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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、県の総合計画と、「林業プロジェクト」の

目標を共有し、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）

林業プロジェクト
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徳島県県産材利用促進条例
～県産材利用の促進施策を推進～
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２ 指針の考え方

・本県は林野率の高い「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下図に示すとおりです。主に、高知県から徳島県、

愛媛県に移出され、高知県は四国の素材供給県であり、徳島県には合板工場、愛媛県に

は集成材工場など加工事業者の多い林産県です。

しかしながら、昨今では、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。

計 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 他県

計 － 295 4 523 519 －

徳島県 402 254 31 66 51

香川県 7 2 4 1 0

愛媛県 617 440 65 112

高知県 421 383 38

他県 － 39 0 52 4 －

平成30年　四国地区の素材の交流表（製材・合板・チップ）

平成30年木材受給報告書（農林水産省より）

生産県

入荷県
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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高まってきました。

㎥平成３０年度は、県内における素材（丸太）の消費量は５５６千 で、そのうち、国

㎥産材は４７２千 （８５％） ㎥、外材は８４千 （１５％）となっています。また、国産

㎥材のうち、県産材は３２４千 で６９％を占めています。

㎥ ㎥国産材消費量は、製材用に２１７千 、合板用に１８４千 、チップ・その他に１５

㎥５千 となっています。

㎥ ㎥外材消費量は、製材用に５１千 、合板用に３３千 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８９千 （41％）、

㎥県外消費が１２８千 （59％）となっています。

平成30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）

（ ％）内の値は小数点第１位を四捨五入して記載。

外材 84千㎥

製材用

166千㎥
（30％）

チップ

その他

155千㎥
（28％）

合板用

151千㎥
（27％）

製材用

51千㎥
（9％）

合板用

33千㎥
（6％）

総消費量 ： ５５６千㎥

県産材 324千㎥（69％）
（＊総消費量に占める割合は58％）

他県産材

148千㎥（31％）

県外消費(出荷)
191千ｍ３（59％）

県内消費に占める
公共事業での消費量 9千㎥（7％）

国産材 472千㎥

県内消費
133千ｍ３（41％）
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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３０年度は、 ㎥１３４千 のうち、 ㎥民間部門では１２４千 （９３％）、

㎥公共部門では９千 （７％）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２３２千 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。

＊素材換算（素材のまま出荷したものを含む） （林業戦略課調べ）
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第２部 県産材の利用の目標

「スマート林業プロジェクト」では、「県産材の生産」を、令和１０年度に７０万㎥（令

和４年度：56｡3万㎥）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、７０万 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。

・木造建築の安全性能や省エネルギー化、耐久性が向上しています

・人が安心して住め、住みたくなる町並みが木材によって形成されています

・子どもからお年寄りまで木にかこまれた健康的な暮らしをしています

・木づかい運動が県民に浸透し、木材関連分野への就学・就職が進んでいます

・木材関連産業が連携・協働し県外利用や海外への販路が拡大がされています

このため、県総合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は、

①県内での需要拡大

②大消費地など県外における需要拡大

③海外での需要拡大

の部門に分け、下表のとおり定めます。

㎥（千 ,億円）

部 門 数値目標 Ｈ２９ R４

（現 状）

県 内 県産材消費量 １３８ １８３

県 外 県産材の県外出荷量 ２５４ ３０６

海 外 県産材輸出額 １．０ １．７

＊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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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公営住宅または職員用の住居等の居住用施設

⑦事務・事業用に供される庁舎等

【原則木造化を進める基準（規模別）】※１

延べ面積

高さ・階数 1,000㎡以下 1,000㎡超※２ 3,000㎡超

3,000㎡以下

高さ16ｍ超 ※３ ①耐火構造 又は

又は ②通常火災終了時間に基づく準

階数4以上 耐火構造

高さ16ｍ以下 耐火構造等

かつ 規模による規制はなし ※４

階数3以下 （用途により特定避難時間に基づ

延焼防止上有効な く準耐火構造としなければならな

空地の確保 ※５ い場合がある）

：原則木造化を進める範囲

※１ 「防火地域」及び「準防火地域」内においては、この表とは別に、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㎡以内ごとに防火壁又は防火

床で区画するか、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。
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※３ 倉庫・自動車車庫等の特殊建築物は「高さ13ｍを超えるもの」

※４ 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。

※５ 建築基準法改正（令和元年6月25日施行）により、敷地内の建築物の周囲に倒壊

しても、延焼防止上有効な空地がある場合には、規定の適用が除外されました。

【原則木造化を進める目安（用途別）】 ※６

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 ※７

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）

集会場 ※８ 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

※８ （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。

などの共同住宅 （2階建で2階部分が300㎡以上又は3階建ては準耐火

※８ 建築物）

宿泊施設 2階建以下は木造とする。

※８ （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）

※６ 建築基準法改正（令和元年6月25日施行）により、高さ１６ｍを超える建築物や

階数が４以上の建築物においても通常火災終了時間に基づく準耐火構造とすることに

より、木材を「あらわし」で見せる構造が可能となったため（倉庫・自動車車庫等は

除く）積極的に木造化を検討すること。

※７ 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。

※８ 建築基準法改正（令和元年6月25日施行）により、階数が3で延べ面積が200㎡

未満のもの（病院（入院施設有り）、共同住宅、寄宿舎等については一定の基準に適

合する警報設備を設けたもの）は、規定の適用が除外されたため、原則木造とします。


