　　　
●新しい未来を創造する人づくり

2. 基本協定に基づく取組
●国産木材利用に向けた普及啓発、
　木材利用技術等の向上など
●都市部における国産木材利用に向けた取組

 

・木材利用に関する技術力等の向上
・各分野が有する課題の整理
・先進事例の紹介などによる普及啓発
・ビジネスマッチング　など

企画
部会

木材資材
部会

設計
部会

建築
部会

木育
部会

運営委員会
・公共性等を有する

代表者
・各部会の部会長

川崎市木材利用促進フォーラム（総会）

民間建築物等における木材利用促進に向けた取組
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出典：木育ラボ http://mokuikulabo.info/about/ より

木育について

木育とは？

　木育とは、「市民や児童の木材に対する親しみや木の文化への理解を
深めるため、材料としての木材の良さやその利用の意義を学ぶ」ことを
示します。日本は世界最古の木造建築物である法隆寺に代表されるよう
に、世界屈指の木の加工技術を伝えてきた国でもあり、子供のころから
木に触れ、木で何かを作ることを通して、木と向き合うための手の技術、
木の文化を伝えていくことができます。
　一方で、暮らしの中からどんどん木の文化がなくなっていることも事
実です。木のもつ心地よさを五感で感じ暮らしに木を取り入れていくこ
とは、豊富な森林資源を有する日本の中で木の自給自足につながります。
　身近なところから暮らしに木を取り入れる取組のひとつとして、子育
てに木を生かすことがあげられます。子供が育つ環境に木を取り入れて
いくことで、木の良さ（魅力）を知ってもらう大きなきっかけにもなり
ます。
　木材利用を促進するうえでは、「木育」の取組を通じ、利用者に木の
良さやその利用する意義を理解していただくことが、重要となります。

「木を理解する」
木の良さ（魅力）、利
用の意義などを知る。

「木を利用する」
建物や家具、おもちゃ
など、木を暮らしに取
り入れる。

「今こそ、自由自在に遊ぶちからを、ふたたび人の手に」

木育事例紹介「木育キャラバン」

 

　そんな思いを抱く人の住まう地域こそが木育キャラバンの行く
先です。
　赤と緑のキャラバンボックスに木のおもちゃと遊びをギッシリ
詰め込んで、日本全国津々浦々・・あなたの町に、村に、おもちゃ
美術館がやってきます。

　日本全国世界各地から集めた、きわめて質の高い木製おもちゃが勢揃い。
一度にこれほど多くの種類に出会える機会は他にありません。
じかに触れて遊んで、木のおもちゃの温もりと楽しさを心行くまで感じて
ください。

　コンサート・大道芸・紙芝居・手品などから、例えばダンボールの秘密基
地づくり・手作りおもちゃコンテスト・なりきり変身あそび・音あそび・お
もちゃづくりなど、見て聴いて歌って踊って、みんなで遊べばもっと楽しい
遊びのライブステージ。

　キャラバン隊はいつも、ここから、やってきます。
　東京都心・四谷。閉校した築 80 年の小学校を利用した「東京おもちゃ美術館」はおもちゃと遊び文化が大集合！
すてきなグッド・トイに触れて、遊ぶことができるうえに、手づくりおもちゃ教室や、企画展、コンサートなどで
いつも親子連れを中心に大にぎわい。
　もちろんここは木育キャラバンの基地でもあります。キャラバンボックスのおもちゃたちを磨きながら、「次に
いくのはどこだろう？」と、隊員たちは楽しい計画を練っています。お近くにいらしたときは、ぜひお立ち寄りく
ださいね。

木のおもちゃが大集合！触れて遊んで「木育体験」

見る、聞く、参加する！遊びのライブステージ
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川崎市の木材利用事例紹介
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　1. キディ鈴木町・川崎
　住所　　：川崎区鈴木町3-2
　構造規模：木造 2階

　2. かんのん町保育園
　住所　　：川崎区観音1-10-3
　構造規模：木造 2階

　3. 小倉にこにこ保育園
　住所　　：幸区小倉4-15-8
　構造規模：木造 2階

　4. 茶々いまい保育園
　住所　　：中原区今井仲町369-1
　構造規模：木造 平屋

　5. ベネッセ元住吉保育園
　住所　　：中原区木月3-35-20
　構造規模：木造 2階

　7. 明日葉保育園武蔵新城園

　住所　　：高津区千年1026
　構造規模：木造 平屋

　8. 明日葉保育園鷺沼園
　住所　　：宮前区鷺沼1-6-3
　構造規模：木造 2階

　12. すぎのこ保育園

　住所　　：麻生区岡上71-3
　構造規模：木造 ２階

　9. 太陽の子保育園
　住所　　：多摩区栗谷2-16-14
　構造規模：木造ログハウス

　10. ココファン・ナーサリー登戸
　住所　　：多摩区登戸1612
　構造規模：木造 2階

　11. 小学館アカデミー西いくた保育園
　住所　　：多摩区西生田3-13-7
　構造規模：木造 2階

　6. 井田保育園

　住所　　：中原区井田1-26-33
　構造規模：SRC造/一部木造 平屋

川 崎 市 木 材 利 用 事 例 マ ッ プ

川崎駅

武蔵小杉駅

武蔵溝ノ口駅

登戸駅

新百合ヶ丘駅

川崎区

幸区

中原区

高津区

宮前区

多摩区

麻生区

　

　

　

　

　

　

　

　

1. キディ鈴木町・川崎

2. かんのん町保育園

11. 小学館アカデミー西いくた保育園



　住所　　：宮前区平1-6-1
　用途　　：小学校
　構造規模：木造 平屋

　14. 川崎市立向ヶ丘小学校わくわくプラザ

　15. 川崎市立川崎高等学校及び
　　  付属中学校
　住所　　：川崎区中島3-3-1
　用途　　：高等学校・中学校
　構造規模：RC造/一部S造 7階

　19.セレサモス (JA セレサ川崎大型農産物直売場 )

６

　16. 生田緑地東口ビジターセンター

　17.ON THE MARKS KAWASAKI
　住所　　：川崎区小川町17-1
　用途　　：ホテル・飲食店
　構造規模：SRC造/一部S造
　　　　　　地上6階、地下1階

　住所　　：中原区新丸子東-1135-1
　用途　　：商業施設
　構造規模：S造 地上4階、地下2階

　住所　　：麻生区黒川172
　用途　　：物流施設
　構造規模：木造 平屋

　18. グランツリー武蔵小杉

　13. 川崎市立大谷戸小学校

　住所　　：中原区上小田中1-27-1
　用途　　：小学校
　構造規模：RC造 4階

　住所　　：多摩区枡形7-1-4
　用途　　：展示場
　構造規模：RC造/一部木造 2階

　20. 明治大学黒川農場アカデミー棟
　住所　　：麻生区黒川2060-1
　用途　　：研修施設
　構造規模：木造 地上１階、地下１階

※県産材使用

※県産材使用

※県産材使用



　大規模な建築物や不特定または多数の人が利用する建築物では、火災が発生した場合、人命の危険性や周辺への被害
が広がる可能性が高くなります。建築基準法では、このような建築物に対して、地域・規模または用途に応じて耐火建
築物または準耐火建築物としなければならないことを規定しています。

　市街地での火災の危険を防ぐため、都市計画によって、「防火地域」
や「準防火地域」が指定されています（都市計画法第９条第２０項）。
川崎市では右図のとおり、地域の約半分がこれらの地域に指定されて
います。
　また、建築基準法では、これらの地域区分に応じた階数や規模を定め、
建築物の構造を制限しています。
　その他に、川崎市では、屋根からの火の粉による延焼を防止するため、
建築基準法の「２２条区域」を市全域に指定しています。

　地域による要件

4F

3F

2F

1F
100 ㎡

防火地域内の制限 ( 法第 61 条 ) 準防火地域内の制限 ( 法第 62 条 )

4F

3F

2F

1F
500 ㎡
1,500 ㎡

　規模による要件

　用途による要件〈抜粋〉

準耐火建築物 耐火建築物

準耐火建築物

耐火建築物

高さ、軒高

13ｍ、9ｍ超
(※)　

13ｍ、9ｍ以下

4～

3

2

1

階数

①1時間準耐火の措置等

①1時間準耐火の措置等
又は

②30 分の加熱に耐える措置等

3,000 ㎡
延べ面積

耐火建築物
その他の建築物

用途
耐火建築物とするもの

左記の用途に供する階 左記の用途に供する部分の
床面積の合計

準耐火建築物とするもの
左記の用途に供する部分の

床面積の合計

３階以上の階

３階以上の階

３階以上の階

病院、診療所 ( 患者の収容施設があ
るものに限る )、ホテル、旅館、共
同住宅、寄宿舎、下宿、児童福祉施
設など

百貨店、マーケット、展示場、カフェ、
飲食店、物品販売業を営む店舗など

学校

3,000 ㎡以上 2階部分の床面積の合計
500 ㎡以上

2,000 ㎡以上

2階に病室があるとき 2階
部分の床面積合計 300 ㎡以
上 (※1)

法規制の概要

７

大規模建築物の制限 ( 法第 21 条 )

※高さが 13ｍを超え、又は軒高が 9ｍを超える木造
建築物は、一定の防火上の基準を満たすことにより、
耐火建築物以外の建築物とすることができます。

※1  病院および診療所については 2階部分に患者の収容施設があるものに限ります
※2  平成 27 年 6月の法改正により、個別の建物における避難時間に応じた性能設計が可能となりました。詳細は「川崎市木材利用の手引き」にてご確認下さい

技術的基準適合建築物
又は準耐火建築物

その他の建築物

防耐火要件に関すること

川崎市の特徴について

川崎市の防火・準防火地域の指定状況



　建築基準法では、大規模な建築物や、火を使用する調理室や可燃物の多い自動車車庫、不特定多数の人が利用
する劇場や百貨店等の建築物について、その規模等に応じて壁や天井の室内に面する部分の内装を燃えにくい材
料で仕上げることを義務付けています。
　床と床面からの高さ 1.2ｍ以下の腰壁部分については内装制限は受けず普通の木材が使用できます。
　なお、学校等は火気使用室など一部のスペースを除き内装制限は定められておらず、内装仕上げに木材を使用
することが可能です。

内装制限のかかる居室内装制限のかかる廊下など

法規制の概要

８

①大臣認定材料 ( 不燃・準不燃・難燃材料 ) で木質化
②天井に準不燃を用い、他を木質化 ( 平 12 建告 1439)

内装制限に関すること

外装の制限に関すること

地域 部位 必要な措置

　防火地域

　準防火地域

　22 条区域

　屋根 ( 法第 22 条、第 63 条 )

　屋根 ( 法第 22 条、第 63 条 )

　外壁・軒裏(法第62条 )延焼のおそれのある部分

　屋根 ( 法第 22 条、第 63 条 )

　外壁 ( 法第 23 条 ) 延焼のおそれのある部分

　不燃材料等

　不燃材料等

　不燃材料等

　防火構造

　準防火性能を有する構造

□屋根、外壁等の措置

地域 用途 部位 範囲 必要な措置

　22 条区域

学校、劇場、映画館、集会場、
マーケット、公衆浴場等
自動車車庫 ( 用途に供する
床面積が 50 ㎡超 )
百貨店、共同住宅、病院、倉庫、
等 ( 階数が 2 であり、用途に供
する床面積が 200 ㎡超 )

外壁・軒裏 延焼のおそれ
のある部分

防火構造

□木造特殊建築物の外壁等 ( 法第 24 条 )

①性能規定化によって広がる木材の
外装への利用

②防火構造の外壁の表面に木材仕上
げが可能

内
装
に
木
を
よ
り
多
く

使
う
手
法
の
例

外
装
に
木
を
よ
り
多
く

使
う
手
法
の
例

　木造による耐火・準耐火建築物の事例

イメージパース 鋼材内蔵型 (ex：NS 守護神 120)

耐火被覆材
（不燃木材：薬剤処理スギ LVL）

心材
（H型鋼）

南陽市文化会館 燃え止まり型 (ex:COOL WOOD)

開発：新日鉄住金エンジニアリング ( 株 )・( 株 ) アサノ不燃開発：( 株 ) シェルター

表面
（木材）

燃え止まり層
（せっこうボード）

荷重支持部材
（木材）

出典：ここまでできる木造建築のすすめ

出典：ここまでできる木造建築のすすめ



木材利用に関するＱ＆Ａ

９

Ｑ
木造化・木質化をする上でコスト
を削減するための具体的な手法に
ついて教えてください。

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

規格材の使用や産地指定を行わな
いことなどによる材料費の削減、
寸法や形状の統一化による加工コ
ストの削減などが挙げられます。
また、外国産材と国産材、木材と
異種素材（スチールやアルミなど）
など、適材適所への使用により
トータルコストを削減することも
可能です。

構造種別によるコスト比較の結果
は、建物規模や耐火要件等によっ
て異なります。一般的に小規模な
建物であれば規格材など安価な材
料でつくれるため、木造がコスト
アップになるということはありま
せん。また木造は RC造やＳ造よ
り上部構造が軽いため、基礎コス
トが削減できる場合もあります。
その他、税制上の償却期間が早い
というメリットもあります。

事業内容により様々ですが、例えば、
構造・防火面などで先導的に優れた
設計または施工技術が導入されてい
る事業等については、国土交通省の
「木造建築技術先導事業」があります。
また、木造公共施設の整備や木材加
工流通施設等の整備については、林
野庁の「森林・林業再生基盤づくり
交付金」などがあります。最新の情
報についてはそれぞれのホームペー
ジ等で確認を行ってください。

木材を使用することで利用できる
補助金にはどのようなものがあり
ますか？

木を使うとコストが割高になるという
イメージがあります。実際のところど
のくらいの差がありますか？

Ｑ 外国産材と国産材のコスト差に
ついて教えてください。

Ａ 一般的に外国産材の方が国産材に
比べて安いというイメージがある
ようです。確かに、外国産材は供
給量が多く、成長が早いことなど
から、国産材と比べてコストは安
価となる傾向にあります。しかし
近年、外国産材は、不法伐採規制
が強まったことやリーマンショッ
クにより高値水準となっているこ
とや、一方国産材の需要の増加等
により以前に比べ外国産材との価
格差は減少しています。

Ｑ ＱＱ…コストに関するQ＆A …維持管理に関するQ＆A…法に関するQ＆A Ｑ …その他



木材利用に関するＱ＆Ａ

１０

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

木材や木質建材の規格・基準には
どのようなものがありますか？

木で耐火構造はできますか？

木造でも耐火建築物とすることは
可能です。方法としては、構造部
材を石膏ボードなどで防火被覆し
たメンブレン型、構造用集成材の
柱や梁の内部に石膏ボードやモル
タルなどで燃え止まり層を設けた
被覆型などがあります。鉄骨を集
成材などで被覆した木質ハイブ
リッド構造などもありますが、構
造的には鉄骨造になります。
木造での耐火建築物は、木造の耐
火部材の使用でその他の構造に比
べコストが割高となる傾向にあり
ます。

建築基準法では、構造耐力上主要
な部分に用いる木材は耐力上の欠
点がないことを求めており（第
41 条 )、指定建築材料の品質とし
て、日本工業規格 (JIS)、日本農
林規格 (JAS) や大臣認定の適合を
あげています。
JAS には「製材」「軸組工法構造
用製材」「集成材」「単板積層材」「構
造用パネル」「合板」「フローリン
グ」など、JIS には、「パーティク
ルボード」「繊維板」などの規格
があります。

Ｑ
木材を内装に使用する際、防火上
の制限等で気を付けることはあり
ますか？

Ａ

Ｑ
防火地域や準防火地域で木造は建
てられますか？また川崎市での指
定状況について教えてください。

Ａ建築基準法では、可燃物の多い用
途や排煙のための開口部がないな
ど、条件によって、壁と天井の室
内に面する部分の内装を燃えにく
い材料で仕上げることが定められ
ています。例えば、火を使用する
戸建住宅の調理室などは、最上階
にある場合を除き、その居室を準
不燃材料で仕上げなければなりま
せん。床については制限を受けな
いため、木材をそのまま使うこと
ができます。

防火地域や準防火地域では、その
建物の規模に応じて、耐火建築物
や準耐火建築物としなければなり
ませんが、木造でも木造耐火部材
の使用や燃えしろ設計等により耐
火建築物や準耐火建築物を建てる
ことは可能です。なお、市街化の
進んだ川崎市は市内の約半分が防
火地域と準防火地域で占められて
います。



木材利用に関するＱ＆Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

木造住宅をシロアリから守るには
どうすればよいのですか？

外壁に木材を貼ろうと考えていま
す。どのようなメンテナンスが必
要になりますか？

木は腐りやすいと思いますが、屋
外で使うにはどうしたらよいです
か？

木材を屋外で使用する際には、使
用場所や腐食に配慮が必要です。
使用場所の工夫としては、雨風や
紫外線等による影響の少ない軒裏
や軒下の外壁などに使用すること
が大切です。また防腐処理の方法
として、熱処理加工や防腐薬剤の
注入などにより耐久性を向上させ
ることも考えられます。

雨かかりに木材を使用している場
合は腐朽について注意が必要で
す。塗装が剥げると雨水が侵入し、
木の内部が腐るため、定期的な点
検を行い、必要に応じて再塗装が
必要となります。その他の部位に
おいても塗装仕上げの場合は塗料
の耐久性に応じた塗装メンテナン
スが必要です。また、木のねじれ
変形や固定金物劣化などに対して
も、定期的な点検修理などが必要
です。

シロアリは湿気を好むため、湿気
を防ぎ通風性を良くすることが重
要です。イエシロアリは湿気が少
なくても生息するため、地面に近
いところは耐蟻性の高い樹種の芯
材を使用することが必要です。ま
た、防蟻剤、防蟻シートの敷設、
べた基礎の採用や床下や水回り部
などシロアリの加害範囲に金網や
特殊な粒径サイズの粒状物などを
設け、物理的にシロアリの接近を
防ぐのも対策として有効です。
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Ｑ 腐りにくい木、堅くて傷つきにく
い木を探しています。国産材でお
すすめのものはありますか？

腐りにくい樹種としては、ヒノキ
やヒバなどが、硬い樹種としては
クリ、サクラ、タモ、ナラなどが
あります。また一般的に、広葉樹
は針葉樹に比べ表面が硬いという
特徴があります。最近では表面が
やわらかい針葉樹でも特殊な加工
によってその硬度を上げることも
できるようになっています。

Ａ

Ｑ ＱＱ…コストに関するQ＆A …維持管理に関するQ＆A…法に関するQ＆A Ｑ …その他



木材利用に関するＱ＆Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

木を使う事によって、どのような
効果があるのですか？

最近「木育」という言葉をよく耳
にしますが、どのような意味か教
えてください。

木造床の場合、下階への音が問題とな
りますが、遮音性を上げるため、どの
ような工夫をしたらよいですか？

木造床はコンクリート造の床に比べ
ると床の重量、剛性が極端に低いた
め、下階に音が伝わりやすくなって
しまいます。床材の合板や根太同士
を接着させ剛性を高めたり、床に空
気層や遮音材を設ける方法などがあ
ります。また下階の天井を床と切り
離し、独立型の遮音天井とすること
などにより、下階への音の影響を低
減することができます。

木はその体積の約半分が炭素とい
われていますが、ＣＯ2を吸収し、
成長過程で炭素（Ｃ）として体内
に蓄える働きがあります。木が製
品として使われている間もその炭
素は蓄えられています。そのため、
木を伐採・使用し、新たに植樹す
るという健康な森のリサイクルを
維持することで、地球温暖化防止
に貢献できます。また木材には調
湿効果があり、温かく、やわらか
いという点で、心身へも良い影響
を与えます。

木育という言葉は 2004 年に北海
道でうまれた言葉です。木のおも
ちゃは子どもの五感に働きかけ、
感受性豊かな心の発達を促す効果
があります。昔に比べ、暮らしの
中からどんどん木の文化が減って
いる今、子供が育つ環境に木を積
極的に取り入れることで、改めて
木の良さを知ってもらい、日本の
木の文化・技術の継承につなげて
いこうという取組です。

例えば住宅規模のプレカット機で
は材幅 150mm×材高さ 450mm
（加工長さ 6m）、中大規模のプレ
カット機では材幅 180mm×材高
さ 600mm～材幅 300mm×材高
さ 625mm（加工長さ 8m）まで
加工が可能です。
木質構造設計の際には、あらかじ
め加工製作・組立できる寸法を把
握しておくことが重要です。

木造住宅を計画中です。製材や工
場で製作可能な住宅用製材寸法を
教えてください。
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