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環境先進都市づくり構想
～木造耐火建築によるアプローチ～

中間報告
平成 22 年 6 月～23 年 9 月 （5 回開催分のまとめ）
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次世代木質建築推進山形協議会
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ま ち

環境先進都市づくり構想
～木造耐火建築によるアプローチ～
次世代木質建築推進山形協議会
１ 趣旨・目的
住民交流の活発化と観光客流入の増大などによる市街地・周辺地域の活性化を図るため、癒しと優しさの「木の温もり
溢れる街並みや回遊ネットワーク」をつくり、成熟社会に対応した「環境先進都市づくり」を推進する。
２ 基本的方向
日本人が昔から深く馴染んできた身近な材料としての地域産木材の積極活用により、その供給源である森林整備や山
村再生を図っていく。
また、伐採後の植林実施により地球温暖化防止に努め、資源循環型社会の形成や、最上川をはじめとした県内河川へ
の流木削減や水質向上など、「街と自然が調和する美しい山形づくり」を目指す。
３ アプローチ方策
ま ち
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都市と森林づくりを結びつける木造耐火建築技術を確立し、その技術活用を中心とした先駆的な「都市と森林づくりの
環境モデル」を構築・提示し、全国向けに発信する。
さらに、これらの環境技術や製品あるいは構築モデルを「山形発の地域環境産業」として育成し、全国で大きなシェアを
誇る鉄骨・コンクリート造マーケットに新規参入するなどにより対外的な認知度を高めていく。
４ 推進組織体制
当フォーラム会員の下記メンバーで構成する「次世代木質建築推進山形協議会（仮称：Next Engineered Wood
Construction Association Yamagata）」を設立し、官・民・学一体となった「新たな公（新しい公共）」の体制で推進する。なお、
加入や脱退は、会長の了解を得るものとする。
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中間報告（意見・提言概要）
１ 協議会の発足経緯
美しい山形・最上川フォーラム（以下、フォーラムと言う）は、県民、NPO、事業者、大学、行政がイコールパートナーとな
り、「山から海へ、人から人へ、過去から未来へ ～いのちの水をつなぐ 100 年プラン」を掲げ、「新しい公共」の先駆的団体と
して、県内各地の環境・経済・文化等の向上を目指し県民活動を展開、平成 23 年に 10 周年を迎えた。平成 21 年 12 月に、
フォーラム会員に「最上川に関するアンケート」を実施し、結果を知事宛に提言した。その中で、最上川を利活用した地域・
観光振興及び環境教育の方策として、「森、まち、海の観光地をつなぐ最上川（木のまちづくりが森を整備する内容。資料 1．
P5 参照）」を報告した。
フォーラム発足以来、河川の水質調査やクリーンアップ（河川のゴミ拾い）を継続し、ゴミを拾った経験のある人は、特に子
供たちはゴミを捨てなくなるなど、環境教育にも力を入れてきた。企業の社会貢献活動としての参加も増えたが、他方、拾っ
てもひろってもゴミは減らない現実もあり、その源を断つべく、最上川上流地域市町と一緒になって、「ゴミ発生源対策～捨
てない、すてさせない in 最上川」の活動を開始した。その第1 回会合の平成21 年11 月に、朝日町上郷ダムを見学した際、
ダムから引き上げられるゴミの約 3 割が流木であり、その発生源対策は森林を整備することが必要との認識を得た。
森林は、二酸化炭素を吸収、蓄積して地球温暖化を防止し、また、「森は海の恋人」とも言われており、森を整備すれば川
や海がきれいになる。さらに、森林産業の振興、地域産木材の利用は、雇用を通した集落維持や木造のまちづくりを促し、
環境改善、経済活性化を目指す美しい元気な山形づくりに繋がる。フォーラムの上記 100 年プラン「山から海へ」の通り、森
林（山）の整備、集落維持、まち興しや川のクリーンアップ、そして海岸漂着ゴミ対策（海）との連携へと、新しい公共の役割を
果たしつつ、大きな県民運動に広げてまいりたい。

２ 協議内容の方向性
各界のメンバーで協議会を立ち上げ（国土交通省 東北整備局発行の「東北圏だより」へ本協議会の趣旨を寄稿。資料 2．
P4 参照）、木造環境先進都市（まち）づくりを推進して山形県産木材の利用を拡大し、下刈り、間伐、伐採、植林のサイクルを
回して森林整備を促す方策を検討してきた。協議会では、①「県産木材の需要増が供給を引っ張り（デマンド・プルにより）、
森林を整備する」、また、②最上川夢の桜街道®に映える「県産木材による環境先進都市まちづくりのプロセスそのものが、ま
ち興しや観光振興を促す」ことを基本的方向として検討を進めており、現在、議論の途上である。
森林資源の整備・活用による美しい元気な山形づくりは、環境先進地形成と新環境産業創出を盛り込んだ「第 3 次山形県
総合発展計画」に沿い、また、林業振興や県産木材の利用拡大は、地域経済の柱である「農林水産物の産出額や関連雇用
の増大」に繋がる。更に、森林産業の振興は、県内市町村すべてが難しい課題として取り組んでいる限界的集落の維持・活
性化策の大きな柱になるものと考える。

３ 山形県森林の現状
最上川の源は山、森であり、CO2 を吸収して成長し植林により再生できる森林が、県の豊富な自然資源である。山形県は
森林が県土の 7 割を占める森林大国であるが、昔は木を切り過ぎて山が荒廃し、今は切らないので整備されない状況にあ
る。 県内の木材需要量は減少の一途を辿り、それに伴い山元立木の価格下落が顕著で、多くの森林所有者は林業のみで
の生計維持が困難となり、専業者は極めて少ない。海外を見ると、例えばドイツの林業は、所有と経営が分離し、公的関与が
強く、雇用も大きなウェイトを占める先進国型産業と言われている。
森林は、木材そのものの利用に加え、水源涵養、CO2 吸収源、生物多様性の保全や観光など、多様な価値を有する。環
境教育の面から、子供達が森林に触れて学び、意識を高めることも必要である。県民は森林保全のため緑環境税 6 億 6 千
万円／年を納付し、75%が荒廃森林の整備に活用されている。5 年毎に見直しされるが、特定地域への長期的重点配分
や、間伐材を放置せず利用すること、また、植林だけでなく、伐採して県産木材を利用するサイドへの支援が重要である。
今後、カーボン・オフセットやCO2 排出権等の考えが浸透し、森林の価値が高まる可能性もある。また、外国人の森林買収
については、森林全体を適正に管理していく際、文化の違いなどから外資との交渉は困難を伴うのではないかと懸念され、
水環境保全を将来にわたり守っていくため、自治体独自の条例制定の動きもある。

４ 森林整備は県産木材の需要拡大が決め手
森林整備を促すために、県等自治体は、森林業者や県産木材使用住宅の施主に対し、補助金等の支援を続けてきたが、
森林所有者の高齢化や従事者の減少、また住宅着工戸数の趨勢的減少から、新たな展開を迫られている。住宅への県産
木材のウェイトを高める施策に加え、まちづくりの中心となる公共建築物等を木造化すれば、大量に、かつ付加価値を高め
て県産木材の利用が拡大される。建築に使用する木材は無垢材と集成材があり、材質や目的に応じて使われるが、在来工
法住宅に主に使われる無垢材の県産木材比率を高めると共に、集成材は材質が均一で構造計算が容易なため、県産木材
を大規模木造建築の新たなマーケットに拡販することにより、全体として県産木材の需要を増やすことができる。
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山形県は、①豊富な森林資源がある、②公共建築物の木造化方針が策定された、③伝統的木造技術や最先端県産木造
技術を有する、④本格的な災害復興支援が始まることなどから、木材関連業界が飛躍するチャンスを迎えている。県産木材
の需要拡大による林業振興や山元立木価格の適正化には、県産木材のマーケットを広げるのが基本である。関連事業者や
行政等、また、特に行政に大きな影響を及ぼす大学の建築関連研究者達も、無垢材と集成材の垣根を越えて協力し合い、
更に、県民安全の観点から、県産先端特許技術を積極的に取り込むと共に（従来、これらの安全性能の高い技術は、県の入
札において「特許・大臣認定技術・商品」という理由で排除されてきた傾向があるが）、大スパン・開口等の構造には集成材
を、内装、造作等は無垢材を使用し、それぞれ相乗効果を発揮すべきである。構造がしっかりした木造は、部材交換やメン
テナンスにより、鉄筋コンクリート造よりも耐久性があり、実際の耐用年数を考慮すればコストははるかに低いものとなる。
1、2、3 次関連業者の 6 次産業化や、サクランボ等の農産物と同様、建築・住宅業界が県産木材のブランド化を進めると共
に、県産の木材・木造技術を「県の戦略産業」と位置付け、全国へ総力戦で県産木材の利用拡大に努める。実施中の「やま
がたの木」認証材を県外に拡販するには、県内製材工場で製材する前提を付けず、原木を広く認証し、ブランドを確立すべ
きである。現状の認証制度によると、「原木そのもの」や「原木を県外の製材・集成材工場で加工し、そのまま出荷したもの」
は、「やまがたの木」認証材とならず、全国への「山形ブランド」が広がらない仕組みとなっている。

５ 国と県の木のまちづくり政策
国の「森林再生プラン～コンクリートから木へ」が打ち出され、農水・国交省の「公共建築物等木材利用促進法（以下「国の
促進法」）」が平成 22 年 10 月に施行された。さらに国交省の「木のまち補助事業」の展開など、国は「木造建築の拡大による
森林整備」を本格的に促進している。それを受けて、県（農林水産部、県土整備部）でも「やまがたの公共事業における木材
の利用促進に関する基本方針（以下「県の基本方針」）」を平成 23 年 3 月に公表し、市町村も一緒になって公共建築物の木
造化の普及・推進を図っている。平成 23 年 6 月現在、全国で、26 都道府県が方針を作成し、うち京都府は条例化している。
「県の基本方針」は、概ね、従来の考え方や技術、県内設備、関連組織等を前提としており、最近の木造技術の革新等を
取り込んだ方向性を、もっと強く打ち出すべきである。方針というのは、後追いではなく、先導して市町村や業界、技術等を
引っ張るものである。市町村を訪問すると、全ての首長さんが自然資源の観光等への活用と、森林整備、関連雇用に強い関
心を持っており、地元産木材を活用する場合の、川上から川下までの具体的な流れや建築関連技術などの実践的ノウハウ
を欲している。
公共事業は、地元付加価値の増、即ち地元にカネを落とし、それを呼び水として雇用拡大、地域活性を促す。鉄骨・鉄筋
コンクリート造と比較し、地域産木造は原料調達段階から地元に恩恵が生じ、地域雇用・税収増に加え、森林整備に繋がる。
地域産木造は、地域経済・社会への波及効果が大きいことを検証し、県民意識改革に努めていく。

６ 県産木材の加工は東北全体の設備インフラを活用
公共建築物は、災害時に避難所や防災センターとしての役割となるため、大規模木造建築技術に加え高水準の安全・耐
久性能が要求され、その構造材は、「国の促進法」で JAS 規格適合材とし、建築基準法施行令で含水率も定めている。公共
建築に県産木材を構造材として使用するには、安全性能を担保するため、JAS 製材工場・乾燥設備、集成材・合板・ＬＶＬへ
の加工インフラ、更には、構造設計、構造計算等の技術が不可欠である。
山形県は、新潟を含む東北各県の中で、木材加工インフラ、即ち構造材の乾燥や合板、集成材等の加工設備が極めて劣
後しており、県内設備だけでJAS 基準をクリアする構造材をつくることは困難である。ただ、県内の加工だけで実際に大型木
造公共物が建築されており、JAS 基準などの法的安全性をどこで担保しているのか不透明である。
法で定められた含水率や強度規格等の木構造の安全性能をクリアするためには、県内設備だけに拘らず、高速道路も整
備されているので、東北の工場ネットを利用することを基本とする。県内に設備を新設しても運営採算は厳しく、むしろ往復
運賃補助等の対応が手っ取り早く、コストとリスクも少ない。将来、採算需要量が確定できた段階で、県内にJAS認定工場（製
材・乾燥工場）も検討できるが、今はいかにして県産木材の需要を増やすかである。他県で県産木材を加工した場合でも、ト
レサビリティ（産地証明）を明確にして「山形県産木材」と広く認定・認証すべきである。特に大震災以降は、東北全体を一つ
の経済圏として、復興支援等も含めた他県の設備稼働率を上げ、連携、共存、共生の仕組みを前向きに構築する。

７ 木造耐火技術の実用化～山形発「新環境産業の発信・提供」と「震災復興支援」
県内の先端木造建築技術は、激震地での耐震性能や部材交換等による耐久性能が広く実証されてきたが、唯一残されて
いるのが、ニーズの高い「木を現しにした本格的な耐火技術の実用化」である。木を不燃物で覆う方法は実用化されている
が、「木を現しにした 1 時間耐火構造部材」の大臣認定を早急に取得し、山形県発の技術を、県産木材の利用拡大や市街地
での耐火建築の普及、「山形県産材ブランド」の確立、更には被災地の支援技術として活用したい。本協議会の議論を踏ま
え、地元の木材を利用し、木を現しにした木造耐火の「防災センターに転用できる市民大ホール」の計画事例も出てきた。木
の温もり溢れる「耐震・耐火・耐久・デザイン性能に優れた先駆的木造技術」を、山形発の地域興しの森林産業や新環境産業
として全国に発信する。
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加えて、3.11 の大震災、特に津波被災の復興支援策として、「東北地域産木材＋災害に強い山形発の木造建築技術」を
活用した「木の復興まちづくり」を提案する。復興支援により山形県産木材の需要が拡大すれば、供給量を倍増させる体制
の構築が必要であり、それに伴い森林整備が促され、林業・木材関連雇用も増えて地域活性化に繋がる。震災復興支援
は、支援先と支援元の地域が Win-Win の関係になってはじめて、継続・長期的な本格支援が可能となる。

８ 今後の議論に向けて～美しい元気な山形づくり
本協議会の議論を、①最上川の流木削減から始まり、②削減するには森林を整備する、③整備するには山形県産木材の
利用を拡大する、④利用拡大には住宅マーケットで県産木材使用比率をアップする、⑤更に、飛躍的に利用を拡大するに
は、鉄やコンクリート造の巨大マーケットへ木造で新たに進出する、⑤山形県には、豊富な森林資源と、木造の伝統・芸術的
技術や先駆的大規模建築技術があり、それらを 6 次産業化し山形県特産物とし全国に販売する、⑥その結果、県の課題で
ある農林水産物産出額と関連雇用の増大と、すべての市町村が悩んでいる限界的集落の維持・活性化を図る、⑦更に、震
災復興支援としてこの特産物を活用するというシナリオでまとめた。
繰り返すが、伝統木造工法と革新工法、無垢材と集成材、高・低温乾燥方法等、相互を排除せずに、相乗効果を発揮する
ためには、県内関連業者の「連携」がポイントである。それら連携を促進する県の行政的指導や強力な後押しを期待する。
シャッターが閉まり、静かになった商店街も多いが、まちづくりプロセスそのものが新たな観光振興に結びつく。例えば金
山町は、まちづくりが観光資源となり、木造の建物は歴史や芸術、文化であることを見事に実践している。また山形市は伝
統と斬新さの建物を調和させ、回遊地図の作成等、楽しく歩く街づくりを目指している。風情ある環境先進木造都市まちづく
りが、森林整備、観光振興、地域活性化を促し、ゴミ発生源・海岸ゴミ削減対策に繋がる。自然と共生した、森、川、まち、海
における一体的県民活動が、美しい元気な山形をつくる。過去1年余り、5回の議論をまとめたが、各委員の率直な発言を出
来るだけそのまま記載した。今後も議論を継続していくので、是非、ご意見、ご批判をお寄せいただきたい。

９ 提言まとめ …以下、上記報告の順序に沿って、提言・要望をまとめた。
１ 木材の利用拡大へ緑環境税を見直す。
…緑環境税を活用して伐採した間伐材を、放置せずに下ろして利用する（国の間伐材の補助金は、運び出すことが条件
となっている）。
２ 無垢材と集成材を適材適所に使用する。
…無垢材と集成材を適材適所に使用する。県の諮問会議などでバランスの取れた外部研究者、人材を配置する。
３ 安全性能の高い特許・大臣認定の建築技術・商品を県の入札から排除しない。
…公共建築などに安全面、災害対策面から使用される特許技術を、特許という理由で県の入札から排除しない。
４ 「原木」についても「やまがたの木」に認証する。
…他の農産物と同様、「原木」段階で「やまがたの木」を認証し、広くブランド確立を目指す（現行は、主として県内製材工
場での製材したもののみ認定しており、「山形ブランド」が広く県外に広がらない仕組みとなっている）。
５ 木造建築が地域経済に与える好影響のモデル化。
…公共建築を、鉄骨・鉄筋コンクリート造と木造比較し、その投資が地域経済へ及ぼす好影響（雇用、所得、税収、また、
定性的なものとして森林整備、限界的集落の維持など）のモデルを構築し、住民に対する説明に活用する。
６ 建物の安全性担保のため、県内設備に拘らず東北経済圏で JAS 木材加工を完結させる。
…県内の木造加工設備では、特に大型の公共物を建築することは困難であり、東北地方の工場ネットを積極的に活用す
る。それら県外施設も稼働率維持から歓迎されており、東北を一つの経済圏として進めていくべき。運送費がかかるの
で県内に設備したいとの声もあるが、県外工場を見ても運営は厳しく、設備新設の補助金よりも、高速道路を利用する
運送費の補助がより効果的である。
７ 山形県の震災復興支援策として、山形・東北産木材と木造建築技術を広く提供する。
…災害に強いまちづくりのため、「東北地域産木材＋山形産の木造技術＋各地域の建築関連業者」の支援モデルを、山
形県復興支援策に加える。山形県発の「木を現しにした本格的な耐火技術」実用化のため、大臣認定を早期に取得し、
災害復興技術に活用する。県内でも、地域産木材を使った大規模耐火公共建築のニーズが高い。
８ チャンスが到来している山形県の森林関連産業の拡大。
…山形県の森林産業の振興により、県内では雇用増、農産物産出増、限界的集落の再生、流木の削減、また、県外に向
かっては、災害支援なども含め、県産木材、県産木造技術の「山形ブランド化」を確立する。
９ 森、川、海が連携する県民運動。
…森、川、集落、まち、海が連携し、新しい公共の役割を発揮して、美しい元気な山形づくりの県民運動を盛り上げる。
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資料１ 提言書「最上川を利活用して、県全体を元気に美しく潤そう」（平成２２年３月３１日提出）より

資料２ 国土交通省 東北地方整備局発行 「東北圏だより」第６号より
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このレポートは、本協議会で検討された意見などを出来るだけそのまま再現し、テーマ毎にまとめたものである。従って、
相互に矛盾する箇所もあるので、ご了解いただきたい。また、ご意見などを、ご遠慮なく、美しい山形・最上川フォーラム事
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１ 協議会の趣旨等
1.1 本協議会の発足経緯
1.1.1 最上川のゴミの約 3 割が流木
美しい山形・最上川フォーラムは、「美しい元気な山形づくり」活動を全県下で展開している。その一つとして、水環境の改
善に取り組んでおり、水質検査やクリーンアップ活動、さらに近年、上流地域を中心に、ゴミ発生源対策「捨てない すてさせ
ない in 最上川」へと活動をステップアップさせている。朝日町上郷ダムの現地視察で、引き上げられるゴミの構成比の約 3
割が流木であり、川に流入する自然木等も多いことが判明した。流木の原因の一つである森林の荒廃や間伐材の放置を解
決するには、県産木材の需要を増やすと共に、木材の付加価値を高めるのが一番の近道である。県産木材や間伐材の有
効利用や、木材の価値を高めて川下で利用する方法、加えて、環境に優しい街づくりや、街中景観と観光との兼ね合い等、
色々な視点で、多様な立場の方々のごご意見をいただいた。
1.1.2 森林整備は県産材の利用拡大が決め手
山形県は 7 割、山形市も面積の約半分を森林が占めるが、他県と同様、森林の整備や経営が極めて困難な状況にある。
直ちに解決は出来ないものの、その基本は、県産木材を大量に、付加価値を高めて使用すること。言うまでもなく、安定的な
県産木材の供給体制が不可欠・前提となるが。近年、木造建築技術が向上し、耐久・耐火性能など鉄骨・鉄筋コンクリート造
と同じ土俵で比較検討できるようになり、県産木材を使用する公共建築はもちろん、民間の住宅以外の木造建築も補助金な
どにより需要を喚起すべきではないか。
1.1.3 森林整備とまち興しの両立を目指す
他方、人口減少、少子高齢化、核家族化などの構造的要因や、街が郊外に発散して開発してきたことから、中心市街地が
衰退していく傾向が全国的に見受けられる。他方、人が集う街並みやコンパクトシティづくり、観光客を呼び込む街づくりな
ど、まち興し、市街地再興の機運も活発である。県産木材の利用を拡大する「森林整備と街興し」の両立の可能性を探り、環
境改善や地域活性化により元気な山形県をつくる。

1.2 環境先進地の形成と新環境産業の創出
第３次山形県総合発展計画には、「環境先進地」山形の形成が盛り込まれている。山形ならではの恵まれた自然環境を
活かして、地域づくりや CO2 を減らすなどの環境対応施策のほかに、環境をテーマにした産業づくりも進める。
本協議会は「新たな公（新しい公共）」として、行政だけでなく、企業、民間、NPO や県民も、趣旨の推進主体となるべく期
待されている。環境がテーマでも、推進母主体が NPO であれば県民活動推進室、具体的な事業となると県土整備部、林業
としての視点であれば農林水産部、環境問題そのものであれば生活環境部、環境教育であれば教育委員会など多くの部
局が関連するので、県庁の各部局とともに県庁全体として検討していく。

２ 山形県の森林と整備の方向性
2.1 山形県森林と県産木材需要の現状
2.1.1 県土の 7 割を占める森林
県土の 72％が森林で、県土利用の観点からしっかり考えなければならないが、ありふれた風景、当たり前の光景で、森林
は 100 年の大計と言われてきたことから、今日明日の問題ではないという認識で先送りされてきた。県内の森林のうち人工林
が 3 割、18 万 ha のほとんどが戦後に植えられ、その内 9 割が杉で、50 年以上の収穫期を迎えたものが半数を超えた。木に
は寿命があるのでこのまま放置すると過熟になり、病気にもかかりやすくなる。昔は木を切りすぎ森が荒廃したが、今は切ら
ないことで森が荒れている。
戦後、拡大造林政策で広葉樹が伐採され、杉やヒノキなどの広大な人工林が生まれたが、1964（昭和 39）年に木材輸入が
完全自由化されると安価な外材が輸入され、一気に林業が衰退して山林の荒廃が進んだ。森を活力あるものにするには、
木を切って使わなければならないが、木材需要量や住宅着工戸数も減少しており、新たな活路を見出さなくてはならない。
森林所有者は、環境のために植えているという意識はなく、木を売って収入を得て、そしてまた植林してきた。しかし、今
は木材需要が少なく価格も安く、経営が成り立たないので、山は管理されず、木を切っても植えることができないのが現状。
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2.1.2 森林成長分の 1／4 しか使用されない県産木材
森林所有者の管理・経営意欲に結び付けるには、まず、県内で地元の木の需要を増やす方策が必要である。県内の１年
間の森林の成長は 133 万㎥。これに対して県内の木材需要は 50～60 万㎥、うち県産木材は 30 万㎥。県産木材の需要は供
給（成長分）の 4 分の 1。今は、外材より国産木材の方が安くなっているにも拘らず県産木材が使われておらず、この辺がポ
イントとなるが、一番の問題は県内の森林成長量 133 万㎥に対し、需要 30 万㎥という需給ギャップである。
緑環境税なども活用して森林を整備しているが、間伐材が利用されないため、間伐が進まず、また間伐しても利用されな
いため山に捨てられているのが現状。木を使うための条件整備と、生産コスト縮減の手法を考える必要がある。ただ、最近は
用途が広がってきており、通常の建築材のほか合板材・集成材やチップ、燃料とする国産木材の利用が増えてきた。
2.1.3 木の使用量・範囲の拡大
コンクリート、アスファルトはリサイクルの優等生で、公共事業ではリサイクル材を使うのが原則である。使う側も、リサイクル
に材料を供給する側も公共事業であり、リサイクル率は 95％を超える。需要があれば供給は後からついてくる実例だ。一般
的には新材よりリサイクル材が高いのが常識だが、砕石などコンクリート系のものは逆転している。
県産材の需要を増やすには、木材など１つの分野の量を（縦に）増やすことと、燃料などとして用途を（横に）拡大すること
が考えられる。増やすことにより、どれだけ余分にお金がかかるかを考えなければならないが、燃料に使えば灯油を使わな
くてよくなり、その分は需要喚起の財源になる。需要を縦、横に拡げる方法を議論する必要がある。

2.2 森林所有者の現状
2.2.1 高値時の 1／10 になった山元立木の価格下落
平成 22 年度「森林・林業白書」の「山元立木、丸太、製材品価格」を見ると、山元立木の価格下落が著しく、山林所有者へ
しわ寄せされてきたことが分かる。それが、森林整備（伐採、植林、造林のサイクル）が進まない主因である。森林は伐採、植
樹という循環を繰り返してきたが、現在、価格が下落し、所有者も森林に目を向けないのが実情である。以前の高値時、1ha
当たりの立木価格が 700 万～900 万円であったが、今は 70 万にもならず、伐採しても植えるための金すら入ってこない。山
が裸にならないように、50 年を過ぎた林については、良いものから順に間引いているところもある。
2.2.2 森林所有者は小規模で専業者はほとんどいない
林業で経営が成り立つには、何百 ha 規模の森林を持たないとやっていけないと言われている。山形市は 8 割が 5ha 未
満で、山形市では専業で林業をやっている人はいないし、県内でもほとんどいない。木材価格下落が始まったのは外材
の輸入が始まった頃からで、今は木材価格が安いため、伐採した後、植えるための費用を確保するのもままならない。
森林所有者が所有する面積は、小規模であり、集約して伐採コストを削減しなければならないが、境界確認のため立会い
しても境界がどこかわからない所有者が大勢いる。30 年で伐採すると新しい芽が出てくるが、木が古くなると新しい芽が出て
こないし、病害虫にもかかりやすくなる。環境の面では、広葉樹もうまくコントロールしなければならないし、雑木も使ってい
かなければならない。放置すると、景観も悪くなるし、生態系にも悪影響を及ぼす。山形市としては、伐採コストを抑えるた
め、基盤整備や地権者の境界確認などを行い、民間との役割分担をしていくことが重要と考えている。林業従事者の後継者
問題も深刻であるが、林業はある程度の教育訓練が必要で、それをどう育成して解決していくかが大きな課題である。
2.2.3 森林を守る社会的システムづくりが必要
林業は下草刈りや枝打ちなど手間がかかるが、将来大きくなったら金になるという思いもあって、山に杉をたくさん植え
た。昔は学校林があり児童も植林していたが、今後、植林について、児童が関心をもって作業できるような仕組みを考えて
いかなければならない。
日本の森林は戦後一斉に植林され、それがまた一斉に成熟している。それらをいっぺんに伐採するのではなく、持続の
ためのバランスをとるのがポイントであるが、一人ひとりの山林農家が考えるのではなく、社会で考えて行く必要がある。ドイ
ツでは山林は社会で守っているが、日本に合う形で森を守って行く工夫を考えていかなければならない。林業は、境界や
後継者問題など抱えているが、森を元気にするというテーマは非常に社会的ニーズが高い。

2.3 ドイツの森林経営
2.3.1 林業は所有と経営が分離
日本では、農業は土地所有者自ら働くが、林業は森林所有者自ら木を切ることはまずない。森林組合が伐採などを行って
いるが、林業の後継者問題は林業従事者の後継者問題である。ドイツでは森林の所有権とは別に、経営は公的機関が行っ
ており、また、大学でも現場実習の研修を取り入れ、教育システムが構築されている。日本でも新たな社会システムをつくっ
ていく必要がある。
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2.3.2 公的関与が強く雇用も大きなウェイトを占める
林業は先進国型産業と言われている。1990 年に入り欧米先進国で木材生産量の増加傾向が顕著であり、森林資源が豊
富な先進国では、林業は国や地域を支える重要な柱である。ドイツの林業・木材関連産業は、自動車産業に次ぐ大きな雇用
を抱える産業群である。連邦政府が全体の枠組みを決め、州政府が地域の森林保護・管理に責任を持ち、経営を持続的に
確保できるよう、私有林、国・自治体林を一元管理・指導している。1970 年代に生産基盤となる林道を補助金で整備し、1 ha
当りの作業路の長さは日本の 8 倍。林業は 200 年の歴史があり、100 年以上の大径木も多く、1 ha 当りの蓄積量は日本の 1.5
倍で、年間成長量も消費量を超える 9,500 万㎥である。プロの作業員とともに、林業経営から木材販売までサポートできる専
門家の養成に力を入れ、支援体制を確立している。なお、日本でも、戦後植林した人工林が成長し、年間の成長量は消費
量に相当する 8,000 万㎥に達している。

2.4 森林が有する多様な価値
2.4.1 水源涵養、CO2 吸収源、生物多様性の保全や観光
森林は、再生可能資源としての利用はもちろん、水源涵養、生物多様性の保全、景観、レクリエーションなどの多岐にわた
る機能を有する。近年では、地球環境・資源問題の深刻化から、二酸化炭素の吸収源やエネルギー源としての役割や、公
共事業の縮小による雇用の受け皿としても注目されている。森林は空気の浄化や水の保全、また、住宅などに使用すれば
CO2 の固定にもなる。いろいろなメリットがあることはよく知られている。
2.4.2 環境体験学習で森林に触れる
県民が実際に体験学習できるシステムづくり、即ち植林から手入れ、間伐、伐採、それを加工、利用するプロセスを学び、
実感する。学校教育だけではなく生涯学習的に取り入れ、経済問題と環境問題とを同時並行的にした環境教育が重要であ
る。県産木材で家をつくろうというネットワークがあり「家づくり学習塾」を開催し、3 年がかりで、環境面の学習や木材ができる
までの過程、山形の木を使うことの意義等を一般の方に学んでもらい、成功している。単発的なものではなく、行政を含めて
幅広く、総合的、戦略的に似取り組むことが重要である。
2.4.3 カーボン・オフセット、CO2 排出権取引
環境省では、地球温暖化対策の一環として、市民生活や企業活動等により排出される温室効果ガスのうち、削減困難分を
他の排出量削減や森林吸収量によって埋め合わせるカーボン・オフセットの取り組みを検討している。間伐・主伐・植栽によ
る持続可能な森林経営、また、間伐や植林活動等が、CO2 吸収量を増大させる対象プロジェクトとして注目されており、今後、
CO2 排出権取引などを利用した森林整備も検討されるものと考えている。

2.5 森林整備の方向性
2.5.1 公共建築物などへの県産材利用拡大
山形県では、県民の森林整備の意識高揚のため 「やまがた絆の森活動」を実施しており、県と森林所有者、企業の協定・
参画により森林整備活動を各地区で展開している。他方、森を元気にするためには木を使って木材の価値を高める必要が
あり、この両輪のバランスの取れた活動や事業の積極的な展開が不可欠である。木材自給率を高めるために、県は公共建
築物に木を使っていく基本方針を策定したが、この対象は人工林とし、公共建築物に間伐材も積極的に利用することとし
ている。間伐をしなければ森林は整備されないが、間伐は木を育てる途中段階であり、木材価格が低迷するなか、その後
さらに成熟した木を川上（山）で切ってもらうためには、川下（街）の需要を高める方策を考えなければならない。木の循環
を考えたときに、伐採した後、木を植えてもらえるかどうかについても懸念がある。そのための施策をとっていかなければ
ならない。一方、需要を創出し木材価値を高めようとしても、供給体制が整わなくては、県産木材の需要に結びつかない。
2.5.2 付加価値を高めて山元立木価格の適正化を図る
一般的に、設計事務所が仕事をするとき、施主（自治体も含め）から地元の杉を使って欲しいと条件をつけられる
ケースがあるが、そうした条件がないとなかなか使われないのではないか。また、全国展開をしている木造建築業者
は、各地町有林等の地域産木材を使用しているが、間伐材、風倒木も含め、適正な値段で購入するように努めている。
適正な値段で買わなければ林業は成り立たないので、林業も企業展開も持続・継続できなくなる。地元の木を使うの
は、環境企業としての使命と認識している。
また、県産木材などをそのまま売ると安いので、付加価値を高めて価格を適性化する必要があり、
「不当に安く買わ
ない、売らない仕組み」を工夫する。木で建てると皆に喜んでもらっているが、木造の方がよい建物もコンクリート
造になっているのが現状である。木造の良さを知ってもらう努力をしなければならない。
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2.5.3 緑環境税の 3／4 が森林整備に使用
山形県に 2007 年度に導入された森林保全を目的とした緑環境税は、県民一人ひとりから徴収し、平成 22 年度税収は 6
億 6 千万円。75％は間伐などを含めた森林の整備に使用されており、残り 25％は環境学習、ボランティア活動、県民の意識
啓発などのソフト事業に充当されている。NPO 法人、地域の方などの活動に事業費を補助している他、市町村にも配分され
ている。6～7 億でも市町村に配分すると僅かな金額であるので、効果が見えるようなお金の使い方も検討したい。1 年間で
みれば平等ではないが、30～50 年かけて平等になるのでもいいのではないか。それを行政は知っていても、民意が理解し
てくれないからできないのだが、公平平等ではなく効率を考えた使い方にするために、社会的な認識を高める必要がある。
林業は自然相手で、工場生産とは違うので、長い目で考えていかなければならない。さらには、緑環境税などを民間の木造
建築へ補助すれば波及効果が大きいのではないか。
需要喚起策について、木材を公共建築物だけに使うという使用制限は、マーケットの規模が小さければ効果は限られるの
で、建築市場の大きな割合を占める民需をどう刺激するかが課題である。仮に緑環境税の 7 億円を公共建築物の木材に使
えば 7 億円の効果にしかならない。補助金として民需に使えば例えば 10 倍位のレバレッジ効果（70 億円の効果）を生み出
すこともできる。緑環境税は 5 年毎(2012 年度)に見直すので、この協議会で意見があれば提言をしていきたい。

３ 観光を創造するコンセプトのあるまちづくり
3.1 金山町のまちづくり
3.1.1 まちづくりそのものが観光資源
放送大学の研修旅行で金山町を訪問、特に名所もないが学生から好評だった。名所だけでなく、木造の住宅の町並みや
人々の暮らしぶりも観光資源になると実感した。林業やまちづくりは、観光産業という新しい地域産業のバックアップになる。
まちづくりが観光資源になり、地元の雇用を創出する。観光は、大手旅行会社だけがやるのではなく、幅広く地元の人が携
わるのでなければ本物の観光にはならない。
3.1.2 木造建築は歴史や芸術、文化である
人口 1 万人以下の金山町に木造住宅の棟梁が 70 人。木造は改築できるので、家族構成に変化があった場合なども需要
があり、長く利用することで伝統や文化が生まれる。職人は一生職人ではなく、その中から芸術家（人間国宝など）が生まれ
るような環境づくりが必要であり、それを支持する住民の意識が重要である。
イタリアや奈良のような誇りのもてる地域にするためには、「歴史、芸術、文化」ではないだろうか。単に木造建築をつくる
だけではなく、芸術や文化的な要素を入れるのがポイントである。
＊ 金山町金山地区が 2010 年度の都市景観大賞「美しいまちなみ賞」の最高賞である「美しいまちなみ大賞（国土交通大
臣賞）」を受賞。県内からは初の受賞で、金山住宅を中心とした街並み整備と景観づくりに全町挙げた取り組みが評価され
た。金山町のまちづくりの特徴は、住民生活と景観づくりが一体となって展開していること。風景と調和した美しい街並みだ
けでなく、そこで暮らす町民の快適な生活環境を目指し、地域住民と行政が一体となって取り組んでいる。先人から受け
継いできた貴重な景観を次代に引き継ぐために、1983（昭和58）年に新金山町基本構想を策定。「街並み（景観）づくり100
年運動」を提唱し、本格的な景観づくりがスタートした。金山杉に金山大工の職人技。地元産材で利用する地産地消を推
進しながら風景と調和した家並みをつくり上げている。

3.2 山形市のまちづくり
3.2.1 伝統と斬新さが調和
御殿堰や紅の蔵は現在のところ成功している。御殿堰や紅の蔵を線として結ぶだけでなく、滞留時間を長くしていく仕組
みづくりが必要であり、また、旧済生館や文翔館など他の施設へも足を運べるように工夫しなければならない。観光客は当
初想定していたより多いようだが、一過性にならないように、改善するものは改善していくようにしたい。今から 30 年近く前、
全市町村の教育委員会の協力で県内の蔵を全てマッピングし見て回った。せっかく作り上げた資料なので、ぜひ県としても
活用していただきたい。
市内には多くの蔵がある。丸八さんにも土蔵があり、豆蔵はレストランとして利用している。蔵は、我が家の蔵、活用してい
る蔵、活用したい蔵、壊したい蔵の４つに分類できる。土蔵の活用が一気に広まってきたきっかけは、芸工大の蔵プロジェク
トで学生が蔵の掃除を行い、活用を始めたことだったように思う。
丸八さんの店舗であるが、国道 112 号の拡幅工事で店舗を 6ｍカットすることになった。店舗正面からの景観が変わってし
まうのではないかと悩んだが、柱一本一本にナンバリングをして復元をし、大きさは変わったが正面からの景観は元通りに
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なった。現在では、大きさもあると思うが、こうした建物は新たに建築する場合、不適格になるとのこと。何かのきっかけで壊
した跡に、また同じようなものを建てられず保全できないというのが問題ではないか。
3.2.2 回遊するまちづくり
丸八さんなどを中心に山形市の観光地図を作ったが、そのきっかけは、市内の点を線で結んで多くの人を回遊させ、賑わ
いをつくりたいと思ったからである。盃山と千歳山が一枚に納まっている地図は無く、馬見ヶ崎川の扇状地に市街地があると
いうのが良く分かる。また、高さがわかるよう等高線を入れたら、メインストリートの七日町、十日町の通りは高低さが少ない場
所に築かれており、町民の暮らしに配慮した街づくりがなされていた。教育資料館などの昔からの洋風木造建築の傷みが懸
念されるので、修繕、修復、保全が必要である。この地図はどんどん改定していく。記載しているコースについても、新名所
や２時間で見られるコースなど、ニーズとともに改定し、この地図が市民の方や訪れる方に喜んでいただけるような、また、
そのような町になっていける一助になればと願っている。
山形で残念なことは、人々が歩かないこと。仙台に行くとたくさんの人が歩いている。歩いて山形のよさを知って欲しい。
点を線にしていくことも重要。御殿堰の再生をモデルとして、時間がかかることだと思うが、隣にもどんどん波及していくことを
期待したい。また、文翔館があるから明治と思ったら、御殿堰は江戸。行政で協議してコンセプトをはっきりして欲しいとの意
見もあるが、観光協会では大変苦労した末、「明治・大正・昭和の交差する町」と表現している。地域ごとに、歴史背景が違う
ので、全体的に見ると理解してもらえる部分もあると思う。外向けには、街に迎え入れる体制やコンセプトをつくらなければな
らないが、確かにそこは明確に言えない部分である。
1 時間、2 時間歩いてみようかという人が増えているので、名所を案内するこの地図は役立つ。ただ、人口の問題もあると
思うが、仙台に比べるとまだまだ歩く人が少ないので、もっと地方都市を見て歩こうという人を掘り起こすことは可能であろう。
七日町、十日町に立派な庭があれば、それを売りにして案内してはどうかとの意見もあるが、営業スペースや車両ス
ペースを確保するため、だいぶ庭はなくなっているし、保全するにもだいぶ経費がかかる。よほどゆとりがないと維
持は難しい。庭は大変だが、花笠まつりの昼の時間に、うちの中にある宝物を店先に展示するのも面白いのではない
かと思うが、その仕掛けをどうするかが難しい。

4 森林整備を促す木のまちづくり
4.1 本格化した国の木のまちづくり政策
4.1.1 農林省・国交省が連携した「公共建築物等木材利用促進法」
農林水産省が、木材自給率 50％、低炭素社会の実現 ～コンクリート社会から木の社会へ～を目指す「森林・林業
再生プラン（P14 参照）」を策定した。その中に、公共建築物における木材利用の促進が謳われた。さらに農水省だ
けでなく、国交省も含めて法案「公共建築物等木材利用促進法」を提出、与野党全会一致で 5 月 13 日に衆院を通過、
5 月 19 日に参院可決し、平成 22 年 10 月に施行された。公共建築物について、中規模程度の、木造でできるものは木
造でということが基本的主旨である。
公共建築物の木造化、民間建築物も含めた木造建築物への支援として、今般、国土交通省では、応募形式であるが、
耐久性、耐火性のある木造建築物に 20％の補助金を支給することを決定し、公募を開始した。また、平成 23 年 1 月、
地域の大規模建築物である学校の木造化を拡大して森林資源の有効利用を進めるため、小中学校などの 3 階建て木造
校舎の建築規制を見直す方針を打ち出した。
公共建築物等木材利用促進法を受けて、地方公共団体では条例改正などを検討している。例えば、静岡県では 2 階
建て以下を原則木造化、京都府では延面積 2,000 ㎡以上に府内産材利用義務化、その他山梨・愛媛・秋田など条例化
を検討する動きが広まっている。
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資料 3 「森林・林業再生プラン」イメージ図、
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資料 4 「公共建築物等における木材利用の促進スキーム」

資料 5 「木のまち整備促進」
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4.1.2 国交省の「木のまち補助事業（補助金）」による支援
国産木材などの需要を喚起するため、展示効果やシンボル性の高い公共建築物等に対し、「木のまち補助事業」
により補助金が支給される。この補助事業は耐火性能などの技術や、一定以上の木材を使うことなど条件はあるが、
一番のポイントは木造の先進技術を多くの人の目に触れ、知ってもらうことにある。この要件は、①構造・防火面
の先導的な設計・施工・技術の導入、②基準上、特段の措置を要する一定規模以上のもの、③多数の者が利用する
施設又は設計・施工に係る技術等の公開等である。
第一回目は全国で 10 物件が選ばれ、委員の会社で提案した山口県の特別養護老人ホームは全 10 件のうち唯一、
木造軸組工法を採用している。高層化の技術的な難易度が低いためツーバイフォー工法の採用が多い中、間口を広
くできるなど建物の性質を考えると木造軸組み工法がふさわしいと考え、応募した。木造では国内最大級の建物（3
階建て 4,685 ㎡）で、この事業に採用されたポイント（シンボル的な部分）は、耐火技術、国内最大規模、軸組み
工法である。なお、第 2 回目の公募においても、委員の会社で提案した物件が選定されている。

4.2 山形県の木のまちづくり推進策
4.2.1 やまがたの公共建築物等木材利用促進の基本方針
やまがたの基本方針の背景は、昨年 10 月 1 日、国の公共建築物における木材利用促進法が施行され、鉄筋コン
クリートや鉄骨による不燃化政策から、木造、木質化への政策転換を打ち出した。国産材を活用して、森林業再生、
木材の自給率向上、地球温暖化の防止など循環型社会の構築になるという趣旨で法律ができた。法律では、国は自ら
率先して低層の公共建築物を作る際は可能な限り木材利用に努めることになった。（低層：高さ 13ｍ、軒高 9ｍ、
延べ面積 3,000 ㎡以下）。義務ではないが、都道府県や市町村も国に準じて基本方針を作ることになったもの。
これまでも県としては、県産材の利用促進を図るためにいろいろな施策を行ってきており、農林水産部では平成
20 年度に県産木材の利用拡大の率先行動計画を策定し、公共建築物やバイオマスの利用促進も行ってきた。これら
の取り組みをまとめて今回の基本方針が策定された。中身は具体的なものはなくて、どちらかというと県産木材を
利用しましょうという宣言的な意味合いであり、県の役割としては積極的に利用促進を図っていくということ。
国では木材としか言っていないが、本県では県産材の利用促進に努めることにしており、市町村や民間にも促し
ていく趣旨である。県産木材の最大の意義は循環型資源エネルギーの利用である。こうすることにより、林業の再生
とか地域経済の活性化、雇用促進などにつながる。マウスを使った生存率を調べてみると木造建築物は健康にもいい
ということだ。公共建築物を木造化、内装を木造化することで、民間の利用促進にも結びつくし、土木用資材として
も利用拡大を図っていく。バイオマスエネルギーや名札などの備品類にも積極的に使っていくことにしている。県の
基本方針を踏まえ、市町村でも策定していく、県も促していく。鶴岡、南陽、山形市が積極的に考えている模様。
平成 21 年に設立された県産木材利用センターで県産木材や県産材合板の認証を行っている。石巻の西北プライウ
ッドで県産材合板を作っていたが、津波で被災した。6 月から稼動する情報を得ている。県産木材「やまがたの木」
については製材工場そのものを認証している。建築以外の木材利用促進としては、木質ペレット生産工場が 3 箇所あ
り、年間 4,200 トンの生産能力を有しているが、利用が伸びていないので利用促進を図っていく。既にペレットスト
ーブの補助も行っている。建築物については耐火性の求められていない低層の物に使っていくことにしているが、用
途によっては災害上の拠点とか、治安上の施設など利用できないものもあり、それらは除外している。木造建築物は
建築基準法では低層で 3,000 ㎡までとされているが、木造では困難なこともあり、実情としては 1,000 ㎡くらいまで
が一般的である。木造が困難な建物でも、積極的に内装に使っていくこととしている。
推進体制としは副知事をトップとして「公共施設等県産木材利用拡大推進会議」を平成 19 年に設置し、平成 20 年
には「県産木材利用拡大山形県率先行動計画」を策定した。建物の 4 割を木造化、そのうち 7 割に県産材を使う目標
を掲げている。また、内装材については 100 ㎡あたり 1 ㎥を木造でつくって、その 30％以上を県産材にするという目
標を掲げている。酒田特別支援学校は昨年度県で作ったもの。木造平屋建て 2,400 ㎡。これほど大規模なものを木造
で作ったものは県としてはおそらく初めて。可能な限り県産材を利用した。698 ㎥の木材を使用し、そのうち県産材
は 618 ㎥。いろいろな工夫をして 9 割近くに県産材を利用した。単価的にも 20 万／㎡くらいである。
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資料 6

「やまがたの公共建築物等における木材の利用促進に関する基本方針」の概要

資料 7

「公共建築物の木造化の普及・推進事業」
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4.2.2 やまがたの基本方針に対する意見交換
様々な意見が出たので、出来るだけそのまま記載する。
⇒ 質問、意見などに対する出席者からの回答など。
① 県産木材市場を拡大するイノベーション
・これを見ると従来の範疇に収まっており、新しいものはない。不満である。イノベーションがなければ競争に勝て
ない。市場を増やすことはできない。
⇒用途とか目的によっては集成材でしかできないものもあると思う。
県産材を使うというのが条件になるとは思うが、
集成材を使う機会はあると思う。「木造と非木造の混構造も・・・積極的に検討しつつ・・・」とある。そういった
ことも考えていかなければならない。また、将来的に耐火構造物として木造が認められれば、将来的に大きく変わっ
てくると思う。
・小国町の小学校を設計しているが、国交省からは、いつまでに 3 階建てや 10,000 ㎡まで大丈夫になるのかといった
情報は来ているのか。
⇒今のところそういう情報はない。今後も情報把握に努めていく。
・促進するには植林して育てるということが見えない。節があるとお客さんが嫌がる。枝打ちなど、植えて育てると
いうことから入って行ってはどうか。この基本方針は、ある木をそのまま切って使う感じになっている。
・このままでは、従来のとおりで木造化は進まない。集成材も含めて木を使う発想でなければならない。
・劇場やホールもこの基本方針に入っているのか。
⇒建築基準法をクリアできればいいと思うが、劇場は一番厳しい。
・ドイツでは太さと樹高で使用を決める。日本は樹齢や年輪で決める。今は樹齢 100 年の木を使う人なんかいない。
銘木といわれるケヤキの値段も安くなっている。樹齢を重ねれば高く売れるという時代ではない。その辺に早く気づ
くべきだ。
② 山形県内の木材加工インフラ
・山形の基本方針は全国的に見て先進的なのか伺いたい。国の基準どおりなのか、それ以上なのかどうか。
⇒県から出ているこの基本方針ですが、京都だと条例化している。まず法律のレベルが違う。山形県では杉が多い。
ＪＡＳ（農林規格）の問題もある。川中の製材業のインフラの問題がある。高知県ではインフラの整備に補助が 4 億
円出ている。また、公共建築物になると建築基準法上の含水率の問題がある。含水率 15％のもので、本当に公共建築
物が山形県内で建てられているのか、この基本方針だけでは疑問がある。国交省の営繕から指針が出ているが、県内
のインフラではＪＡＳに適合できるか疑問多い。県内の法律のレベルで公共建築物を進めていくにはまだまだ難しい
ところが多いのではないか。また、その制約もないということだろうと思う。
・今の話は県ごとに法律のレベルが違うということ。片方は条例でやっているが、山形は基本方針ということで具体
的な形になっていない。そういう意味では山形も条例にしたらいかがかということ。他の先進県とくらべてどこが違
うのかあとでデータを出してほしい。おおもとのルールが国交省にありながら、県ごとに違いがある。その違いを教
えてほしい。それを示せれば県も対応できるし、それが建設的な会議であると思う。（資料★：製材及び集成材の流
通状況 国土交通省「木造計画・設計基準検討会 平成 22 年 9 月」）
③ 県産木材利用行動計画のレベルアップ
・住宅にしても公共建築にしても、何平米に対して県産材をいくら使いなさいと目標を決めるべきではないか。
⇒国の基本方針にしても明確なものはない。本県は進んでいる。基本方針は宣言的な内容となっているが、法律がで
きる前の平成 20 年に行動計画を定めていて、
先ほどお話したように 100 ㎡あたり 1 ㎥使いなさいとか 4 割は木造にし
なさいとかかなり細かく定めている。行動計画は今後 1 年間かけてより先進的なものにしていく。
⇒この 3 月まで県の森林課にいてこの計画にも携わっていたので私から申し上げます。国の基本方針に基づいて山形
県でも年度内に策定しましょうということで早々に着手した。年度内に策定したのは 全国で半分くらい。基本方針
は具体的なものではなく、宣言的なものであり、全国的に見て進んでいるとか、遅れているとかいうものではない。
率先行動計画を定めているのは進んでいるほう。ただし、もっと伸ばす余地はありそうだということで基本方針を定
めている。「木造化木質化を図るための具体的な計画について、踏み込んだ検討を行うものとする」、「木質バイオ
マスを燃料とする機器の導入を積極的に検討するものとする」という部分は他の県にはない踏み込んだ部分であり、
かなり強めの表現である。
・そういうことが知りたかったし、木造の耐火構造を認められるためには地域の会社がどう動けば進めやすいのかを
知りたい。先日たまたま国交省の建築指導課の室長の話を間接的に聞いたところ、3 階までの学校については今年度
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中に解決できそうな感じだった。情報の遅れがないように対応していく必要があるのではないかと思う。
⇒平成 23 年度の補助金で実験することになっているので、今年中に何らかの結論は出ると思われる。
⇒ただいまのお話は、学校という用途に限定して 3 階までにしたもの。それ以外のものについては個別に認定を出し
ていく必要がある。
・具体的にどういったものを条例として取り上げていだだくのか。どういったものを要望していくのかということが
大事。我々は静岡とか山口とかの事例がわからない。そういうのがあったら教えていただきたいと思う。
④ 県産木材利用拡大には川上～川下の連携
・県の基本方針を踏まえ、市町村にも作らせるということだが、一歩踏み込んだものを作らせるというお考えなのか。
⇒法律にはその辺の規定はない。今後の課題です。
・消費を増やす川下対策だけでなく、行政による川上、川中対策はどういうことを考えているのか。
⇒県も農林水産部としてこれとは別に取り組んでいる。これまでもずっとやってきている。基本方針では、川上、川
中、川下の連携を記載している。この基本方針は公共建築物を対象に立てたもの。そこまで詳しくは記載していない。
・連携というが、建物に関しては木材を使うための横のつながりが見えてこない。
⇒住宅レベルでは「家作りネットワーク」が県内に 7 つほどある。地域ごとにまとまって林業、製材、設計、建築業
者がまとまって、一体となって作っていこうという枠組みはある。
・それは在来工法や個人の住宅の枠組みであって、大スパン建築での新たな消費拡大を目指すものにはなっていない。
消費も大事だが、川上が脆弱では消費拡大に繋がらない。
⑤ 山形県産木材の認証
・国の森林林業再生プランの中で、今後 10 年間で木材自給率を現在の 24％から 50％に引き上げるという目標を掲げ
た。今後 10 年間で作業道路も今の 20m/ha から 100m/ha に引き上げる計画を打ち出した。県でも、森林整備長期計画
を立て、今までの育てる林業から使う林業へ軸足を移した。木材利用センターからは 140 社くらいが認証を受けてい
る。これは認証を受けた製材所や森林組合から出荷した木材は山形県産木材であることを証明する制度。その仕組み
に載っかっていけば、県の利子補給や補助制度などの仕組みにうまく載っかっていける。ところが、集成材は認証さ
れていないと思う。集成材というのはいろんな地域の木材が混じって作られるため、今のところ認証してくれる工場
がない。画期的だったのは山形県産合板が昨年できた。石巻の西北プライウッドでは山形からの木材をまとめておい
て、それで合板を加工。認証のスタンプを一枚一枚押してくれる。昨年は 300 枚程度出荷して、生産を始めたばかり
のところで被災してしまった。山形市の選挙用掲示板に使ってもらった。できるだけ早く生産再開をしてもらえるよ
う働きかけている。それとおなじように集成材も新潟に工場ができた。温海の原材料がかなり使われているので、そ
こで証明してもらうことができればとは思う。その辺の検討も必要。
⇒集成材についてちょっと誤解があるようですけども、センターを通して県森連、県木連も含めて県から丸太で運ん
で、県外で加工したものでも県産集成材ということにしてもらっている。
⇒それであれば、7 割以上を使えば認証はしてもらえる。
⑥ 復興支援による県産木材の供給拡大
・ひとつ提案。消費を増やすために、防火基準を早くクリアするための連携というものが考えられないか。全国の共
通課題でもあると思う。たとえば特区扱いにして、特区の中は木造の耐火物でも立てられるようにするとか、何かき
っかけがあればと思う。
・たとえば震災区域として山形の知事が、他の県知事に働きかけて震災復興計画の中で特区を申請しましょうという
イニシアチブをとれればいい。そのイニシアチブを取るためには何をしたらいいかということを教えてほしい。仮設
住宅を 7～8 万作っているが、その後本格的な住宅建設に着手することになる。そのときにどれだけの木材が必要なの
かだいたい予測できる。そうすると東北におけるこれまでの木材供給量を考えるとおそらく 2 倍くらいがんばらない
といけない。2 倍ということはこのままでは値段が高くなるということだから、震災復興にブレーキがかかる。必要
なときに木材を供給できる体制をとることが支援策となるということを訴えていくことが大事。昔はすぐに外国から
取り寄せたが、今は逆に輸入すると高くなる。川上から川下の間でどこにてこ入れしないとそれが実現できないかを
検証し、5 年後にきちんと供給できる体制を作っていくことを震災復興計画の中で提案していったほうがいいのでは
ないか。県の企画振興部がそういう発想でまとめて提案できるといい。
⑦ 木造耐火技術実用化による復興支援
⇒被災地だけの復興ではなく、東北全体の復興であるということで、一昨日日本海側 4 県の知事に働きかけて国に提
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案してきた。この話は載っていなかったが、知事から特区という指示が出ている。具体的に各部局に指示を出してい
る。それぞれではなく、まとめて復興構想会議などに提案を持っていく。ただ、特区というのは基本的に人の生命や
財産に危険が及ぶなど取り返しのつかないことには認められない。この場合も 3,000 ㎡を超える建築物を木造でとい
うのは難しいと考えているが検討はしなければならないと思う。
⇒確かに危険なものを認めろというのは難しいとは思う。ただ、先ほどから聴いていると技術が確立していて、あと
は試験の順番待ちとなっているところが障害になっている。震災復興のために許認可に 2 年とか 3 年かかるという現
状を改善できるような特別扱いであれば問題ないのではないかと思う。特区というと行政の人は中身を見ないで危険
だからダメとなってしまう。そういうことがないようにすることが大事。
⇒今、会長が言ったようなことであれば特区としてありうると思うので検討したいと思う。
・危ないものを特区として出してほしいというわけではなく、今の建築基準法で求められる基準をクリアするものが
あるのだから早く実験させてほしいというだけの話。そういうことが、この方針から出てこればいいと思っている。
⇒民間企業だけで実験を早めるのは難しい。復興のために不可欠な技術であれば行政も関わった方がいいが、行政は
技術的な部分が分からない。民間も行政と協力して具体的にこういう技術があるから実験にまわしてくれるような情
報を提供していけばスムーズに行くのではないか。民間と役所の連携のキーワードとして復興計画があるといい。そ
れが山形県の役割だと思う。被災していない県が何をすべきか、というところでお互い Win－Win の関係が大切。お
互いのためになるものでなければならない。ぜひ山形県は全力を挙げて取り組んでもらいたい。
⑧ 木造公共事業の高い波及効果
・もうひとつ、木材のコストはほとんどが人件費。林業はたくさんの雇用を生む。地域経済にとってものすごく波及
効果があるので、そうした面でも木材の重要性を言ってほしい。木材の 100 万円と鉄の 100 万円では鉄の 100 万円は
すべて外国に行ってしまうが、木材の 100 万円であれば地元で働く人に支払われる。ハイテクに合わないような労働
力を必要とするわけだから非常に社会にとって好ましい。木材というのは環境面ばかりに目が行くが、地域経済の再
生や雇用にとって非常に波及効果が大きいので、ぜひその辺でもアピールしてほしい。今、一番問題となっているの
は働く場所。65 歳まで働ける場所としても木材関係のところであれば出てくる可能性があると思う。木材というと山
形や秋田だけにメリットがあるように見えるが、被災地にとっても作る方で働く場所を提供することになる。公共建
築物は呼び水になると思うが、民間でもどうしたら木造でできるかということを、県を挙げて考えてもらって、東北
6 県で連携していくことが大事だと思う。
⑨ 県産木材と木造技術の提供で復興支援を
・今の仮設住宅は仕方がないから入るという感じ。阪神大震災からさっぱり進歩していない。岩手県の住田町で作っ
た仮設住宅は木材だった。最初は認めらなかったようだが、非常に魅力的で長く住み続けたくなるようなもの。そう
いったものを提案していったらどうか。東日本には落葉広葉樹も多い。そういったものも活用していくべきだと思う
し、それらを活用する職人も育成していくことがこの方針の中に盛り込まれていたらもっと面白いと思う。それも、
昔ながらではなく、新しい感覚の若い人にアピールするようなデザインで川下から需要を喚起するようなことが盛り
込まれていたら面白い。
⇒県森連にも仮設住宅向けの資材として 90ｃｍくらいの基礎杭 11 万 3 千本、土台材６千本の受注があった。5 月の初
めまでに納入を完了した。5 年間に主閥材は 1.5 倍、間伐材は 2 倍に伸ばす計画をしている。そのためには作業道を作
って機械化しないと難しい。現在は 95％くらいが切り捨て間伐。5％くらいしか出荷していない。それを半分くらい
まで上げるには道路と機械が必要。機械化が進めば若い人も入ってくると思う。それらを進めるためには燃料でも、
家でも木材を使ってもらって、値段を高い水準に保ってもらわなければならない。
・個人的には県は山形住宅と称して、15 坪くらいの避難住宅で 20 万/㎡程度のものを 300 万～500 万くらいで収まる
住宅を 100 棟建ててやるようなことをやったらいいのではないかと思う。
⇒仮設ではなく本格的な家となれば安いとか何か魅力がないと難しい。100 棟を寄付するとなれば山形県民の税金を
使う訳にはいかない。被災県にとっては地元企業の仕事が大事。山形から企業が出て行くのではなく、技術がなけれ
ば技術を提供するような姿勢でなければいけない。単に復興するだけでなく、森が元気になればいい。それが狙い。
東北は森という最大の資源がありながら貧しい東北といわれる。それは森をいかしていないから。復興計画はひとつ
のきっかけになると思う。今までの震災復興の話にはなかったが、環境問題の話も含めて取り組んで行けたらと思う。
⑩ 南陽市の地域産木材利用計画
・南陽市では森づくりに力を入れており、市内の森林整備を行政が導いている。川上から川中の整備として国、県に
大型貯木場の建設を県の南部に提案している。貯木場がないためほとんどの間伐材が切り捨てられ、主伐を行いたく
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ても集積地がない。大工さんが木を使いたくても目利きできる場所がない。こうしたことでは県産材の利用に結びつ
かない。川中から川下にむけては、今年度、県産材利用のモデルとなる吉野森林交流センターを建設中。地元の木を
使って大規模な集客施設を建てるにはさまざまな制約がある。
木で作れる環境作りが進めば地方の暮らしもよくなる。
木を植える、使えるような環境作りを進め川下に繋いで行きたい。そういうことを南陽市としても手がけて行きたい。
⇒先ほどの復興計画のところで、木材の安定供給という言い方をしている。今後木材の供給が増えるので、貯木場の
整備も県は適正配置で考えていると思うので、県の動きには注意しておいたらいいのではないか。
⑪ 県産木材の供給可能量
・年間の木材供給量、植林の面積がわかれば教えてほしい。
⇒県全体の丸太生産量は 30 万㎥ほど。ひところから見れば 1/3 ほどだが、外材が入ってこなくなったのでこれでも最
近は少し上がっている。木材自給率を 50％にするためには県全体でも 2 倍くらいに伸ばしていかなければならない。
⇒山出し単価はどれくらいか。
⇒山出し単価は 13,500 円／㎥くらいかもしれない。
⇒県内消費の 50％だとこれの倍が必要になる。震災復興にも使うとなると 3 倍で 100 万㎥いることになる。
⇒単純にはそうはならないと思う。植林は森林組合が扱っているだけでも 20 年くらい前は 1,000ha だったのがおとと
しのデータでは 80ha くらいまで激減している。切らないということと切っても植えないということ。
⇒100 万㎥くらいまで昔は切り出していた。そうすると今回の震災でも 100 万㎥くらいが見込める。ある程度ボリュ
ームが出てくると、従来の林道の作り方ではなく新たな技術が出てくる。そうするとコストも安くなるし震災支援が
いいきっかけになるのではないかと思う。
⑫ 木材産出拡大による農林水産目標額の達成
・ドイツの木材製品出荷額は GDP の 5％を占める。自動車産業の半分近くになる規模。100 万人が働いている。人口
林の面積は日本とほぼ同じ 1 千万 ha。森林面積は日本の 4 割。なぜ日本はやれないのかと思う。
⇒昔はやっていたからできないはずはない。先ほど話のとおり木材の切り出しで 50 億、製材で 50 億、家を作るとき
100 億で合計 200 億円。県が目標にしている農林水産算出額 3,000 億のうち 200 億はこれでいける。
⇒現在は 70 億位しか入っていない、それを 90 億にすることが目標になっている。
⇒今回の震災で 300 億目指すことになれば 1 割にもなる。
⑬ 市町村公共建築における木材の分離発注
・南陽市の吉野交流センターは分離発注で建てた。建設会社に木材込みで発注するのではなく、あらかじめ木材だけ
を発注してから建設に入った。分離発注をしていただくと山に直接お金が下りる。分離発注は鶴岡市と南陽市だけ。
県も酒田の支援学校の際にやろうとしたが 3,000 万円を超えると WTO の関係で条件を指定することができなく、分
離発注を行えなかった。これは県と政令市が該当するので市町村は大丈夫。これからはそうした制度が有効だと思う。
⇒山形市では、市有林の木は使っているが、分離発注は行っていない。
⇒画期的な取り組みなのでぜひやっていただきたい。
・波及効果が大きいところが木材の特徴。ぜひ考えていただきたい。
4.2.3 金融機関による支援策
銀行ではアグリビジネスに力を入れており、地産地消だけでなく地産他消や地産外消など付加価値をどうつけるか
を考えている。県産材の木造住宅やオール電化住宅など、エコに関連する住宅ローンは、利率をディスカウントする
商品を提供している。金融機関は、県内のネットワークにより絆の森運動を展開中で、森林整備の大きな推進力とな
っている。

4.3 木造建築への認識変化と PR 強化
従来、建物に対する一般的な認識として、1 番が鉄筋コンクリート、次が重量鉄骨、木造が一番下であったが、最
近はコンクリートの寿命が意外に短く、外観の悪化と比例してメンテナンス費がかかるという事実認識が広がりつつ
ある。また、島根大学の中尾教授は、木造に住んでいる家族より、マンションに住んでいる家族の方が寿命が 9 年短
いというデータを発表し、コンクリートは冷えるため体温が奪われ、低温の人は癌になりやすいと言われている。環
境への意識の高まりや、燃える、腐る、弱いという木造の弱点が最新技術により克服され、だんだん見直されてきて
いる。「七日町御殿堰「水の町屋」がその例で、木造建築の良さが若い人たちにも受け入れられてきた。
建物価値のランキングの一番上が鉄筋コンクリート、一番下が木造という価値観の基準を変えていかなければなら
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ない。安全・耐久性・コストばかりに目が向けら、木造の良さに対するＰＲ不足だったのではないか。木造の良さを
知ってもらうためには、公共建築物から始めることは重要であり、特に、設計の先生方にも再認識してもらいたい。
法隆寺など、長い歴史の現存する木造建築物からも考えても、木造の耐久年数は十分であるが、木造は長く持た
ないイメージがあり、税制面での耐用年数はＲＣ（鉄筋コンクリート）より短い。木造家屋は構造さえしっかりし
ていれば 100 年や 200 年は持つものが多いが、丈夫な柱の住宅でも、25～30 年経つと査定金額はほとんどなくなる。
木造の建物は長持ちするということをアピールしていかなければならない。
企業にとっては税制上の耐用年数は非常に重要なことであり、木造の耐用年数は短いので、見直しが必要だと思
う。補修しないもの同士で比べれば RC の方が持つかもしれないが、RC は補修が難しい。法隆寺は何もしないで
千年持っている訳ではなく、補修しながら部材交換（部品交換）しながら今日まで至る。木造は補修がしやすく、
耐用年数を考えるとき、補修のしやすさについても考慮すべきである。公共建築物についても、建てるだけでなく、
長持ちさせるため、補修することを前提にした予算の仕組みも考える必要があるのではないか。
建物における収支は、解体までの年数で見る。建物の計画時に、銀行がキャッシュフロー、収益性をアドバイス
することも増えている。ＰＰＰ（Public Private Partnership 官と民がパートナーを組んで事業を行なう、新し
い官民協力の形態）といった考えも今後必要である。

4.4 県産木材の地産地消モデルの構築
林業は、付加価値を付けることと生産性を上げることが大事であるが、生産性を上げることはなかなか困難で、生
産者をグループ化することなどが考えられる。委員の建築会社が関与している岡山県の西粟倉村では、村が森林所有
者から森林を借り受けて集約した上で、村が木の伐採、管理をしている。ただ、どうやって付加価値を高めるかなど、
木の売り出し方が課題となっている。農産物については地産地消が根付いてきたが、林業はまだそこまで至っていな
い。学校林を校舎に使うなど、一つひとつの積み重ねが大事である。
森林組合の役割も大きい。林業従事者は受身の態勢ではなく、環境問題という追い風をうまく使い、今までの仕組
みを変えていくことを考えなければならない。森林農家が身近な森林組合と一緒になって行動していけないか、また、
どうしたら林業が元気になるか。これは川上、川中、川下の仕組みを、社会システムとして一貫して構築していくべ
きである。今までと同じような補助金頼みではいけない。

5 木造耐火技術による環境産業の創出・発信・提供
5.1 木造耐火技術の現状
木造に関して様々な制限が多く、昔は 3 階くらいの旅館、ホテルはあったので、2 階、3 階建てくらいは消防法で制
限しなくてもいいのではないか。太い木はそんなに燃えないので、国交省へのお願いとして、木材を使いやすい社会
の仕組みをつくって欲しい。消防法を変えるためには実験をして、裏づけを取らなければならないが、安全性が確認
できれば、変えられるのではないか。
木造はかつて 2 階建てまでしか認められていなかったが、技術の進歩に従って法律が追いついてきて、3 階建てま
で可能になった。それと同じような道筋を辿り、火災についても問題ないということが明らかになれば、法律改正に
繋げられるのではないか。他方、古い密集市街地の問題もある。燃えやすい建物が密集し、1 件の火災が大規模な災
害に繋がるという街づくりの問題も解決していかなければならない。
高層の大規模な木造建築物を造るうえで一番の問題は耐火性と耐震性。木造が抱えるこれらの問題を技術的に克服
する必要がある。木造の建物を建てるときに、木は呼吸をするもの。木のためには覆わない方がいいが、耐火性を
考えると、現状では見えないように覆わなければならない。木造の建築物については、空気や光を大事にしていか
なければならない。
5.2 木を現しにした木造耐火技術の開発・発信・提供
木造で建築する場合、建築基準法による制限がある。具体的には、①階数による制限、②面積による制限、③地
域による制限、④また建築物の種類による制限などがある。また、保育所や特別養護老人ホームが不足しているが、
これらを木造で建てるには床面積が大きいため、法律による制限を乗り越えるための技術的ハードルが高い。
小中学校は築 30 年を迎えた非木造の校舎が多くなってきており、補修や建替えの時期を迎えている。全体で見れ
ばコンクリートの校舎が多いが、20 年程前から木造の校舎が増えてきており、公立学校は政府の施策とともに徐々
に木造の校舎が増えてきている。現在は 10 校に 1 校の割合で木造の校舎になっている。
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委員の会社で、木肌を現しにした本格的な耐火性能のある柱の開発を進めており、近い将来、梁など他部材の耐火
性能に目処が立つので、大臣認定を取ったら、山形発の木造技術として全国に技術提供する方針である。これらの技
術によって、県産木材などのマーケットが格段に広がると共に、材質が均一で構造計算ができ、付加価値を高めた集
成材などの取引が可能となる。量と価格の両面で納得できる県産木材供給システムをつくることができるのではない
だろうか。
公共施設等への木材利用の促進が政策的に推進される現在、木造都市が出現すれば、世界に誇る環境先進まちづ
くりと、森林・林業再生に向けた大きなターニングポイントになるだろう。

5.3 少ない木造耐火試験機関
このように木造建築物の需要は増えており、その中核技術である耐火技術開発が進んでいる。しかし、柱や梁の大
型の構造材については、国土交通大臣認定のための実証データが取れる試験機関は国内に１機関だけで、順番待ちで
１年以上待っている状況である。非常に時間がかかり、進まない現状がある。木造を使うメリットはたくさんあるが、
一般的に需要と技術がその理念に付いていっておらず、うまく木を使えるような法律や条令が整備されれば、川下も
川上も動きやすくなる。新しい技術のデータをとるのに、全国４つの試験機関のうち１箇所でしか試験できないので、
全国の人たちが困っていると思われる。すべて国でやるべき時代でもないので、民間の力を活用するなど工夫が必要
である。試験機関をすぐ増やすのはなかなか難しいが、試験機関の充実は、研究開発のモチベーションに繋がると思
う。そして、試験が出来る機関はもっとあるのでは。その機関を国が認めるかどうかではないのだろうか。

６ 検討課題における意見等
① 原木の「やまがたの木」認証
原木を認証するのは技術的に難しい。原木は原木で流通しており、製材したものでないと証明を出すのが
困難である。将来的に広げられるかどうか、他の県ではやっていない。しかし、安全・安心の観点から、特
に放射能問題が起きてからは、農産物、畜産物等ではトレサビリティが常識である。これらを考える際に重
要なことは、「山形県の森がどうすれば元気になるか」である。さらに、ブランド化や量的な拡大を図って
いくためにも、製材したもののみの認定の現状ではもったいない。原木がどこの誰が育てたのか、面倒でも、
是非原木から認証し、市場に出すことを提案したい。現場で難しいことがあるかもしれないが、理念は大事
であり、方向性を打ち出すのはよい。そうしないと、山形県の森林を元気にするのか、それとも業者を救う
ために認証制度があるのかという原点が良く分からなくなる。例えば、やまがたの木に補助金を出すのであ
れば、森を元気にするからだということが必要であり、トレサビリティの方法を考えるべきだ。
② 地域産木材の分離発注方式とＷＴＯ
地域産木材を利用するのであれば、予め木材だけを分離発注する方法がある。ただこのためにはスケジュールを
立てて、前もって段取りをしておかなければならない。設計が決まってから準備したのでは間に合わず、地域産木
材では対応できない場合がある。また、国、県、政令指定都市の調達で適用されているが、ＷＴＯ（政府調達協定）
により、3 千万円以上の場合一般競争入札となり、必ずしも地域産木材が選定されないケースも出てくる。しかし、
ＷＴＯには、地域産木材などは想定されていないと考えられ、例外を働きかけていくべきである。
③ 予算の単年度主義の是正
地元の木で学校などを建築する場合、上記のように段取り期間などから、段取りも含め、予算面なども、少なく
とも３年がかり程度で実施していくことが必要である。
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検討会日時：①平成 22 年 6 月 24 日（木）13:30～15:00、②9 月 8 日（水）10:00～11:30、③12 月 8 日（水）10:30～12:00、
④平成 23 年 6 月 3 日（金）13:30～15:00、⑤平成 23 年 9 月 9 日（金）10:30～12:00
場

所：放送大学 山形学習センター講義室（霞城セントラル 10 階）

委

員：柴田洋雄 会長（美しい山形・最上川フォーラム 会長）、清野伸昭 副会長（山形商工会議所 会頭、山形
県中小企業団体中央会 副会長）、安達正司 委員（南陽市 副市長④～）秋葉秀出男 委員（山形県総務部 総
合政策局長①～③）⇒ 加藤祐悦 委員（山形県企画振興部次長④～）、加藤 勝美 委員（山形県森林組合連合
会 代表理事専務①～③）⇒ 太田純功 委員（山形県森林組合連合会 代表理事常務④～）、木村一義 委員（大
規模木造耐火建築 発明者）、桑嶋誠一 委員（山形新聞社 論説委員長）、酒井定幸 委員（山形市農林部 次
長 兼森林整備課長①～③）⇒ 海谷善和 委員（山形市農林部森林整備課長④～）、日原もとこ 委員（東北芸
術工科大学 名誉教授）、本間義衛 委員（美しい山形・最上川フォーラム 最上川文化・地域経済活性化部会
長）、前内永敏 委員⇒手塚寛之（国土交通省 山形河川国道事務所長）、吉田勉 委員⇒中川太文（山形銀行
常務取締役） ※敬称略、委員は 50 音順

講

師：①株式会社丸八やたら漬 新関芳則 代表取締役社長
④山形県県土整備部 建築住宅課 営繕室 富田修一 営繕室長

事 務 局：舟山政紘（山形商工会議所 専務理事④～）、伊藤憲昭（美しい山形・最上川フォーラム 事務局長）、
上野勝子（美しい山形・最上川フォーラム 事務局） ※敬称略
関係機関：関口典之①～④⇒佐藤剛⑤～（国土交通省 山形河川国道事務所調査第一課 専門調査員）、金丸利博（山
形県総務部 総合政策局政策企画課 企画主査）、石黒涼子（山形県総務部 総合政策局政策企画課 主事⇒ ④
より山形県企画振興部企画調整課 主事）、小野真哉（山形県生活環境部 生活文化課 県民活動推進室長）、
庄司祐子（山形県生活環境部 生活文化課 県民活動推進室主査①～③）⇒ 川井良子（山形県生活環境部 生活
文化課 県民活動 プロスポーツ支援室 県民活動支援主査④～）、長岡喜義（山形市まちづくり推進部建築課 技
監(兼)課長④）、山口広昭（南陽市企画財政課 課長補佐④）、渡部時裕（南陽市農林課森づくり推進室 室長④）
※敬称略

関 係 者：安達広幸（大規模木造耐火建築 発明者）、亀井英朗（美しい山形・最上川フォーラム会員）、渡邉陽子
（美しい山形・最上川フォーラム 事務局①～④）、安孫子亜紀（美しい山形・最上川フォーラム事務局⑤～）
※敬称略

- 24 -

