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１ 方針策定（改訂）の趣旨

木材は、調湿性に優れ、断熱性が高く、リラックス効果があるなど、人にや

さしい、心安まる素材であるとともに、再生可能な省エネ素材です。木材利用

を推進することは、森林の持つ多面的機能の発揮を通じた地球温暖化の防止や

資源循環型社会の形成とともに、林業・木材産業の成長産業化につながり、地

方創生に寄与することが期待されます。

従来の小規模な住宅分野においては、木造の普及促進の取組がなされてきた

一方で、比較的規模の大きい公共建築物においては、これまで、木造で建てら

れることが少ない状況にありました。

このため、本県では、平成９年度に「公共施設の木造・木質化指針」を策定

し、木材利用の促進に着手し始め、平成15年度に「県有施設の木造化に関する

基準」へと改定し、木材利用を推進してきました。さらに、平成22年の「公共

建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の施行及びこれに基づく基

本方針の制定を受け、同基準を盛り込んだ「とちぎ木材利用促進方針」を策定

しました。

近年、建築基準法等の改正により大規模な公共建築物等への木材利用が地域

活性化にも効果的であるとの認識が定着しつつあり、学校施設などへの木材利

用が広がりをみせています。

今般、「とちぎ創生１５戦略」において、林業・木材産業の成長産業化を戦

略の一つに掲げるとともに、ＣＬＴ（直交集成板）について、建築基準法改正

等により、一定の条件の下活用が認められ、木造建築への可能性が広がったこ

とから、これまでの成果を検証し、併せて今後の課題を検討するとともに、木

造・木質化のための具体的な方法を例示するなど、より実効性のある内容に見

直すこととしました。

この度の「とちぎ木材利用促進方針」の改訂により、公共建築物等における

木材利用を拡大し、県民の快適な生活環境の創出と木材利用への理解促進、さ

らに木材利用量の拡大による森林資源の循環利用を促進していきます。
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木造計画・設計基準 ～国土交通省大臣官房官庁営繕部～ （平成23年５月10日制定）
構造体に用いる木材は、原則ＪＡＳ材又は一定の品質性能等を満たす木材とする

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律 （平成22年10月１日施行）
国及び地方公共団体は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

公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針 （H22年10月４日制定）
「低層の公共建築物は原則木造化」「高層・低層に関わらず内装等の木質化」

法律

基本方針

基準

公共建築物の防耐火に係る経緯（戦後～）

都市建築物の不燃化の促進に関する決議 （昭和25年４月30日衆議院決議）

○新たに建設する官公庁等は、原則として不燃構造とすること （※同国会で建築基準法制定）

官庁営繕法（官公庁施設の建設等に関する法律） （昭和26年法律第181号）

○上の決議を受け、第７条において庁舎の構造（防耐火）を規定 （同じ年に森林法制定）

建築防災に関する決議 （昭和34年日本建築学会）

○防火、耐風水害のための木造禁止

国

公共施設の木造・木質化指針 （平成９年）

→ 県有施設の木造化に関する基準 （平成15年）

「県産材需要拡大推進会議」の設置 （平成９年）

～庁内関係各課で組織～

県

技術革新・法令等改正

スポーツ施設

鉄道車両
国 日本工業規格

JIS A 3301
建築基準法 CLT

耐火部材

とちぎ木材利用促進方針改訂 （平成28年）県

とちぎ木材利用促進方針 （平成23年）県
統合

２ 木材利用促進に関する経緯
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（目的）

第１ 「とちぎ木材利用促進方針」(以下「方針」という。)は、木材に触れ、木材の良さを体感でき

る機会を広く県民に提供し、人と環境にやさしい木材の特性について理解を深め、もって地球温

暖化の防止、循環型社会の形成、林業・木材産業の成長産業化に寄与することを目的とする。

（対象施設等）

第２ 方針においては、県及び県の補助を受けて市町・民間法人等が整備する公共建築物、公共土木

施設等、庁用物品等を対象とする。

（公共建築物における利用）

第３ 公共建築物については、別に定める「県有施設の木造・木質化に関する基準」に即し、木造化

及び内装等の木質化を図るものとする。

（公共土木施設等における利用）

第４ 治山・河川・公園施設などの公共土木施設等については、木材の特性を活かしながら施設の特質

や用途に応じ、木材の利用を図るものとする。

（庁用物品等への利用）

第５ 机、椅子、書庫などの庁用物品等については、とちぎ材の認知度向上への寄与も考慮しながら、

木材の利用を促進するものとする。

（補助事業における利用促進）

第６ 市町、民間法人等が県の補助を受けて整備する施設については、第３から第５に即し、木材の

利用について十分な配慮がなされるよう求めるものとする。

（使用木材）

第７ 対象施設等に使用する木材は、県産出材を基本とし、公共建築物における使用木材は、原則

JAS材又はJAS相当材とする。

（木材使用量の目標）

第８ 県有施設における木材使用量の目標は、公共建築物・公共土木施設等合わせて3,000m3/年とす

る。

（庁内の推進体制）

第９ 県産材需要拡大推進会議を開催し、木材利用の促進に向けた連絡調整を図るものとする。

（建築物等への工夫）

第10 建築物等における木材利用をより進めるため、設計上の工夫や大規模建築における長期計画等

を推進する。

（その他）

第11 木材の利用・調達に当たっては、「栃木県公共事業環境配慮指針」及び「栃木県グリーン調達

推進方針」に基づき行うものとする。

３ とちぎ木材利用促進方針

対象施設

県有施設の木造・木質化に関する基準 使用木材：県産出材が基本

（※公共建築物：ＪＡＳ材等）

基準の運用

木造建築推進のための工夫
設計（構造・架構等）・ 長期計画・材料調達・発注方式

公共建築物

～学校、体育館、幼稚園、福祉施設等～

庁用物品等

～机、椅子等 ～

県有施設
（県直営）

市町・法人施設
（補助事業）

県有施設
（県直営）

市町施設
（補助事業）

公共土木施設等
～治山・河川・公園施設等～

とちぎ木材利用促進方針

木材使用量の目標：3,000m3/年

～公共建築物 公共土木施設等の合計～
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４ 方針に基づく木材利用促進の基本的考え方

（１）公共建築物

とちぎ材の建築用材としての利用を促進するため、公共建築物については、「県有施設

の木造・木質化に関する基準」に即し、木造・木質化を図ります。

材料の選択や設計方法を工夫することによって、相当規模の施設においても木造化や内

装の木質化が十分可能です。

特に、地域のシンボルや観光PR効果が期待できる教育施設、文化・交流施設などは、地

域の要望や立地条件などを建築物に反映させるため、基本計画の策定から実施設計に至る

まで、地域及び関係者との密接な連携や協力のもとに進めることが大切です。

（用語の定義）

第１ この基準に使用する用語の定義は、次の各号のとおりとする。

（１）「県有施設」とは、県が事業主体となり、整備する施設をいう。

（２）「建築」とは、県有施設の新築及び増改築をいう。

（３）「木造化」とは、建築する施設の構造耐力上主要な部分（柱・梁・桁等）が木造

であることをいう。また、木造には集成材仕様を含むものとする。

（４）「木質化」とは、建築する施設の内外装を木資材で施工することをいう。

（５）「県産出材」とは、県内の森林から産出し、かつ産地証明された木材をいう。

（木造化の基準）

第２ 県有施設の建築にあたっては、以下（１）～（３）に掲げる場合を除き、

「２階建て以下、かつ延べ面積3,000m2以下」の施設は、木造を基本とする。

（１）建築基準法等により、施設が耐火建築物となって木造化が困難な場合

（２）施設の性格・内容及び構造・部材に要求される性能・耐久性等により、木材の利

用が困難な場合

（３）施設の維持管理及びその他の理由により、木材の利用が適切でないと認められる

場合

２ 上記の階数、規模を超える施設についても、建築物の用途、利用形態、立地条件等

を考慮し、構造、防火性能等を確保した上で、構造躯体の全部又は一部位の木造化に

努めるものとする。

（木質化の基準）

第３ 木造、非木造の建築物に関わらず、木材の使用が可能な部分については、積極的に

木質化を図るものとする。

（県産出材の使用）

第４ 木造・木質化を行う際に使用する木材については、県産出材を使用することを基本

とする。ただし、部材、構造性能により、県産出材による供給が不可能な場合には、

この限りではない。

県有施設の木造・木質化に関する基準
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（県有施設の木造・木質化に関する基準の適用除外について）

第１ 基準第２に示す木造化が困難な場合とは、下記をいう。

（１）防火地域 階数３以上又は延べ面積100m2を超える場合

（２）準防火地域 階数４以上又は延べ面積1,500m2を超える場合

（３）その他 建築物の用途・階数・規模により、耐火建築物とする必要がある場合等

費用対効果の観点上、木造が適当でない場合

（木造化を推進する施設）

第２ 木造化を推進する施設は、次のとおりとする。特に、延べ面積1,000㎡(300坪)未満の施

設については、木造化を原則とする。

教育施設、社会教育施設、福祉施設、医療施設、農林業施設、研究研修施設、公園施設、

文化・交流施設、庁舎・警察施設、住居施設、スポーツ施設、その他シンボル的施設

例示）校舎、体育館、図書館、公民館、集会所、幼稚園、認定こども園、保育所、車庫、

自転車置場、倉庫、介護施設、農林産物販売所、店舗、畜舎、休憩所、トイレ、四阿、

庁舎、事務所、共同住宅、競技場 、武道館、弓道場、プール、県内外に向けた魅力発信

が見込まれる駅や観光地など“おもてなし空間”等

（構造、防火性能を確保した木造化の例）

第３ 基準第２の２項における木造化の例は、次のとおりである。

（１）耐火性能認定部材(１時間・２時間耐火など)を使用する。

（２）RC(鉄筋コンクリート)造やS(鉄骨)造との混構造(ハイブリッド)とする。

（木質化を推進する施設）

第４ 木質化を推進する施設は、全ての施設とする。

（木質化にあたり考慮すべき事項）

第５ 壁面を木質化するときは、壁面面積の30%程度となるよう努める。

２ 内装制限を受ける施設については、一部(避難経路・火気使用室等)を除き通常の木材が

使用可能であることから、床、腰壁部分の木質化に努める。

３ 内装制限を受けない施設(校舎・体育館等)については、特に積極的な利用に努める。

４ 通常の木材が使用困難な建築物については、国土交通大臣が認定した防火性能を有する

木材(不燃材料、準不燃材料、難燃材料)の使用に努める。

（基準の適用等について）

第６ 基準に基づく木造・木質化の実行性を担保するため、施設整備を計画する所管課は、あ

らかじめ基準の適用等について、原則として県産材需要拡大推進会議「公共建築事業部会」

において、事前調整を行うものとする。

県有施設の木造・木質化に関する基準の「運用」について
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（２）公共土木施設等

公共施設の外構、自然公園施設や、都市公園施設内の四阿などに木材を利用することは、

その柔らかみや温もりを適切に活かすことができます。

また、公共土木工事においては、道路沿線の緑化木支柱、道路法面や山腹法面の緑化と合

わせた木柵への利用、公園やポケットパーク内の木道、丸太階段、歩行者用防護柵への利用、

治山工事等での残置式間伐材型枠への利用など、木材のもつ人に安らぎを与える心理的・視

覚的効果を活かし、景観に配慮した利用法もあります。

さらに、自然環境や生態系への影響の少ない自然素材としての特性を、工事内容に応じて

活かすことが大切です。河川工事においては、木材が自然素材であることから、生態系に配

慮した潤いのある水辺環境の創造が可能です。

以上のように、公共土木施設等の整備において、県産出材を利用することは、森林資源を

有効に活用するとともに、郷土を愛する心を育む等の波及効果が期待できることから、より

一層の利用拡大に努めます。

＜対象施設＞

（１）自然・都市公園施設

（２）観光施設

（３）道路・林道施設

（４）治山施設

（５）河川・砂防施設

（６）農業土木・水利施設

建築基準法や消防法等の法令、施設の個別的特質から木材を使用できない場合でも、机・

椅子等の物品として木材を利用することは可能です。

また、屋内掲示板等の事務用品など、庁用物品等への木製品の導入は、木材の普及啓発に

貢献するだけでなく、職場内に精神的な潤いをもたらす効果もあります。

このため、自然素材で環境への負荷の少ない木材を原料とした事務用品等への木材利用も

推進します。

（３）庁用物品等

＜事例＞

（１）机・椅子

（２）テーブル・ベンチ

（３）書庫・カウンター

（４）パーテーション

（５）展示台・掲示板・案内板

（６）プランター・花壇枠

（７）名刺・名札
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ア 県産出材の使用

公共建築物、公共土木施設等、庁用物品等で使用する木材は、素材(原料となる木材)が

栃木県産であり、その産地証明(＊)がなされた木材とします。

ただし、製材及び加工(柱・梁等に加工することや集成材・合板等に加工すること)は、

栃木県内外を問いません。

＊「栃木県産出材証明制度」

管理主体：栃木県森林組合連合会、栃木県木材業協同組合連合会

素材生産業者から原木市場・製材工場・流通業者へと順次経由する証明体制

（＝木材のトレーサビリティー）であり、需要者に安心・適正な産地証明された

県産出材が届くシステム

（４）使用木材

イ 使用木材の規格及び種類・使用部位

公共建築物に使用する木材の規格は、原則JAS(日本農林規格)材又はJAS相当材(＊1)と

し、品質・寸法精度・乾燥度合(含水率)における一定基準を満たす木材とします。(注)

公共建築物の木造・木質化に使用する木材料は、構造(軸組・パネル・ラーメン等)、

架構形式(トラス・張弦梁等)、接合部形式、建築物の種類、内外装等の意匠等に適合す

る種類の製品(＊2)を選定して使用します。

＊1「JAS相当材」

・栃木県木材業協同組合連合会「格付士」により評価（目視等級区分）された木材

・公的機関又は認定されたグレーディングマシン（性能評価機器）により評価（機

械等級区分）された木材

(注)法令等によりJAS材の使用が求められる場合は、JAS相当材の使用はできません。

＊2 本県の特徴である「無垢材」を基本に、「集成材・CLT（直交集成板）・耐火部材」

などを、柱・梁桁など軸材料、壁・床・天井パネルなど面材料として適材適所に用

いる。
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（５）木材使用量の目標

ア 木材需給に関する国・県の情勢

農林水産省が平成21年に策定した「森林･林業再生プラン」では、木材の安定供給と利

用に必要な体制を整備することで「木材自給率50％」の実現を目標に掲げています。

県では、平成28年３月に「とちぎ森林創生ビジョン」を策定し、「民有林の素材生産量

で20万m3の増産（製品換算：約10万m3 ）」を５年後の目標とし、まさに利用期を迎えた森

林資源の循環利用を推進していくこととしています。

イ 木材使用量の拡大

建築物は多くの木材を効率的かつ効果的に使用できることから、木材使用量の拡大を図

るため、公共建築物の木造・木質化に積極的に取り組むこととします。

従来、ＲＣ造(鉄筋コンクリート造)やＳ造(鉄骨造)で建設されることの多かった建築物

の木造又は混構造化に努めるとともに、既存施設の改修等を含め、木材を使用する用途

（部位）の拡充に努めるものとします。

さらに、公共土木施設等や、庁用物品等についても木材利用の拡大に努めます。

ウ 県有施設（公共建築物、公共土木施設等）における目標設定

木材使用量の目標は、県有施設における公共建築物や公共土木施設等を合わせた単年度

当たりの木材使用量の合計値とし、木材需要に関する国・県の情勢及び今後の木材使用量

の拡大を考慮の上設定し、様々な施設での木材の利用拡大に向け取り組んでいくこととし

ます。

木材使用量の目標 ３，０００ｍ３/年
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４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

（６）推進体制

次の体制により、公共施設の木造・木質化を推進します。

地区推進会議は、県産材需要拡大推進会議と連携を図り、次の内容に取り組みます。

① 地域内の木造木質化の推進

② 地域の木材の利用促進を図るための課題等についての検討

③ 地区推進会議の検討内容等についての県産材需要拡大推進会議への情報提供

県産材需要拡大推進会議（本庁）

実績・計画集計

（４～５月）

幹事会

（６～７月）

本会議

（７～９月）

各部会

① 前年度実績を評価

② 当年度実施計画案の検討

③ 建築物の将来計画の把握

④ 木材利用推進に関する課題の検討

① 県産材の需要拡大に必要な総合対策について

② 公共施設の木造・木質化の促進

③ 建築物の将来計画の情報共有

④ 木材利用推進に関する情報交換

（公共建築事業・公共土木部会の開催）

① 木材利用推進に関する課題の検討

② 専門的事項の検討及びその情報の提供

③ 公共建築事業部会で次々年度以降に計画する

施設について事前調整

県産材需要拡大地区推進会議（出先）
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◌ 委員長 ：副知事
◌ 副委員長：環境森林部長
◌ 委員 ：各部局幹事課長等（１２部局２課）

○ 推進会議の構成

【木材利用推進体制】

県産材需要拡大推進会議

総合政策部次長
経営管理部次長
県民生活部次長

環境森林部次長

保健福祉部次長

産業労働観光部次長
農政部次長
県土整備部次長
会計局参事兼会計管理課長

企業局次長

教育次長
警察本部警務部長
財政課長
市町村課長

環境森林部次長（参事）

・事務局：林業振興課

委 員

◦ 幹事長：林業振興課長

◦ 幹 事：関係課室長補佐（３８課）

幹事会

・事務局：林業振興課

総合政策部 ：総合政策課・地域振興課

経営管理部 ：文書学事課・管財課

県民生活部 ：県民文化課

保健福祉部 ：保健福祉課・医療政策課

高齢対策課・障害福祉課

こども政策課

産業労働観光部：産業政策課・観光交流課

農政部 ：農政課・農村振興課

畜産振興課・農地整備課

県土整備部：監理課・技術管理課・交通政策課

道路整備課・道路保全課・河川課

砂防水資源課・都市整備課・建築課

住宅課・総合スポーツゾーン整備室

会計局 ：会計管理課

企業局 ：経営企画課

教育委員会：総務課・施設課・生涯学習課

スポーツ振興課

警察本部 ：会計課

環境森林部：環境森林政策課・自然環境課

林業振興課・森林整備課

◦ 部会長：森林整備課長
◦ 部会員：部会構成課担当者（１４課）

<公共土木部会>

農政部 ：農政課・農地整備課

県土整備部：監理課・技術管理課

交通政策課・道路整備課

道路保全課・河川課

砂防水資源課・都市整備課

環境森林部：環境森林政策課・自然環境課

林業振興課・森林整備課

◦ 部会長：林業振興課長
◦ 部会員：部会構成課担当者（９課）

<公共建築事業部会>

経営管理部：管財課

県土整備部：監理課・建築課・住宅課

教育委員会：総務課・施設課

環境森林部：環境森林政策課・自然環境課

林業振興課

その他 ：関係課

◌ 地区会議委員長： 環境森林事務所長又は森林管理事務所長
◌ 地区会議委員 ： 委員長が依頼した県出先機関の長

委員長が依頼した管内の市町長が指名した者

県産材需要拡大地区推進会議

・事務局：環境森林事務所又は森林管理事務所

○ 地区推進会議の構成：県出先機関・市町

情報提供・連携 ○公的試験研究機関

栃木県林業センター

○大学・民間建築研究機関

構造士・建築士

技術的支援・アドバイザー

・事務局：森林整備課 ・事務局：林業振興課
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（１）設計上の工夫

５ 木造建築推進のための工夫
本県の特徴である無垢材を活かした材料選定や構造等における設計上の工夫を、以下

の（１）に示しました。

また、規模が大きくなる公共建築物では、木材の乾燥・加工の期間が不十分となるこ

とが課題となっていることから、改善策として、長期計画の重要性や材料調達・発注方

式における工夫について、以下の（２）に記載しました。

③ 架構形式の工夫

構造材での特殊材の利用を抑え、定
尺材で対応するためには、横架材が極
端に荷重を負担するような構造をとら
ないための配慮が必要です。また、上
下階が極端な間崩れをしないように柱
の直下率を高くすることも有効です。
（トラス工法、重ね梁、積層材）

① 一般流通材・定尺材の活用

一般的に調達できる流通材を活用
し、その中でも伐採時の伐り無駄が
少なく生産コストが抑えられている
定尺材の使用を原則とします。

なお、設計において工夫すること
で、小断面の規格材から大型の組立
て部材を製作し、大空間（スパン）
の構成が可能になります。

〔 平行弦トラス 〕

〔 山形トラス 〕

② 複合構造の活用

建築基準法の規制など考慮すべき点について、
鉄筋コンクリート造等との混合構造とすること
で問題を解決することができます。

なお、混合構造では、
異種構造間の接合強度の
確保が重要です。
（１階RC造・２階木造等）

〔 張弦梁 〕

〔 アーチ 〕

〔 ラチスドーム 〕

ストレストスキンパネル
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参考：こうやって作る木の学校(2010)文部科学省・農林水産省

⑤ 接合部の工夫

木材特性（めり込み・せん断性能）を活かした木材

同士をつなぐ接合部（仕口・継手）の採用と加工形状

等の統一化により、施工性・工期短縮が期待できます。

また、生産においては、あらかじめ工場で加工する

プレカット工法を採用すると、工期の短縮や、加工精

度の向上につながります。

プレカット

特殊加工

④ 適材適所の木材利用

使用木材の選定においては、建物のどこに、

もしくは何に(用途)使うかをよく考慮し、適す

る材を適する場所に使用することが大切です。

構造材においては、本県の特徴である優良な

無垢材を主体に活用し、大・中断面や長尺の特

殊な材については集成材を採用することが有効

です。また、本県の間柱は一般的な価格である

にもかかわらず、品質が高く、強度性能に優れ

ており、有効活用が期待できます。

内装を木質化する場合は、部位（天井・壁・

床）に応じて材の樹種（スギ・ヒノキ）、グレ

ード等（節の有無）を選択するなど、合理的に

行うことが必要です。また、腰壁・垂れ壁は、

設計上耐力要素として計上されていませんが、

化粧性だけでなく、強度性能

の面から準耐力壁の機能を

見込めます。
大断面・長尺

… 集成材

通常の梁・柱

… 無垢材

部材を部分的に取替え可能にすること
は、建物の長寿命化やライフサイクルコ
ストの低減につながります。

外部に木材を利用する場合は、薬剤処
理剤の使用のほか、軒先を深くするなど
風雨や紫外線の影響をできるだけ避ける
ことも効果的です。

高い基礎

深い軒

木部の保護

⑥ 維持管理に配慮した設計

風雨や紫外線の影響防止

外壁材等の腐朽防止

又は、木材保護塗料剤の塗布

薬剤処理材

接合部の現し化

柱脚の腐朽防止

雨水のはね返り防止

⑦ 防音・遮音対策

木材による壁・床仕様では、面密度を

上げることが重要であることから、スギ

・ヒノキの場合、厚みを増す方法をとる

また、２階の物音を階下に伝わりにく

くするためには、１階をRC造にして、

1階の天井部分をコンクリートにする工夫

も有効です。

構造の工夫が、防音にもつながる

グレード

（節の有無）

参考：こうやって作る木の学校(2010)文部科学省・農林水産省

⑤ 接合部の工夫

木材特性（めり込み・せん断性能）を活かした木材

同士をつなぐ接合部（仕口・継手）の採用と加工形状

等の統一化により、施工性・工期短縮が期待できます。

また、生産においては、あらかじめ工場で加工する

プレカット工法を採用すると、工期の短縮や、加工精

度の向上につながります。

プレカット

特殊加工

④ 適材適所の木材利用

使用木材の選定においては、建物のどこに、

もしくは何に(用途)使うかをよく考慮し、適す

る材を適する場所に使用することが大切です。

構造材においては、本県の特徴である優良な

無垢材を主体に活用し、大・中断面や長尺の特

殊な材については集成材やＣＬＴを採用するこ

とが有効です。また、本県の間柱は一般的な価

格であるにもかかわらず、品質が高く、強度性

能に優れており、有効活用が期待できます。

内装を木質化する場合は、部位（天井・壁・

床）に応じて材の樹種（スギ・ヒノキ）、グレ

ード等（節の有無）を選択するなど、合理的に

行うことが必要です。また、腰壁・垂れ壁は、

設計上耐力要素として計上されていませんが、

化粧性だけでなく、強度性能

の面から準耐力壁の機能を

見込めます。
大断面・長尺

… 集成材

通常の梁・柱

… 無垢材

部材を部分的に取替え可能にすること
は、建物の長寿命化やライフサイクルコ
ストの低減につながります。

外部に木材を利用する場合は、薬剤処
理剤の使用のほか、軒先を深くするなど
風雨や紫外線の影響をできるだけ避ける
ことも効果的です。

高い基礎

深い軒

木部の保護

⑥ 維持管理に配慮した設計

風雨や紫外線の影響防止

外壁材等の腐朽防止

又は、木材保護塗料剤の塗布

薬剤処理材

接合部の現し化

柱脚の腐朽防止

雨水のはね返り防止

⑦ 防音・遮音対策

木材による壁・床仕様では、面密度を

上げることが重要であることから、スギ

・ヒノキの場合、厚みを増す方法をとる

また、２階の物音を階下に伝わりにく

くするためには、１階をRC造にして、

1階の天井部分をコンクリートにする工夫

も有効です。

構造の工夫が、防音にもつながる

グレード

（節の有無）

面材 … CLT

参考：こうやって作る木の学校(2010)文部科学省・農林水産省

⑤ 接合部の工夫

木材特性（めり込み・せん断性能）を活かした木材

同士をつなぐ接合部（仕口・継手）の採用と加工形状

等の統一化により、施工性・工期短縮が期待できます。

また、生産においては、あらかじめ工場で加工する

プレカット工法を採用すると、工期の短縮や、加工精

度の向上につながります。

プレカット

特殊加工

④ 適材適所の木材利用

使用木材の選定においては、建物のどこに、

もしくは何に(用途)使うかをよく考慮し、適す

る材を適する場所に使用することが大切です。

構造材においては、本県の優良な無垢材を主

体に活用し、大・中断面や長尺の特殊な材につ

いては集成材やＣＬＴを採用することが有効で

す。また、本県の間柱は一般的な価格であるに

もかかわらず、品質が高く、強度性能に優れて

おり、有効活用が期待できます。

内装を木質化する場合は、部位（天井・壁・

床）に応じて材の樹種（スギ・ヒノキ）、グレ

ード等（節の有無）を選択するなど、合理的に

行うことが必要です。また、腰壁・垂れ壁は、

設計上耐力要素として計上されていませんが、

化粧性だけでなく、強度性能

の面から準耐力壁の機能を

見込めます。
大断面・長尺

… 集成材

通常の梁・柱

… 無垢材

部材を部分的に取替え可能にすることは、
建物の長寿命化やライフサイクルコストの
低減につながります。

外部に木材を利用する場合は、薬剤処理
剤の使用のほか、軒先を深くするなど風雨
や紫外線の影響をできるだけ避けることも
効果的です。

高い基礎

深い軒

木部の保護

⑥ 維持管理に配慮した設計

風雨や紫外線の影響防止

外壁材等の腐朽防止

又は、木材保護塗料剤の塗布

薬剤処理材

接合部の現し化

柱脚の腐朽防止

雨水のはね返り防止

⑦ 防音・遮音対策

木材による壁・床仕様では、面密度を上

げることが重要であることから、スギ・ヒ

ノキの場合、厚みを増す方法があります。

また、２階の物音を階下に伝わりにくく

するためには、１階をRC造にして、1階の

天井部分をコンクリートにする工夫も有効

です。

構造の工夫が、防音にもつながる

グレード

（節の有無）

面材 … CLT

-13-



（２）長期計画・材料調達・発注方式の工夫

使用木材の産地・樹種・品質等の指定に基づく発注においては、工期の制
約もあり、受注後に、設計・使用要件を満たすことは、非常に困難

部材及び構造体としての低品質化
受注後の原材料調達では、乾燥・加工・製品化の期間が不十分
ひいては、構造体の品質の低下を招く

大規模建築で発生する問題

一般的な建築工事フロー

基本設計
↓

実施設計
↓

発注・受注
↓

部材原材料調達
↓

乾燥・加工
↓

部材完成
↓

建築・施工

スムーズかつ安心できる建築のための改善策

◎
重
要

×
遅
い

特に中大規模木造建築物では、大量かつ特殊な規格の木材が必要となるため、使用する

木材製品量（設計数量）に対する原料（丸太）の量を理解しておくことが重要です。

使う製品の量に対して

２～３倍の原料が必要！

① 原料（原木丸太）と製品（製材・集成材）との量的指標

建築物の構法、構造に応
じ、使用木材の規格・乾
燥・性能などが大きく変動
するため、早い段階（基本
設計等）から事業計画に携
わることが重要

発注後の原材

料調達・製品加

工では、上記の

問題によりス

ムーズな施工に

支障を来す

木材製品量

１００m3

原料となる丸太の量

２００～３００m3

- 14 -



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

事業費概算決定 事業費承認

● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

第1期伐採

● ● ● ● ●

上棟式 竣工

● ● ●

乾燥、製材、木材強度試験（※）

参考資料：こうやって作る木の学校～木材利用の進め方のポイント　～　文部科学省・農林水産省　　　※：必要に応じて実施

実施設計　１１ヶ月プロポーザル、基本設計　５ヶ月

改築工事　１９ヶ月

施工業者へ引渡森林組合から町へ引渡
第2期伐採

（不足分）

H24

検討委員会の立上げ 木造に決定 基本設計概要説明会

H21 H22 H23

検討

設計

伐採
製材

工事

② 長期計画の重要性

１年目 ２年目 ３年目 ４年目

－
1
5

－

建築物の構造・架構に応じ、使用木材の規格・乾燥・性能などが大きく変動します。無理な材料調達や施工は、木部材及び構造体の

品質低下を招くことから、複数年に及ぶ長期計画が必要です。

材料購入型 材料供給型

工事とは別に木部材について木材団
体（県木連・県森連）や企業グループ
（川上から川下に至る一連の企業）等
へ発注し、材料（製品ベース）の確保
を先に済ませる方式です。供給型との
併用可。

発注者側が事前に準備（製作請負、
又は自己調達加工保管）してきた木部
材（半完成品）の供給を受注条件に設
定し、落札後受注者に引き渡す方式で
す。（建設事例：茂木中学校）
＊県有林など公有林等の活用

発注後の原材料調達・製品加工では、スムーズな施工に支障を来すことから、材料調達と建築工事を分離した手法も有効です。

③ 発注方式の工夫

コーディネーターの重要性

川上（伐採・造材）、川中（木取り・製品生産）、川下
（プレカット・大工加工・設計建築）に至る全般をコント
ロールできるコーディネーター（行政・分離発注業務受注者
等）の存在の有無がスムーズな執行のカギを握っています。

実施例：中学校校舎

保管場所の確保

（広大・長期）

参考：こうやって作る木の学校(2010)文部科学省・農林水産省
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日本工業規格

「JIS A 3301 木造校舎の構造設計標準」

約60年ぶり（Ｓ31制定）に全面改訂

木造校舎の型式認定のようなもの

学校以外の木造建築物でも使える

ＪＩＳに盛り込まれた

高耐力壁（壁倍率12倍相当以上）

標準トラスなどの仕様

Ⅰ ユニット

Ⅱ 軸材料・面材料

製 材（断面120×240以下、長さ4ｍ以下）

集成材（断面120×450以下、長さ6ｍ以下）

構造用合板

Ⅲ コストダウン

住宅用プレカットと住宅用接合金物

Ⅳ プレカットを前提とした標準トラス接合部

（１）木造校舎 JISA 3301 改正

平成27年6月3日（水）木材新聞

改正のキーワード

東京大学教授 ㈱ホルツストラ主宰

稲山 正弘 氏 資料より

６ 技術革新・法令等改正
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３階建ての学校等や3,000m2を超える建築物が木造で建てやすくなります！

（２）建築基準法改正「３階建て学校建築」

出典：国土交通省ＨＰ
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被覆（メンブレン）型 燃え止まり型 鉄骨内臓型

構　造 木　　造 木　　造 鉄骨造＋木　　造

定　義

総厚36～42mmの強化石膏ボードで木造の
構造躯体を耐火被覆（メンブレン層の形成）
して、火災時に木材に着火しないようにした
もの

構造支持部材をモルタルや難燃薬剤処理
木材で被覆したもの

鉄骨を木材で耐火被覆したもので、火災時
に木材は燃焼するが、熱容量の大きい鉄骨
に裏面から吸熱されて、途中で木材の燃焼
が停止する仕組み

概　要

燃え代

（木材）

燃え

止まり層

木構造

支持部材 鉄骨

燃え代

（木材）

耐火

被覆材

木構造

支持部材

●大規模な建築物や、公共施設のように不特定多数の人が

利用する建築物には、耐火性能が求められる。

●このような施設に木材を利用するため、「燃えしろ設計」を

施したり、木材と無機材料と組み合わせるなどした木質系

の耐火部材の開発・普及が進んでいる。

耐火部材

・準耐火建築物では、柱、梁について、燃えし

ろ設計を適用することで、石膏ボードなどの

耐火被覆を省略できる。

・内部方向への燃焼速度（0.6～1.0㎜/分）が

遅い木材の特性を工学的に評価したもの

＝木材による木材の耐火被覆

想定した断面から所定の

燃えしろ寸法を差し引く。

燃えしろ

寸 法

燃えしろ設計

垂直方向

１時間耐火の場合

… ４階建てまで可

立面混構造（下層階：S・RC造

＋上層階：木造など）とすれば、

さらなる高層も可能に！

4

3

2

1
１時間

耐火構造

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
１時間

耐火構造

２時間

耐火構造

２時間

耐火構造

２時間耐火の場合

… 14階建てまで可能

（３）技術革新（耐火部材の開発）

＜topic＞

CLT床で２時間耐火性能評価に合格！

⇒ ２時間耐火構造の大臣認定を受けると、床については階数制限を受けなくなり、

超高層ビルでも使用が可能に！

水平方向

S・RC造

（耐火）

木 造

防火壁で1,000㎡以下に区画することで、

燃えしろ設計が不要の木造で建築可

「
高
層
木
造
ビ
ル
」

が
可
能
に
‼
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ＣＬＴの普及に向けたロードマップ

材料の規格化

JAS(日本農林規格)の制定

H25.12.20

CLTとは、ひき板を繊維方

向が直交するように積層

接着した重厚なパネル

研究 ～性能検証～

面内せん断試験

曲げ試験

実大振動実験

防耐火

クリープ

せん断

圧縮

建築の本格的普及

ＣＬＴ告示

個別認定不要に！

日本版木造ビルの実現へ

・パネル(小幅・大版)工法

等による建築が可能に

・構造計算

（許容応力度計算 etc）

基準強度

準耐火構造規定

（燃えしろ設計）

・接合部のモデル化

実証

建築するには、

個別の国交大臣認定が必要

CLTを使用した実証

特認施工

H28H25

Cross Laminated Timber … 直交集成板
ｸﾛｽ ﾗﾐﾈｲﾃｨｯﾄﾞ ﾃｨﾝﾊﾞｰ

② 強度異方性の改善

① 寸法安定性の向上

③ 高耐力・高剛性な部材

④ 軽い建築部材

⑤ 木材使用量が多い

⑥ 施工がシンプル

高知おおとよ製材(株)社宅：銘建工業

（４）新たな需要の創出（ＣＬＴの開発）

出典：林野庁ＨＰＣＬＴのメリット
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【鉄道車両の内装木質化例】

長野県の観光列車内の座席

島根県の電車内の様子

【過去開催されたオリンピック・国際大会関連施設】

国内

ハイブリット屋根構造

長野冬季五輪 エムウェーブ

大館樹海ドーム

海外

ロンドン 自転車競技場

リルハンメル スケートリンク

バンクーバー スピードスケート場

● これまで、国内外で開催されたオリンピック・パラリンピック大会では、様々な競技施設等が木材を利用して建設

● 2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の主要施設の整備に木材を利用することは、国内外の方に対し、

木と触れ合い、木の良さを実感する機会を幅広く提供し、木材の特性や木材の利用の促進についての理解の醸成を

効果的に図る絶好の機会！

● 木材を活用したデザイン性の高い

鉄道車両は、建築物以外の公共空

間における木材利用の拡大につな

がり、県内外からの観光客の誘致

にも寄与するなど、地域の活性化

に貢献することも期待される

出典：林野庁ＨＰ

（５）多くの人が注目・利用するオリンピック会場など“スポーツ施設・鉄道車両での木材利用の推進”
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主な軸材料（細長くて骨組みのような部材に使われるもの）

単板切断

大型ナイフ

単板（べニア）

裂いた単板を平行積層

平行積層 LVL（Laminated Veneer 

Lumber

: 単板積層材）

PSL（Parallel Strand Lumber

: 平行ストランド材）

切断

平行積層
たて継ぎ

ひき板（ラミナ）

フィンガージョイント

たて継ぎ材

集成材（Glued laminated wood）

製材品

削片化

長いストランド

一方向配向
圧締 OSL（Oriented Strand Lumber

: 配向ストランド材）

：栃木県の主たる製品 原木を帯鋸や丸鋸などで

切断して形を整えたもの、

いわゆる「無垢材」

正角・平角 etc.

製材したひき板や角材を

フィンガージョイント

（FJ）とよばれる継手に

よって縦方向に接着接合

したもの

ひき板を何枚も軸と平行

方向に積層接着したもの

～ 小中大断面 ～

～ 直材型・湾曲型 ～

丸太からﾛｰﾀﾘｰﾚｰｽで大根

のかつら剥きのように薄

い単板（ﾍﾞﾆｱ）を作り、

それを軸と平行方向に何

枚も積層接着したもの

単板を縦に裂いて短冊状

にしたもの（ｽﾄﾗﾝﾄﾞ）を

平行に積層接着したもの

小径丸太から直接ｽﾄﾗﾝﾄﾞ

をとり、一方向に並べて

積層接着したもの

７ いろいろな木材製品
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主な面材料（平面的で板のような用途に使われるもの）

エレメント

の方向

一方向

直交

ランダム

直交

ランダム

単板切断
直交積層単板（べニア） 合板（Plywood）

大型ナイフ

端材・廃材など
圧締

パーティクル

パーティクルボード

（Particle Board）

非配向

削片化

圧締
短いストランド

OSB（Oriented Strand Board

: 配向性ストランドボード）

直交配向

解繊 圧締
ファイバー

ファイバーボード

（Fiber Board）

非配向

切断

接着

ひき板
集成材（面材料では

Edge glued panel）

製材品（板）

（幅はぎ）

：栃木県の主たる製品
原木を帯鋸や丸鋸などで

切断して形を整えたもの、

いわゆる「無垢材」

幅の狭い板や角材を幅方

向に接着したもの

（幅はぎ）

丸太をかつら剥きして

作った単板（ﾍﾞﾆｱ）を、

各層ごとに90°ずつ方

向を変えながら奇数枚を

直交積層接着したもの

小径材や端材などを砕い

て小片（ﾊﾟｰﾃｨｸﾙ）にし、

圧締接着したもの

小径丸太等から短いスト

ランドをとり、表層では

長さ方向に、中心層では

軸方向に並べて（直交配

向）積層接着したもの

パーティクルよりもさら

に木片を小さくして、繊

維（ﾌｧｲﾊﾞｰ）にし、これ

を板状に固めたもの（密

度によって、 ＩＢ・

ＭＤＦ・ＨＢ に分類）
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参考文献等）「最新 木材工業辞典」日本木材加工技術協会 「プロでも意外に知らない<木の知識>」学芸出版社

「キーテック製品ガイド」株式会社キーテック 協同組合レングス ホームページ

新たな材料（木材料同士のハイブリッド、異種材料のハイブリッド）

「平行弦トラス」

安定構造となる三角体構造の原理に基づき、

２本の平行な梁(構造用集成材等)を異種材料

(鉄等)の斜材でつないだハイブリッド製品

「ボックスビーム」

Ｉビームと同様な

構成で断面が箱形

になっている製品

「Ｉビーム（ｱｲﾋﾞｰﾑ）」

梁の上下（フランジ）に軸材料の構造用LVL

等を配置し、ウェブに面材料のOSBや構造用

合板等で結合したもの

「ストレストスキンパネル」

軸材料である梁部材(構造用集成材等)で枠

組みしたウェブの上下面に、フランジ材と

して面材(合板等)を留めつけて一体化した

梁

「LVB（Laminated 

Veneer Board」

LVLに直交単板を入れる

ことで

面材利用

を可能と

したもの

「３層クロスパネル」

幅はぎしたラミナを

３層直交積層したもの
「重ね・合わせ材」

～接着・金物接合タイプ～

正角や平角を複数本重ねたり、

合わせたり

したもの

重ね梁 合せ梁

合せ柱

「繊維強化集成材」

炭素繊維、ガラス繊維、

アラミド繊維等で強化

された構造用集成材

ひき板（クロスカット）

フィンガー加工，縦継ぎ（接着・プレス）

フィンガージョイント ラミナ 完成①

幅はぎ（接着・プレス）

※ フェース/バックのみ

行うケースあり

（内層は行わない）

ラミナ

（接着）

挽き板

ソリッド

or

or

小角材

FJ
直交積層（接着・プレス）

強軸方向

弱軸方向軸材

＋

面材

を兼ねる

「ＣＬＴ：直交集成板」
（Cross Laminated Timber）

②

ラミナ（FJ ,ｿﾘｯﾄﾞ等）を

幅はぎし、それを積層(直

交)

した大型の集成板

※ 壁・床・天井等に使用



＜公共建築物＞

幼稚園

みふみ幼稚園(宇都宮市)

８ 木造・木質化（建築物・土木施設・物品等）の具体例

本方針に基づいた公共建築物や公共土木施設等における、木造・木質化の実施例
を掲載します。

特に、公共建築物においては、建築基準法改正等に伴い木造建築の可能性が大き

く広がっており、施設の規模・特性等に応じ、適材適所な木材利用を行うことで木

造建築の幅が広がります。また、木造化が困難な施設においても、内装等を木質化

することで、温かみのある空間を提供できます。
なお、実際に建築する場合は、関係法令を尊守する必要があります。

茂木町立茂木中学校

体育館（武道場）

県立佐野東高等学校

学 校

保育所

那珂川町立わかあゆ保育園

特別養護老人ホーム

高齢者介護施設「宝夢」（高根沢町）

宿泊施設

鹿沼市自然体験交流センター
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共同住宅

さくら市営上阿久津住宅

集会場

上三川町明治 コミュニティーセンター那珂川町鷲子沢公民館

店舗

日光ブランド情報発信センター

工場施設、倉庫

製材工場（大田原市）

事務所

大田原署親園駐在所
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＜公共空間における木づかい＞

熊本県上益城郡 益城町：阿蘇くまもと空港

栃木県：ウッドキャビン栃木県：ウッドインフィル

埼玉県皆野町：秩父消防署北分署

宮崎県日向市：JR日向市駅

写真：林野庁資料

高知県高知市

：高知観光情報発信館（とさてらす）

秋田県秋田市：秋田駅西口バスターミナル

おもてなし空間

玄関口
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＜公共土木施設等＞

比較的小規模な施設で、土石流等の恐
れがなく、常水のない小渓流での利用

谷止工：不安定土砂の抑止や渓流勾配を緩
和し、森林を保全する工法

木製谷止工

写真：足利市

残置式間伐材型枠を利用した土留工と緑化のた
めの柵工、筋工に間伐材を利用

土留工・柵工・筋

写真：鹿沼市

施工の省力化が図れる残置式間伐材型
枠の利用

間伐材型枠

写真：那須塩原市
写真：大田原市

木製法面保護工

法面の表面浸食等の防止を目的とした利

日光杉並木の樹勢回復（根系伸張に
要する土壌の確保）を目的とした利
用や景観に配慮した利用

木柵工

写真：日光市

構造物の支持、川底基盤の安定を目
的とした利用

基礎木杭・木工沈床

写真：那須町
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農村公園、自然公園、都市公園、ポ
ケットパーク内等での利用

四阿・展望台

自然公園等における景観に配慮した利用

木道・丸太階段

写真：那須塩原市写真：壬生町

小中学校等での学習用机・椅子に間
伐材を利用

机・椅子

事務室における打合せテーブルや、屋外での
ベンチとしての利用

テーブル・ベンチ

＜庁用物品等＞
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