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はじめに

我が国の森林は、国土面積の約３分の２を占め、そのうち約４割は人工林であり、森

林蓄積（森林資源量）は、毎年増加し、現在は約４９億㎥に達するなど、資源として本

格的な利用期を迎えています。

これに対し、国産材供給量は近年回復傾向にあるものの約2,000万㎥なっており、森

林資源の利用が少ない状況にあり、このことは管理の停滞を招き、国土保全など森林の

多面的機能の低下が大いに懸念される事態となっています。

このような厳しい状況を克服するためには、木を使うことにより、森を育て、林業の

再生を図ることが急務となっています。

国では、平成２１年１２月３０日に国の成長戦略の基本方針が閣議決定され、平成32

年までに木材自給率を５０％以上とすることが示されました。

この方針のもと、木材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型社会の形成、

森林の有する国土の保全、水源のかん養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地

域の経済の活性化に貢献すること等をかんがみ、「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、「木材利用促進法」という。）が制定され、平成２２年１０月１

日から施行されました。

県では、「県産材の利用拡大」を強力に推し進めるため、平成１７年度から「林業再生

プロジェクト」、平成１９年度から「林業飛躍プロジェクト」、平成２２年度から「次世

代林業プロジェクト」により、木材の生産・加工・流通体制の強化などに取り組んできま

した。

このような中、木材利用促進法の施行され、同法第８条で「県知事は、国の基本方針に

即して、県内の木材利用促進に関する方針を定めることができる」と定義され、平成２２

年１２月２８日に「とくしま木材利用指針」を策定しました。また、平成２４年３月には

すべての市町村で「木材利用指針」が策定されました。

こうした機運を一層推進するため県産材利用を全面に押し出した全国初の「徳島県県産

材利用促進条例」を平成２５年４月１日に施行し、条例第１１条において、県産材利用の

施策を総合的かつ計画的に推進するための指針として「とくしま木材利用指針」を規定し

ました。

そして、平成２７年度より、これまでの成果を踏まえ、森林・林業を「核」とした「地

㎥方創生」を実現するため、今後１０年間で県産材の生産量を倍増となる６０万 にまで引

き上げる「新次元林業プロジェクト」を展開することとなり、その目標達成に向け「とく

しま木材利用指針」を改訂します。
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第１部 県産材の利用の促進のための施策に関する基本的事項

１ 指針の位置づけ

この指針は、「徳島県県産材利用促進条例」第１１条に基づく、県産材利用の施策を総

合的かつ計画的に推進するための指針であり、県の総合計画である「新未来「創造」と

くしま行動計画」と、今年度からスタートさせた「新次元林業プロジェクト」の目標を

を共有し、県産材の利用拡大を推進する指針です。

「徳島県県産材利用促進条例」とは

本県の豊富で貴重な森林資源の重要性を認識し、そこから生産される県産材を

積極的に利用することで、豊かな自然に囲まれた郷土を維持し、森林がもたら

す多くの恩恵を将来の県民に継承していくことを決意し制定しました。

（平成２５年４月１日施行）
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２ 指針の考え方

・本県は全国有数の資源量を誇る「森林大県」であること、これまでのプロジェクトに

より「効率的な生産・加工体制」が培われていることなど、「徳島ならではの強み」を

十分に活かした指針とします。

・「行政としての指針」にとどまらず「事業者」や「県民」の皆様と共に取り組むため、

県産材利用の「道標(みちしるべ)」となる指針とします。

・県産材利用の一層の拡大に向け、木材利用に係る規制緩和措置等、国の動向を常に把

握し、「進化する指針」とします。

・公共建築物等における木材の利用状況については、この指針に基づく取組を進捗管理

し、毎年その状況を公表することとします。

３ 県産材の流通と利用の現状

（１）流通の現状

四国地区における素材の流通状況は図１に示すとおりです。香川県を除く３県では、各

事業者で素材を確保するため、隣県からの入荷を行っています。本県も高知県から８６千

㎥ ㎥、愛媛県から４８万 から入荷しています。

また、今後、大型製材工場や大型木質バイオマス発電所の稼働により、四国内、四国外

からの素材の流通の変化が見込まれます。

図１．平成26年 四国地域の素材の交流表（製材・合板・チップ）

平成２６年度木材需給報告書（農林水産省より）
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（２）利用の現状

平成１７年度の林業プロジェクト開始以降、外材から国産材へのシフトが進み、国産材

の中で県産材の利用の割合が進んできました。

このことにより、平成２６年度は、県内における素材（丸太） ㎥の消費量は５２９千 で、

そのうち、 ㎥国産材は４１１千 （６８％）、 ㎥外材は１１８千 （２２％）となっています。

㎥また、国産材のうち、県産材は２６９千 で６５％を占めています。

㎥ ㎥国産材消費量は、製材用に２１４千 、合板用に１３９千 、チップ・その他に５８千

㎥となっています。

㎥ ㎥外材消費量は、製材用に６２千 、合板用に５６千 となっています。

また、加工された県産材製品の消費量は、 ㎥素材換算で県内消費が１１１千 （４１％）、

㎥県外消費が１５８千 （５９％）となっています。

図２．平成２６年度徳島県内の木材需要別内訳

＊素材換算 （林業戦略課調べ）

-4-



県産材の県内消費量は、外材から国産材へのシフトが進み、住宅建築においても県産材

利用が普及したこと、徳島県単独で実施したウッド通貨制度（Ｈ２３、２４）や、国の木

材利用ポイント制度（Ｈ２５．２６）により、木材利用が進んだことなどから年々増加し

㎥ ㎥ており、平成２６年度は、１１１千 のうち、公共部門では１７千 （１５％）、民間部

㎥門では９４千 （８５％）利用されています。

＊素材換算 （林業戦略課調べ）

㎥県外へ出荷された県産材（素材換算）は１６８千 で、その多くが県内で製材され、製

㎥品として出荷され消費されたものです。そのうち３．５千 が海外に輸出されており、中

国等へスギ丸太が輸出されています。

＊素材換算 （林業戦略課調べ）
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第２部 県産材の利用の目標

「新次元林業プロジェクト」では、「県産材の生産」を、平成３６年度に６０万㎥（平

成３０年度：４２万㎥）と、今後１０年間で「倍増」させることを目指しています。

㎥すなわち、消費量においても、６０万 に対応するため、次のとおり、１０年後に目指

すべき姿を設定します。

このため、新未来「創造」とくしま行動計画の推進にあわせ、部局間連携等で各種施策

の実施において木材利用を進めるものとします。

そこで、この指針における数値目標を次のとおりとします。

①県内における「公共部門」、「民間部門」での需要拡大

②首都圏など県外における需要拡大

③海外での需要開拓

の部門において、下表のとおり定めます。

㎥（千 ）

部 門 数値目標 Ｈ２６ Ｈ３６
（現 状）

県 内 公共部門での木材使用量 １７ ３０

民間部門での木材消費量 ９４ ２２１

県 外 県産材の県外出荷量 １６４．５ ３２８
(海外輸出量は除く)

海 外 県産材の海外輸出量 ３．５ ２１

合計（＝県内の素材生産量） ２７９ ６００

＊素材換算。

木質バイオマス発電での消費量は県内需要の民間部門での木材消費量に含む。
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この目標を達成するため、県や市町村はもとより、県民や事業者などと一致協力をして

県産材利用に取り組みます。

１ 建築物・公共工事・工作物等への利用

（１）県 内

ア 公共部門

公共建築物の木造化、木質化を推進するとともに、土木工事や備品調達等、あらゆる

場面での率先的な利用に取り組みます。

（ア）公共建築物の木造化

県は、自ら整備する公共建築物においては、耐火建築物とすること又は主要構造部

を耐火構造とすることが求められていない低層建築物は、原則木造とします。

また、災害時の活動拠点、治安上の配慮が必要な施設、危険物貯蔵施設や文化財の

収蔵・展示施設など、建築物に求められる機能等の観点、その他各種法令上の観点等

から全てを木造化することがなじまない又は困難であると判断されるものは、混構造

の採用など部分的に木造化することや、内外装を木質化することを積極的に検討する

こととします。

市町村においても、木材利用促進法及び各市町村が定める木材利用方針に基づき、

自ら整備する公共建築物に県産材を利用し、木造化に努める必要があります。

県は、市町村に対し、県産材利用に関しての情報提供や、木造建築コーディネータ

ーによる技術支援などを行います。

【県、市町村が整備する公共建築物の種類】

①学校 ②老人ホーム、保育所等の社会福祉施設

③病院・診療所 ④体育館、水泳場等の運動施設

⑤図書館、公民館等の社会教育施設 ⑥公営住宅等の建築物

⑦事務・事業・または職員の住居の用に供される庁舎、宿舎等

【原則木造化を進める基準（規模別】※１

延べ面積

高さ･軒高 階数 1,000㎡以下 1,000㎡超※２ 3,000㎡超

3,000㎡以下

高さ13ｍ超 ４以上 耐火構造

又は ３ １時間準耐火構造

軒高９ｍ超 ２ ①１時間準耐火構造 又は

１ ②30分の加熱に耐える措置 耐火構造等

高さ13ｍ以下 規模による規制はなし ※３

かつ 用途により耐火構造の制限が

軒高９ｍ以下 ある場合がある(次頁表参照)

：原則木造化を進める範囲
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※１ 「防火地域」及び「準防火地域」内においては、上記表とは別に、階数や規模によ

り耐火建築物等とする必要がある場合があります。

※２ 延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物は、1,000㎡以内ごとに防火壁で区画す

るか、準耐火建築物とする必要があります。

また、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、屋根を不燃化

等の措置を講じる必要があります。

※３ 建築基準法改正（平成27年6月1日施行）により、通常の火災による延焼を防止

する性能を満たす壁等で3,000㎡以内ごとに区画することにより、耐火構造でなく

ても建築可能となりました。

【原則木造化を進める基準（用途別】

建築物の用途 建築物の規模

庁舎・研修所・事務所 3階建以下は木造とする

学校

体育館 3階建以下は木造とする

文化施設 （2,000㎡以上又は3階建ては準耐火建築物）

（図書館・美術館）

集会所 2階建以下で客席が200㎡未満は木造とする

病院 入院施設 有り 2階建以下は木造とする

（2階部分が300㎡以上は準耐火建築物）

無し 2階建以下は木造とする

社会福祉施設 法令の範囲内で可能なものは木造とする

県営住宅・職員住宅 3階建以下は木造とする。

（2階建で2階部分が300㎡以上又は3階建ては準耐火

建築物）

宿泊施設 2階建以下は木造とする。

（2階部分が300㎡以上は準耐火建築物）

展示場・物品販売所・ 2階建以下は木造とする。

観光施設 （2階部分が500㎡以上は準耐火建築物）

試験研究機関 管理棟 3階建以下は木造とする

研究棟 研究内容により判断し、可能なものは木造とする

倉庫 2階建以下は木造とする

（1,500㎡以上は準耐火建築物）

※ 建築基準法改正（平成27年6月1日施行）により、従来は耐火建築物とする必要が

あった3階建ての学校等について、一定の延焼防止措置を講じた１時間準耐火建築物と

することが可能になりました。
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県立吉野川高校実習棟 美馬市立認定こども園

（イ）公共建築物の内外装の木質化

建築物の構造・規模等に関わらず、木の表情や温もりを利用者に与えられるよう、

県産材による内外装の木質化を積極的に進めます。

建築基準法の内装制限を受ける特殊建築物等の内装であっても、床仕上げは内装制

限の対象外であり、居室の腰壁（床面からの高さ１．２ｍ以下の部分）など、壁面は

緩和規定により内装の制限を受けない場合もあることから、県産材利用を図ります。

学校は内装制限の規定がなく、地階や避難経路、火気使用室でなければ、自由に木

材を表面に使えることから、県産材利用を図ります。

木材でも、薬剤注入等の処理により建築基準法で定める不燃材料・準不燃材料とし

て大臣認定を取得したものもあり、これらの材料は、内装制限を受ける内装の部分に

も使用することができます。

外壁についても、法令の制限を受けない場合があることや、防火構造等所要の性能

を満たした外壁の表面を木質化できる場合があることから、県産材利用を図ります。

【 内装等で木質化を促進する部分 】

①エントランスホール ②情報公開、広報窓口等 ③記者会見場

④講堂、会議室 ⑤食堂・販売所 ⑥玄関ポーチ

⑦福利厚生施設 ⑧外壁 ⑨その他

農林水産総合技術支援センター内装木質化 勝浦中学校 外壁木質化
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（ウ）外構施設等の木質化

建築物以外の外構施設等についても、積極的に県産材を使用します。

【外構施設等で木質化を促進する部分】

①誘導路木柵 ②看板類 ③あずまや ④庭園資材

⑤デッキ・ベランダ ⑥ガレージ ⑦運動施設・遊具 ⑧その他

県産材による避難誘導路 徳島すぎのウッドデッキ（アスティとくしま）

木粉とプラスチック樹脂を配合し、加工成形したウ

ッドプラスチック(ＷＰＣ)は、耐候性・耐水性に優れ、

屋外のデッキやベンチ、柵などの外構施設への使用に

適しています。

那賀町で、ＷＰＣ用の木粉を製造する工場が稼働し、

県産材によるＷＰＣ製品が開発されています。

県内企業らと県が開発を進めた「徳島すぎ準不燃木材」

が平成２６年６月に国土交通大臣認定を取得しました。

この製品は、薬剤の溶出を抑え耐水性が大幅に向上す

るとともに､白化・結露を解消したので美観上綺麗な仕

上がりが期待できます。
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（エ）土木工事での県産材利用

県が発注する土木工事では、人や環境に配慮した工種・工法を取り入れるとともに、

工作物に係る直接資材のみならず、型枠、工事看板等において県産材の積極的な利用

に取り組みます。

工事請負者が県産材を積極的に利用しやすい環境をつくるため、県産材利用につい

て、工事採点における評価対象としています。

【重点的に県産材利用を促進する工作物等】

道路、河川、砂防、治山、公園、農業・農村整備柵工、筋工、土留工、仮設工（型枠

工、仮設防護柵工、工事看板）、安全施設（標識、視線誘導、木製反射板）など

木製ガードパイプ 残存型枠

土木工事では、仕様書に型枠への県産材の原則使用

を明記し、型枠工事のうち８０％以上に県産材が使用

されています。

県産材型枠としては、徳島すぎの板を桟木で固定し

たまく板型枠が使用されてきましたが、平成２５年に

は、県内の合板工場が県産ヒノキ５層による合板型枠

を開発し、県産材型枠の選択肢が広がりました。
県産ヒノキの合板型枠
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（オ）備品等での県産材利用

机、イス、ベンチ、案内坂（サイン）などの備品や消耗品等に県産材製品を導入し、

県民が木に触れ、親しみが持てる空間を形成します。

また、備品等の調達にあたっては、「徳島県グリーン調達等推進方針」に基づき、

原則として、方針に示された判断基準に適合するものを購入することとします。

県産材を使用した会議机（県庁会議室） 県産材を使用した極薄の木質シートでラッピング

した案内モニター（県庁玄関ホール）

徳島すぎ製のベッド（牟岐少年自然の家）

徳島すぎ製の案内モニター（県庁玄関ホール）

徳島すぎ製の車止めバリケード（県庁駐車場）

県産材を使用した極薄の木質シートでラッピング

したデジタルサイネージ（イベントや会議で使用）
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イ 民間部門

県民や民間事業者は、住宅や公共性の高い施設や店舗・事務所などの木造化・木質化、

さらには家具や日用雑貨等の身近なものへの県産材利用に積極的に取り組んでくださ

い。

（ア）住宅での県産材利用

木に囲まれた空間は、木の持つ香りや温もり、

木目模様による視覚的な安らぎ、高い調湿効果

などにより、豊かな住空間を創出することがで

きます。

また、木材は時間とともに色味が変化して独

特の味わいが増していき、自然素材ならではの

経年変化を楽しむことができます。

徳島県内で建てられる住宅のうち、約７４％が木造住宅であり、全国平均（約５５％）

と比べても、木造住宅が広く普及しています。

しかし近年では、県産材を使用しない大手住宅メーカー等による木造住宅が多くなっ

ています。

徳島県は、昔からスギ板材の産地として発展してきたことから、木目や節の自然な

風合いを活かしたフローリングや羽目板、焼杉板など、優れた加工技術を活かした特色

ある内外装材が豊富にそろっています。

焼杉板外壁

徳島すぎフローリング
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スギは構造材としても強度性能や耐久性に優れ、スギ厚板を用いた「板倉構法」や、

構造材の品質にこだわった在来軸組工法、プレカット加工によるコストパフォーマンス

の高い住宅など、県産材を活かした様々な構法を選ぶことができます。

これらを自由に組み合わせて、消費者のニーズにマッチする木造住宅を建てることが

できます。

また、本県でも少子高齢化の進行により、住宅の数が世帯数を上回っており、空き家

の増加が問題となっています。また、地球環境問題や資源節約の観点からも、従来の新

築中心の住宅取得から、今後は中古住宅を取得してリフォームするなど既存の住宅スト

ックを有効活用していくことが重要となります。

また、家族構成の変化による間取りの変更や、バリアフリー対応、住宅設備機器の更

新など、リフォームを行うことで、ひとつ

の住宅に長く快適に住まうことができます。

国や県も、消費者が安心して中古住宅を

取得したり、リフォームを行うことができ

るよう、中古住宅流通・リフォーム市場の

環境整備を進めています。

このようなリフォームを行う際にも、住

宅の構造に関わらず、内外装材として県産

材の壁材や床フローリング等を使用し、木

に囲まれた住空間をつくることができます。

県内には、県産材を用いた家づくりを推進するため、林業や木材産業・住宅産業に携

わる事業者による「徳島県木の家づくり協会」などが活動しており、木造住宅に関わる

業界の繋がりが強いため、多様な消費者ニーズに対応することが可能です。

一方、県内ではこれまで、県産材による良質な木造住宅団地の建設など、住宅単体だ

けではなく、街づくりの取組も行われてきました。住宅を建築する際には、街並みや景

観への配慮も必要です。

住宅を新築・リフォームする際には、住宅の構造材や内外装材への積極的な県産材利

用に努めてください。

県産材によるリフォーム

県産木造住宅
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また、南海トラフ地震が今後３０年以内に

発生する確率が７０％程度と予測されており、

強い揺れによる被害を防ぐため、「新耐震基準」

以前に建てられた既存木造住宅の 耐震改修を

進めることが急務となっており、県産材を耐震

改修に用いる補強材として使 用することがで

きます。

住宅を耐震改修する際にも、積極的な県産材

利用に努めてください。

（イ）非住宅での県産材利用

（ａ）公共性の高い施設の木造化・木質化

民間事業者が整備する下記の施設は、公共性が高く、法令によって「県、市町村以

外の者が整備する公共建築物」に位置付けられていることから、第２部 １（１）ア

（ア）及び（イ）の公共建築物の木造化・木質化を進める基準を参考に、積極的に木

造化・木質化に取り組んでください。

【県、市町村以外の者が整備する公共建築物】

①学校 ②保育所や老人ホームなどの社会福祉施設

③病院又は診療所 ④体育館、水泳場などの運動施設

①図書館、青年の家などの社会教育施設

⑥車両の停車場などの旅客の乗降又は待合のための施設

⑦高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所

県産材による耐震改修

徳島阿波おどり空港 社会福祉施設
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（ｂ）事務所や店舗等の木造化・木質化

木の色味や質感、香り、またそれらがもたらす心理的作用により、魅力的な商業空

間や快適なオフィス空間をつくることができます。店舗やオフィスなど、民間事業者

が整備する（ａ）以外の施設についても、木造化・木質化に積極的に取り組んでくだ

さい。

また、県産材を使用したリノベーションにも、積極的に取り組んでください。

（ウ）身近なものへの県産材利用

家具や日用雑貨など、生活の中の身近なものや、店舗のディスプレイ用什器、オフィ

ス什器等にも、県産材を使用した製品があります。また、家具などは、希望に合わせて

製作することも可能です。

生活の中にも、県産材を積極的に取り入れてください。

店舗の木造化 マンションのリノベーション

（コミュニティ施設への転用）

家 具 スピーカー 食 器

おもちゃ 展示用什器タブレットカバー
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（２）県 外

徳島県は、古くから製材品の多くを京阪神へを出荷する「木材供給県」として、木材産

業が発達してきた歴史があり、県産材の利用を進める上では、県外での利用を進める、い

わゆる「地産外商」が重要です。

しかしながら、近年の社会経済条件により、木材市場マーケットが急激に変化しており､

県外での販路拡大やブランド化が課題となっています。

このような中、木材利用促進法によって、徳島県のみならず、販売先となる各県共に、

それぞれの自県材の利用を進める「地産地消」の施策が充実しており、圏域的に取引を高

める従来のような取り組みは困難となっている現状が見受けられます。

そこで、「地産地消」の概念ではなく、たとえば、東京都港区の「みなとモデル」のよ

うに、地球温暖化防止を切り口にした役割分担とも言えるパートナー型の木材利用を進め

るよう、大消費地を念頭に、次の分野で新たな「生産・消費」の関係づくりに取り組みま

しょう。

ア 東京オリンピック・パラリンピック分野

２０２０年のオリンピック・パラリンピック東京大会は、外国からの選手、来訪者の

方々に、日本の木の文化や日本の木の技術力を海外に示すために、木材利用を積極的に

進めることが有効と考えられ、木に親しむ文化を盛り込んだ施設が計画されることが報

道されており、県産材をはじめとする木材の消費拡大が期待されています。

このため、日本の文化につながる「ジャパンブルー」の藍染めを施した木材製品や耐

火性能を高めた不燃処理木材など、新たな技術を投入した新商品等をトップランナーに、

「徳島ならでは」の製品群を構成するなど、東京オリンピック・パラリンピック関連施

設への採用を目指し、徳島ブランドの確立に努力をしましょう。

なお、オリンピック施設では、国際的な森林認証等の木材が必要なため、県内事業者

は、あわせてCoC認証の取得に取り組みましょう。

イ 都市木質化分野

平成２３年から「みなとモデル」として、東京都港区と協定を締結した自治体から産

出される木材の使用制度が始まり、本県は、三好市と那賀町が協定を締結しています。

これら制度は，東京都の他地域にも波及しており，今後ますます地球温暖化防止を切り

口にした都市木質化分野への県産材利用をモデル的に取り組む役割は重要です。

都市木質化では､性能的には燃えにくい性能が求められると共に、効果の面でもデザ

イン性の高い製品が有効であると考えていますので、県産材製品の開発は、性能、デザ

インを明らかにできるものであり、徳島ブランドを高められるよう取り組みましょう。

-17-



ウ 大消費地等での展開

近年では、これまで県産材の利用の少なかった大手のハウスメーカーや木工、家具企

業が県産材に興味を示すなど、消費者の変化に合わせた多様な変化を見せています。

このため、県内に限らず、県外の企業や団体、大学、研究機関等とのコラボレーショ

ンを積極的に進め、新たなプロダクト・チームを構成するなど、マーケットインの開発

と利用拡大し、さらに積極的な情報提供活動に取り組みましょう。

また、東日本大震災後の復興住宅支援のための木材供給など、あらゆるテーマにおい

て、徳島の製品や技術を含めて、新たなプロジェクトが始動していくよう、利用創造ネ

ットワークの拡大を目指して取り組みましょう。

ジャパンホームショー展示会 みなとモデル木製品展示会 大阪市 木材会社の社屋

（３）海 外

近年､我が国の木材輸出は、中国等における木材需要の増加や円安方向への推移等を背

景に、平成２５年から急速に増加しており、平成２６年の木材輸出額は前年比４５％増と

なっています。

平成２７年１０月、ＴＰＰ協定（環太平洋パートナーシップ）の大筋合意によって、ア

ジア太平洋地域に一つの巨大な経済圏が生まれ、プラス面としては中小企業がオープンな

世界へ果敢に踏み出す大きなチャンスをもたらすと考えられています。

これまでの徳島県における海

外輸出の取組については､平成

２２年度に台湾向けに木材産業

者によりスギ丸太が試験的に輸

出され、平成２５年度まで継続

されてきました。また、平成２

６年度からは、木材産業者や商

社等により韓国向けにヒノキ、

中国向けにスギが輸出されると

ともに、韓国向けには製品輸出

も開始され輸出量を拡大しまし

た。
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なお､平成２５年３月にとくしま農林水産物等輸出促進ネットワーク内に「県産材輸出

サポートセンター」を設置し、県内外の企業から丸太や製品に関する輸出方法の相談や、

木製品の展示会・商談会への出展を支援し､輸出にチャレンジしていただきました。

徳島県では､「とくしま農林水産物等海外輸出戦略」（平成２７年３月改訂）において、

重点輸出地域として台湾（徳島すぎ重点品目，木材製品トライアル品目）､新規輸出開拓

国として韓国（徳島すぎ，ひのき，木材製品を重点品目）とベトナム（木材製品をトライ

アル品目）､輸出チャレンジ国として中国（徳島すぎ，木材製品トライアル品目）に販路

開拓を推進しています。

しかしながら､これまで実績のある中国、韓国､台湾等についても相手国の景気や為替の

影響により輸出環境が変化するため、輸送コストの削減に努め､常に情報を十分に考慮し

て輸出に取り組みましょう。

また、製品あるいは木造住宅輸出については、気候や生活様式を考慮するとともに､相

手国の建築工法や建築基準､さらには木材加工や建築技術まで考慮する必要があります。

木造住宅輸出の段階的な手法としては､相手国の情報収集からトライアル輸出、そして実

証輸出に取り組みましょう。

釜山 木製品展示会 県産材展示施設 中国向けスギ丸太輸出

イタリアで開催された「ミラノ国際博覧会」におい

て、平成２７年９月に開催した県のイベントに県産木

製品のブースを出展し、県産材の魅力を世界に発信し

ました。

「藍染め板」や「つき板」など、徳島ならではの製

品は現地でも大好評でした。

台湾では、現在は木造建築がほとんど普及していま

せんが、平成２７年９月に現地の建築士等による木造

建築の研究会が発足し、木造建築の普及に向けた取組

が始まっています。

徳島県職員も研究会の設立総会に参加し、県産材の

輸出に向けた取組を支援していきまた。
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２ 木質バイオマス利用

本県の木質バイオマス利用は、間伐材のＣ級材を木質ボード（ＭＤＦ）に利用を高め

てきたため、針葉樹の丸太、たんころ、さらに合板や製材端材までマテリアル利用が大

部分を占めております。

サーマル利用については、学校や一般住宅などでの木質バ

イオマスストーブ（ペレット・薪など）の利用や、木材加工

施設に併設され、発生する端材などの木くずでの木材乾燥を

行うもの、一部の温泉施設など公共建築物の施設等のバイオ

マスボイラー燃料としての利用など、省エネエコシステムの

ための地産地消行われています。 薪ボイラー（温泉施設）

一方、平成２４年７月に施行された再生可能エネルギー買取制度（ＦＩＴ）の導入に

より木質バイオマス関係の電力買取価格がkw当たり３２円（未利用材）～１３円（建

築廃材等）で示され、全国で５千ｋｗ規模の発電所が全国で進められており、四国は高

知県では２施設で稼働しています。

本県でも、阿南市において平成２８年４月よりバイオマス発電所（発電能力6,200

㎥kW/h 燃料使用量１０万 ）の稼働が予定されてます。

また、小規模バイオマス発電施設（2,000kw/h以下）の未利用材の固定買い取り価

格がkw当たり４０円と示されたことから、設置を検討する動きもみられます。

このため、今後、大量の燃料用木質バイオマスが必要とされ、これまでのマテリアル

利用との競合が懸念されますが、地域内では秩序ある木材利用を行う適正な計画が必要

です。

このことから、枝、葉などの林地残材など燃料用Ｄ級材の利用を高め、利用施設まで

輸送に時間のかかる地域からのも効率の良い流通方法も検討し、県産材の「まるごと利

用」に協力してください。

＊木質バイオマス発電所一覧 （株）森のエネルギー研究所 2015年 10月末時点
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第３部 木材供給側の取り組み

１ 県産材の安定供給体制

（１）加工体制

これまでの取り組みにより、Ａ級材（良質材）、Ｂ級材（低質材：合板用）、Ｃ級材（根

株や梢端部：ＭＤＦ（木質ボード）用）の加工施設が整備され、全国に類のない「徳島

ならでは」の加工・流通体制が構築されおり、これに加え、既存製材の規模拡大や県産

材への転換、高次加工施設の整備などへの支援を行い加工体制の充実をはかります。

また、これまで利用されていなかった「枝葉」や「樹皮」などＤ級材（燃料用）の生

産施設の整備への支援などを行い、県産材の「まるごと利用」を進めます。

（２）流通体制

流通には、製材所で製材した製品が製品市場、問屋、建築現場などへ流れていく「物

流」と、受注・発注・出荷・在庫保管・販売管理など取引関係の流れである「商流」が

あり、これらが組み合わされることで成り立っています。

木材の加工・流通は、需要にムダなく対応するため、在庫を少なく管理する体制が多

く、このような体制は平時では問題はないものの、消費税増税の駆け込み需要や大型木

造建築物の発注など、突発的な需要が発生した場合には対応が難しい状況です。

この問題に対応するためには、加工・流通の経路上に一定の在庫を持つ体制づくりが

必要です。
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また、本県沿岸は南海トラフ巨大地震等で被災が想定される地域が多く、災害時に速

やかに仮設住宅を建設するためには、プレハブ仮設住宅の大量供給だけではなく、各自

治体による地域の状況に応じた対応が必要です。

このことから、各地域毎でそれぞれの目的にあった需要に対応した体制づくりの取り

組みを支援します。

東日本大震災で大きな被害を受けた福島県

では、２０１１年夏までに２００戸の「板倉

の家」の仮設住宅が建設され、「那賀川すぎ

共販協同組合」の部材が供給されました。

２ 県産材製品の品質確保等について

住宅建築等に対する要請が量から質へと変化し、需要者ニーズを踏まえた品質・性能の

明確な木材製品の供給が求められています。特に、構造計算が必要な中大規模建築の木造

化にあたっては、強度等の性能が明らかなＪＡＳ材の必要性が高まっています。

また、国の大臣官房官庁営繕部が策定している「木造計画・設計基準」においては、構

造耐力上主要な部分に用いる製材は、一定の品質を確保する観点から、原則ＪＡＳ材とす

ることが規定されています。

このようなことから、木材産業のＪＡＳ取得や供給体制、検査体制を強化するとともに、

適切に乾燥された人工乾燥材、天然乾燥材の供給力をあげ、品質に優れた県産材製品の出

荷体制を整備します。

ＪＡＳ製品を中心とした品質性能に優れた県産材を加工・流通させるため、製材ＪＡＳ

工場の品質管理技術者や乾燥技術等、県産材の品質を担保するための人材養成を支援しま

す。

県産材のトレーサビリティ（材の産地などを明らかにすること）を確保し、責任ある納

材体制とするため、徳島県木材認証機構による産地証明等の仕組みを活用します。

また、森林認証材（ＦＳＣ、ＳＧＥＣ）を加工流通させる「ＣｏＣ認証＊」の取得を推

進します。

３ 加工・流通・消費のネットワーク化

多様化する消費者のニーズに対応するには、地域のネットワーク化や、他業者のと連

携・協力、圏域を超えた連携による広域展開などが求められ、それぞれに応じた体制づ

くり進めます。
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第４部 県産材利用の促進に関し必要な事項

１ 県産材需要の創造（新商品・新用途開発）

平成２４年４月に「産・学・官・民」連携による「商品開発」や「技術開発」をなどを

効率的に実施する施設とし「木材利用創造センター」が設置されました。

その中で、「木材利用創造会議」を開催し、県外企業とのコラボなど新しい商品化のネ

ットワークを広げ東京オリンピック・パラリンピック等や海外向けに県産材の新商品・新

用途開発を進めます。

新製品・新用途開発スキーム図

プレカット・トラス 耐震シェルター 藍染フローリング ルーバー材

これまで、県産材の利用は､試験研究を進めることで利用促進されてきました。特に､

本県を代表する「徳島すぎ」は､強度性能から乾燥技術の開発により木造住宅や大規模木

造建築物などの用途へ利用を拡大してきました。

一方､戦後造林された人工林が高齢級化し資源が充実していく中で、主伐の推進により

出材増が見込まれる「徳島すぎ」大径材の具体的な商品開発が重要な課題となっていま

す。

また、徳島すぎが大径材化していく中､芯去り平角や小角の製材品を低コストで大量に

生産する製材・乾燥技術開発を行います。また､これら製材した部材をさらに加工して､

準不燃木材など付加価値の高い商品や､プレカット・トラスなど新たな部材開発が必要と

なっています。

そこで､県内企業が､試験研究機関と連携して「徳島すぎ」大径材の商品開発に取り組み

ましょう。
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他にも､南海トラフ巨大地震等、災害時に速やかに仮設住宅を建設が必要なことから、

簡易に仮設できるキット化にも取り組みましょう。

大径材による芯去り平角 大径材を利用した家具

２ 木育の推進

市町村や教育機関､木材関連団体等と連携して「すぎの子木育広場」を開設し､県内の木

育活動者をネットワークで結ぶ「とくしま木育情報センター」中心に､「木にふれあい・

木に学び・木でつながる」活動を推進します。

なお、乳・幼児期から高齢期まで、「人生のライフステージごとの木育」にしっかり取

り組めるよう、広げることとします。

（参考）ライフステージごとの木育

段 階 内 容

乳・幼児期 心身の機能や発達が著しい時期で､木と五感でふれあう機会を作り豊

(0～5歳） かな感性を育む取組を推進します。

少 年 期 小学校期は､生活習慣の基礎が完成し､心身の成長が著しい時期です。

(6～14歳） 木や森林にかかわる五感でふれあう活動や体験学習を通じて､木育への

興味を深め､自分が理解したことを積極的に試してみようとする力を育

てることが大切です。

中学校期は､さらに木や森林に係わる活動や体験学習を習得するとと

もに､人と森林との関わりを考えることが大切です。

青 年 期 一人ひとりの考えや行動が確立するとともに青年として自立する時期

(15～24歳) です。木や森林に係わる活動や体験学習を通じて､幅広い木育への興味

を深め､人と森林のつながりを主体的に考え社会で行動することが大切

です。

壮 年 期 仕事や子育てなど活動的な時期で､社会的な行動が求められます。

(25～64歳) 人と森林のつながりを主体的に考え社会で行動することともに､「木

育」を推進する指導者としての役割を求められます。

高 齢 期 過齢に伴って､主体的な行動は制限されますが､個人の体調にあっ

(65歳以上） た木育を楽しむことが大切です。また､木の文化を継承や木育指導者と

しての役割も重要です。

＊とくしま木育推進計画より
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「木育拠点」設置支援や情報の一元化､県民への情報発信を行い、木育出前講座など、

木材関係者のみならず、多様な立場で「木育」へ積極的に参加しましょう。

木づかいキャラバン 神山森林公園 すぎの子木育広場

若年層の木育の仕上げの段階となる、就学、就職前の中・高校生には､林業や木材産業

分野が魅力ある就学、就職先として選ばれるためにも、体験的な活動を創出しましょう。

一方、専門分野として建築設計・施工にたずさわる方が県産材を積極的に活用する知識

を持つことが重要です。

(公社)徳島県建築士会では､木造建築学校の取り

組みや､県と連携した「木を活かす人材養成講座」

等を行ってきましたが、大学等の高等教育機関と

連携して拡充するなどより一層、学生や若手の大

工・建築士など木造に秀でた人材養成を進めまし

ょう。

平成２７年に那賀町若手林業従事者

会「山武者」、那賀町、県が連携して､

那賀町内の中学生や高校生が､実際の

現場でチェンソーや高性能林業機械を

使用した作業を体験を実施しました。

（高校1回、中学4回 延べ241名参
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３ 普及啓発・情報発信

（１）県産材利用推進イベント等の開催

１０月の県産材利用推進月間をはじめ、あらゆる機会を捉えて県民が県産材にふれあ

うイベント等を開催し、県民の県産材利用の気運を醸成します。

木づかいイベントの実施 ウッドキャラバン隊

（２）情報発信

県産材を利用した商品や木造建築､木育活動等をデジタルコンテンツやオンラインメデ

ィア等の様々な手法を用いて、県産材の魅力を情報発信します。

住宅の木造化・木質化に関する建築相談や､県産材を活用した新商品の展示を行う県

産材利用のプラットホームを開設し、県産材の魅力を積極的に発信します。

公共建築物や木造建築への県産材利用を普及するため､県産材を用いた新たな製品や

工法、斬新なデザインを取り入れた建築事例をとりまとめ､県産材の魅力を広く発信し

ます。

県内で建築された公共施

設や店舗、住宅など２７の

木造建築物・木質化の事例

を掲載した写真集「木造建

築」を発刊しました

県産材を活用した新商品の展

示など、県産材利用に関する情

報発信を行う「とくしま木づか

いプラザ」を平成２７年１１月

に開設しました
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デジタルコンテンツやオンラインメディアを活用し、様々な徳島すぎ製品の魅力を全

世界に発信します。

４ 県産材利用の推進体制

（１）県民総ぐるみの木づかい運動の推進

林業・木材産業団体、建築団体、木育支援団体などの利用者、行政などの各主体が、

連携・協力し、多くの県民に「木づかい運動」への参画を促し、県産材の利用を推進

する体制の構築を図ります。

（２）「部局間連携」における推進

県産材の消費倍増に向け、県における県産材利用を全庁的に推進するために、部局間

で連携し、県産材の率先利用を図ります。

県産材を使用した住宅や木

製品を紹介するPR動画を制

作し、インターネットの動

画配信サイトにアップして

全世界に配信しました
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用語解説

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 級材

木材を品質（主に曲がりなどの形状）や用途によって分類する際の通称。

Ａ級材：直材で主に製材に供される木材

Ｂ級材：黒心や、やや曲がりがあり、主に合板、集成材に供される木材

Ｃ級材：曲がりなどにより、チップ化され主に木質ボードに利用される木材

Ｄ級材：枝葉や林地残材などで、チップやペレット化されバイオマスに利用される木材

森林認証

第三者機関が、森林経営の持続性や環境保全への配慮等に関する一定の基準に基づい

て森林を認証する制度。

森林認証には、森林管理を認証する「FM（Forest Management: 森林管理）認証」

と、認証された森林から生産された木材・木材製品であることを認証する「COC（Ch

ain of Custody:加工流通過程の管理）認証」があります。

木材利用創造センター

徳島すぎをはじめとする県産材の需要拡大を図るために，「産・学・民・官」連携によ

り「商品や技術開発」などを迅速・効果的に実施するため平成24年4月に開設されまし

た。

センター機能として、商品開発，性能評価，人材養成，情報発信があり，徳島県立農林

水産総合技術支援センター（徳島市南庄町5丁目1-9番地）に駐在員が配置されています。

とくしま木材利用指針
編集・発行

徳島県 農林水産部 林業戦略課 次世代プロジェクト推進室

〒７７０－８５７０ 徳島市万代町１丁目１番地

電 話：０８８－６２１－２４４８

ファクシミリ：０８８－６２１－２８６１

県ホームページアドレス http://www.pref.tokushima.jp/

Ｅ－Ｍａｉｌ アドレス ringyousenryakuka@pref.tokushima.lg.jp
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