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木のまち・木のいえリレーフォーラム in 西条
四国はひとつ…

材木資源情報の集中と発信

日時：平成２２年２月２０日（土）１３：３０～１６：３０

場所：西条市総合文化会館 大ホール

主催：愛媛県東予東部地区林材業振興会議

テーマ：「四国はひとつ・・・材木資源情報の集中と発信」

概要：・オープニング

開会挨拶 安藤直人（東京大学大学院教授）

地元代表 伊藤宏太郎（西条市長）

・基調講演１ 今村祐嗣（京都大学教授、（社）日本木材保存協会会長）

「木材と木造の耐久性に関する常識・非常識」

・基調講演２ 安藤直人（東京大学大学院教授、木質構造研究会会長）

「四国はひとつ－木材・木造・木のまちに関する情報の集中と発信」

・「日本の木のいえ情報ナビ」の紹介 林野庁木材産業課 課長補佐 木下仁

・パネルディスカッション

コーディネーター 安藤直人（東京大学大学院教授、木質構造研究会会長）

筒井智子（フリーアナウンサー・香川県）

パネラー 【有 識 者】 今村祐嗣（京都大学教授、（社）日本木材保存協会会長）

【製造業者】 實田貴史（（株）瓜守材木店・愛媛県新居浜市）

【製材業者】 田岡秀昭（嶺北木材共同組合・高知県）

【建具・指物】富永哲司（阿波指物・徳島県）

【森林生産者】永井 敦（いしづち森林組合・愛媛県西条市）

【施工業者】 曽我藤夫（宮大工・愛媛県西条市）

【消費者代表】三谷裕子（愛媛ＣＯＯＰの家、ＮＰＯ生涯学習プログラム代表）

・閉会挨拶 林野庁木材産業課 課長 鈴木信哉

概要:

13:24～13:30 西条踊り「ＩＳＨＩ－ＺＵＣＨＩ」

13:30～13:44 オープニング

○開会挨拶 安藤直人（東京大学大学院教授）
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・国土を守るべく、木で家をと全国をまわっている。

・四国に来るにあたって、西条市のバックアップをいただいた。

・四国はひとつ 四国には県境に赤い線なんて引いてない。

・森林には木がある。木造住宅がある。その間をつなぐのは「木」。今日の

テーマは「材木」としての木。

・各県の代表の方々で、四国を盛り立てていきたい。

・このリレーフォーラムは来年度も続いていく。

・家造りが続いていいくことを期待し、最後までディスカッションを楽しんでいただきたい。

・多くの方に各県からお集まりいただき、ありがとうございます。

○地元代表 愛媛県東予東部地区林材業振興会議 会長 伊藤宏太郎

・日本国から水がなくなる。ビジネスとしてどうやっていくか、それは行政の役割。安藤先生には１

０年も前からもぶれついております。

・産官学、みなさんがその「学」のところにつながりを持つのをお手伝いするのが行政、議員の役割。

・六次産業といわれた。１次、２次、３次を重ね合わせ。

・緑一色は山が死んでる。高木もあり、伐採の茶色もあって、循環ですね。西条や四国は、全国への

供給地として引けを取らない、そう思います。

・「ちっちゃなのが、あとから出てきて」と、排除の精神だけはやめてもらいたい。

・山の活性化、林野庁、国策と基礎自治体、税を預かっとるだけですから。

・これからも、どうぞ、「お互いが良くなろうよ」と、これが林業、産業として、チーム西条。

・４つの空港を使える我が町西条と言うてきました。

・これ持ってきました。安藤先生のところにいったとき、ボトルをキープす

るもんなんですね。こういうアイディア、切り口でやっていきませんか。

・コスト計算は行政がやります。それなりの形で３次産業に持っていける。

造ることから使うことへの林業。そういう共通認識を持ってやりませんか。

・みんさんが、「ひとつになろうよ」という集まり、西条はあとからの参加

ではありますが、先進のところは一緒に勉強しようやと。

・共通の認識を持とうやが、今日の会の目的であろうと思います。

・十分なる会場からのご意見、ご質問を。答えられないものがあれば、持ち帰り答えます。何事も、

多くの発言を。こないことは言うたらいかんではなく、素のままでジャッジせず出してください。

13:45～14:18 基調講演１ 「木材と木造の耐久性に関する常識・非常識」

○今村祐嗣（京都大学教授、（社）日本木材保存協会会長）

・５００万頭のシロアリを地下に飼っている。

・耐久性の問題から木材について話をする。①木材、住まいの劣化現象と劣化の原因、②常識・非常

識、③・・・・

○法隆寺 １４００年前の木造建築

・木材は決して寿命の短いものではない。千年以上もっているのは木材である。鉄やコンクリートよ

り寿命が長い。
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・しかし、雨が当たるところはそうはいかない。天然の物であるがゆえん。

○では、どうやって長持ちさせるか。

・劣化しやすいのは（公園の遊具の例から）

土に接するところ ← 土、水分と菌があり腐る

次に上の横材 ← お日様があたり、乾燥、そこへ水が入り、の繰り返しにより腐る

縦の材は痛みは少ない

○白腐れ

・白色菌 白ぐさり シイタケなど

・胞子は大気中、いたるところに存在する。しかし適度の温度（１５度）と、水分と木材（栄養）が

揃うことで腐る。

○褐色腐れ菌

・住宅の腐れに多い。

・木材の重量にして１割しか減っていないのに、強度は７割も減ってしまう。重大な問題。

・安心・安全な家造りに腐れの防止が大事。

・水が回り込み、腐る。

○辺材と心材

・ひば、ひのき

辺材のしらと 腐りやすい

○耐用年数の明確化

・住宅部材として何年持つのか？

・素材耐久性による樹種区分？

・木造住宅の材としての耐久年数は？

・乾燥材の耐久性は？

○シロアリどうして殖えるの

・１頭の女王ありを頂点に、１６０万頭のグループ、コロニー。

・シロアリはゴキブリの仲間

・羽アリの状態での見分け：シロアリは４枚の羽が同じ長さ。蟻は２対の羽の長さが異なる。

・１割ぐらいが兵隊アリ 自分で餌をとれないので、働きアリに依存している。

・羽アリだけは新しいコロニーを作るので、殖えていく。

・一度飛んだ羽アリは、羽がポロリととれる。

・羽アリは目が見える。雄と雌でカップルで飛び、コロニーを形成する。

・働きアリや兵隊アリだけ持ってきても殖えない。目も見えない。

○白アリは悪食
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・何でも食べる。畳、プラスチック、壁、発泡スチロール、コンクリート などなど

○アメリカカンザイシロアリ

・地下に棲まず、木の中にのみ棲む。水分を木から吸収する。そのため、糞はカラカラである。

・地下に棲む必要がないので、屋根などに生息し、発見が遅れる。駆除も難しい種。

○シロアリは高温多湿を好む

・湿度８５％ １２０ｍｍ ← シロアリの進む距離

・湿度７５％、６０％ ４０ｍｍ程度

・床下を乾燥させることは、効果大。

○白アリは食べられるでしょうか？

・食べられる。

・シロアリはガスを発生するので、エネルギーとして使えないか研究している。

○腐れは木口から

○鉄と木は決して仲良くない

・鉄と木材は特性が異なるので一緒に使うのはよろしくない

鉄は結露する

水分があると木は酸性になる

鉄の腐食が進行する

○天然物の効力

・なかなか固定かできない

○超寿命化戦略

・隙間をいかに防ぐか

・断熱材料もシロアリの被害を受けやすい物。栄養としてではなく、住処として利用。

○ＤＭのすすめ

・劣化診断

・保守

○材料の工夫だけでは限界がある。

・床下の検査

・生物の特性を利用して診断

・科学的方法による劣化診断、非破壊診断

・超音波によるシロアリの存在診断

・マイクロ波（電磁波）を使ってシロアリ探査
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・においでシロアリを調べる方法を検討中

○最後に

・山の資源は豊かにあるので、どんどん木を使って

・気づかいにかけて 「木づかい」

14:18～14:55 基調講演２ 「四国はひとつ－木材・木造・木のまちに関する情報の集中と発信」

○安藤直人（東京大学大学院教授、木質構造研究会会長）

○美しい森づくりをしよう

・木づかい運動

・大事な木と森の関係

・何に使うのか 「木造建築」 木のまち・木のいえ推進

○木

・ＴＲＥＥ たっている木が好き

・ＷＯＯＤ 木が好き

・ＴＩＭＢＥＲ 材木が好き

・家を造るための「木材資源」に力点がある。

○平成２１年度の新築住宅着工数

・全国７９万棟を下回った 建築能力はこの倍はある。

２７．９％マイナス 持ち家はマイナス１０％ マンションの着工が激減している。

・四国は２万棟弱 大きなマーケットは全国、首都圏にある。

首都圏 ２７万棟、中部圏 １０万棟、近畿圏 １２万棟

・７９万棟のうちの、木造は４３万棟。十分、木造への需要はある。

○人口、面積、森林状況

・森林率 全国 ６８．１％、四国 ７４．４％、香川 ４７．７％、高知 ８３．５％

・材木があること、こういう形で木を出せるということを、マーケットに伝えれば、木が売れるかも

しれない。

○人口林の現状

・戦後に植樹され、４０～６０年たった山が大半。

・戦後の時期は国産材が無く、外国からの材で日本の需要を満たすことが出来てきた。

・今からは、日本の材を使うことが出来る状況になってきた。

・しかし、この４０年間植樹をしてきておらず、若い山が無くなっている。

・今は使える木があるが、次の世代、また次の世代を賄っていけるよう、成熟した山を切り、植樹を

して「循環」させないといけない時期になっている。 → 次ページの図を参照
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○木材自給力

・木材需要の変化への対応力

景気

為替変動

外国の動向

建築ニーズの変化

・木材供給力の課題

価格の安定

供給量の安定

素材生産

加工・流通

・国産材の位置づけと産業化

発想の転換と体質改善

↓ 図：日本の森林の樹齢構成 林野庁提供

資源活用 山の循環 齢級とは森林の年齢を５年を１としてグルーピングしたもの

プレカット利用率 ８４％

国産材合板 ５４％ ← 今は国産である

国産材集成材 １０％

・環境問題への取り組み

○住宅の品質確保の促進等に関する法律

・構造の安定 →耐震性・耐風性

・劣化の低減

・維持管理への配慮

温熱環境

↓

長期優良住宅

・端材処理

・流通・情報

木の文化の継承

＋

木材産業の充実

木造技術の追求

工業化・部品化

＋

木質構造の推進

技術革新から普及へ
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森林資源の価値、木材の価値 ＶＡＬＵＥ

↓ 商品化

木材の魅力、木造の価値観 ＳＥＮＳＥ ＯＦ ＶＡＬＵＥ

○木づかいの推進

・木製のベンチ

・東大・弥生キャンパス

ヒマラヤ杉 大きくなりすぎ切る → 製品化

弥生講堂 木造の集成材の講堂

クリントン夫人のタウンミーティングの会場に選ばれた ｇｒｅｅｎ

弥生講堂アネックス 杉と桧にこだわった造り

ファカルティハウス 集成材で作った談話室、レストラン、宿泊施設

談話室には杉を使ったバーをもうけた オークなんかでなく、杉でも十分に表現できる

１階レストランには大きなヒマラヤ杉の幹の板を使ったテーブル。東大産である。

木の魅力 木で造った造花、欄間、ボトルセーバー

東京大学五月際

・三越こども博 木の魅力 木で作った動物土管 ←気に障ってもらいたい

○木～ワード

か → 環境

き → 教育

く → 暮らし

け → 健康

こ → こころ

木の価値

↓

木材！

人材！

木くばり！

○四国はひとつ

・個別では情報発信力が弱い。

・どこに買いに行けばいいのかわからない

・四国は四国材として、ブランド化して、四国としてまとまって情報発信を。

14:55～15:03 「日本の木のいえ情報ナビ」の紹介 林野庁木材産業課 課長補佐 木下仁

・トータル的なサイトを使ったので、紹介します。

・日本の山では、使える木がどんどん増えている状況にある。一番の需要である木造家屋にどう繋げ

ていけばいいのか。
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○どのような家を造りたいですか？

・８４％の人が木造住宅との希望

○何を重視しますか？

・国産材で家を建てたい。

・どこに行けば国産材が手にはいるのか？

・どこに行けば木造住宅を造れるのか？

・３００～５００ぐらいのグループが地域に作られている。

・でも知らない人が多く、大手の宣伝が出来るところと異なる、個性豊かな家造りに取り組んでいる。

○ナビ

・国産材にはどんなものがあるか

・どんな魅力があるか

・国産材で家造りの出来る工務店、建築家の情報

・助成制度、金融商品の紹介

・木の家ならではの紹介（取材した情報）

・検索機能がある

地域材にこだわった家造り

長期優良住宅 など

・日本の木のいえ で検索を

・メルマガ会員募集中

・ http://www.nihon-kinoie.jp

15:10～16:31 パネルディスカッション

○自己紹介

筒井：自己紹介を兼ね、みなさん一言ずつ。

曽我：父の代から大工。木造建築に微力ながら取り組みたい。地元石鎚山をはじめ、高輪山系をかけ

巡り、山や木の素晴らしさをＰＲしています。
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永井：日々森林との格闘。２年前に組合を合併、東は別子山から桜三里までの７万２千ｈａを管理す

ることとなった。切り捨て間伐も含め、６００ｈａの間伐を実施。このペースでは４８年かかる。

組合員一同がんばっている。

實田：地元の木を使っていこうと、取り組んでいる。建築材としていくには、

耐久性や強度など、お客様からの注文が多い。外在は為替やいろいろな影響

を受けることから、国産材を扱うようになった。外材はパレットなどに使っ

ていた。ニュージーランドの木がメイン。これが入らなくなって、国産の杉

に目を付けた。国産杉が外材に劣らないことを本日はお話したい。

田岡：今は使える時代になってきた、平均樹齢が６０年となってきた。なのに、

なぜ使われないのか。強度だって十分にある。これをどうやって消費者に伝えればいいかと考え、

木はどうやって出来ているのかを知ってほしく、山の見学会をしている。木を使うことで森を守っ

ていける。それを実感してもらうためには、どうしても山に来てもらう必要があると思っている。

富永：軍用船を作っている技術部隊、その技術者のまつえが私。おもしろいものをいっぱい作ってい

きたいと思っているので、よろしくお願いします。

三谷：愛媛生協の代表をしていた。「山の木は切ってはいけないもの」と思って

いたが、環境のことを考えると切らなければ行けないことを知った。いざ、

売ろうと思っても売れない。木の家を産直で売ろうと思い、理事会を通り、

いろいろ工夫を凝らし、今では年間６０件ほど売れるほどになっている。木

で家を建てることのメリットについて比較をしながら話をさせてもらう。

筒井：三木町からきた。お父さんが切ってくれた薪で、お風呂を沸かすのは子

供たちの仕事で、お風呂に入ると木の臭いがしていた。香川は木材を生産す

るより消費する県。昔は、外材に頼っている県。香川県は狭い県で、徳島県は２倍強、愛媛は３倍

弱、高知は４倍強も広い。杉桧の面積は１３０００ｈａ、間伐の必要な山が６割、成熟期の森林は

２割。フリーアナウンサーです。

安藤：今回のフォーラム実施にあたり、香川をどうしようかと思った時に、適

任の方に来ていただいた。四国は、坂の上の雲、竜馬伝、ウェルかめ、時代

の変換期。四国を注目する状況にあり、地元の方には、がんばって発信して

いただきたい。

○みなさんの取り組みは？

安藤：田岡さん、苓北ではどういうものを切っているか、作っているのか。

田岡：年間１２万m3の生産。域内で加工されているのは半分の５万m3ほど。高知県では木造住宅は

数千棟しかなく、圏外に売るしかない。丸太で売ってもしょうがなく、どう加工するか。加工し販
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売することで、産地側の意識が変わってきた。消費者のニーズを気にするようになってきた。外に

売っていける商品を持てたことが、大きな進歩だったかな。そのことを、いかに町（消費者）に知

らしめていけるか。

實田：コマーシャルされているハウスメーカーさんのそこまでの品質が必要か？ 「過剰品質」のせ

いで、使える木材が使えなくなっているのではないか。業界のアピールも足らないといえるのでは。

「木材を使うことが環境破壊である」ということが、学校で教えられているようでは、我々の取り

組み不十分さの結果。「適材・適所」をしっかりと伝えていかねばならない。

安藤：適材適所。昔は「山を守る、木を切ってはいけない」と教えられた。その教えを受けた人が大

人になり、子供たちに教えてしまっている。ただ切ればいいという教え方ではなく・・・。古い木

造建築が残っている、木の暖かさ、木の良さを、昔からの良さ、大工さん、その中に息づいている

とは思う。曽我さん、今そのような技能を伝えているのか、今のペラペラした家に、どのような思

いを持っているのか。

曽我：昔は土壁をつけてという昔ながらの流儀で、おやじがよく言うたが、「木

は年数をくうてないかん、人間は若い方がええけど、木は古い方がええ」。

３５０年、４００年たった天然木、目が細かく、そこの風土、寒さで厳しく

育っている木、そこでのモンは違う。

安藤：性能というものが言われるようになり、それが異常ではとの指摘。「ここに節があるので」と、

節の無い材料だけで作ろうと建築家がしてしまった。適材適所、目の詰まった木や、様々な木が山

にある。それを活かすということ、それが環境に良い。うまく使うということが、これ富永さん。

入り口の部分に家具を展示いただいたが、使っていない部分、残りはどうしてるの。

富永：良材の方が使いやすい。宮内庁にも納めているが、そういうのは良材を

使っている。神社なんかも３百年使うことを考えて、良材を使っている。は

材として使う、曲げ組工として使う、水をかければはずれないはぜとか、一

手間かければ使える。

安藤：三谷さん、環境、税金も大事な問題なので、それについて・・・。森林

税とか、森は大切なんだから川下の人も負担すべき、これは水の問題もそう。

税金、とらえ方についてお話ください。

三谷：滋賀県の森林のための税金制度。滋賀県は、５１％の森林面積で天然林が多い。愛媛は７１％

の森林率で人口林が多い。滋賀県は個人８００円、愛媛は５００円。滋賀では、琵琶湖を守ろうと

取り組んでいる。県民と共慟による環境重視の森づくり、子供たちに対する教育、体験型の取り組

みをしている。

木材住宅補助制度 産地証明し現金４０万円 ２１年度７９棟。愛媛県では、５年間にわたりロ

ーン利子を返してくれる。県民はどうやって県産材を見極めるのか、ちょっと引っかかった。
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消費者が望むこと

１．見分けがつかないからこそ原産地表示が大事

２．愛媛県産材が買える場所は？ ←ＤＩＹの店では買えない

３．県外の人も県産材の家を建てたい ←ローンの補助とかも県外に適用はない

４．木造住宅も安心、安全のしるし ←耐震性が劣るのではと思われている

長期優良住宅普及促進事業の利用

５．夫は構造、妻はデザイン、色、居住性 ←大手ハウスメーカーと同じくデザイン性があっ

て木造住宅を

６．これからはリフォーム ←高齢の方がリフォームを考えている、木造の良さを知っている

人たち

筒井：永井さん、外材に対抗できるよう、コスト削減方法などの対策は？

永井：２．５ｍ程度の作業道を造り、プロセッサーなどの機械化を行うのが在

来のやり方。今取り組んでいるのは、施行計画書としての提案を行い、いく

らの収支になるかを示し、山主さんにも納得してもらい施行を行う。

山主さんには「０円時代」が来て、山をさわらずに、指をくわえているし

かない。これではだめと、五つの方法。①山の資源を調査。②団地を決めて

いく。③山主と地域座談会。④団地が出来れば道を造り機械を入れる。⑤次

は値段を高く売る必要があり、直販を開始。

以前は、市場との一体感がなかった。今日は雨降ったけんやめる、寒いけんやめる。川下の市場

は定時定量を必要とする。平成１８年に始まったが、２，５００m3 平成２０年には８，０００m3、

今年は半期で８，０００m3を越えている。

安藤：森には森のやり方があったが、変わってきている。三谷さん、産地の明記との話があったが、

田岡さんどうですか。

田岡：生協ともつき合いがあり、最初は米でした。森林管理証明、産地証明

に取り組み始めている。苓北企画材、こういう作り方をしましょうと決め。

住宅はデジタルではアナログなもの、人間関係、信頼の上にあるもの。そ

のためには、私たちも町に出ていく。

○「四国材」について 四国ブランドについて

安藤：人と木がくっつくと「休む」となる、「鉄」は金を失うとなっている。市長、「四国材」と呼ん

だらいきませんか。

伊藤：里帰り出産へも支援をするようしている。人の命と、木の使い方。地域材、どこのものかわか

らない、産んだ子には名前付けます。市場機能、これをどうするか。４ｍもの１７１円、大根１本

と同じ。これを国政に、Ｂ／Ｃを言います、行政としては非常に悩ましい。「木製都市構想」、無駄

なことをと言われる方がいる、 入り口の展示、環境サポーター、いろんな目線でやっていける。
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そして財源、「合併特例債」、ごちそうを積んでいただいた、５年目に入って

やっとわかってくる。この期間延長をしていただくことで、新たな財源を積

んでいただく必要はない。政治的な判断。これが一つの国税のうまい使い方。

松山空港からの上海航路の定着化に全体で３５人のチャーター便を出した。

この時に木材も持って行った。杉材は水材として、柔らかいという評価、桧

には少し興味。今は、自然外交で攻められたら、・・・

十分５０年は切れるものがある。新しいものを植えていく、これはみなさ

んと国策でやっていく。

産地の表示は、三つぐらい（卸などを）流通したときに、誰が決めるの？ 「西条のは劣るから」

と（表示をやめようとの）自己ジャッジがある。

消費するシステム、生産するシステム。循環出来ること。

○今村先生から一言

筒井：それぞれのポジションで「チーム四国」を。今村先生から感想を。

今村：環境問題を言うとき、箸の使用を控えられる。箸を使うことが環境破壊

でないことを、地道にＰＲする事が必要。町の人が森や山の事情を知っても

らうことが、木を切ることが環境につながる、木を使うことが森を守る。

シロアリ以外に炭の研究もしている。材木としての使用が終わったときに

は、炭としての利用を提案。

人はいろんな人がいるけどダメな人はいない。木も同じ。黒い木は赤い木

よりも腐りにくい、見てくれではなく・・・。

○情報発信を

安藤：最後は、筒井さんの、これからのマスコミにどんどん流していただきたい。

筒井：違う価値観を持っていただける、私も今日のことで知りましたし、番組

でどんどん発信していきたい。

安藤：この話をしていると朝まで続く。第２部があるということですので、こ

の場はとりあえずお開きと。

筒井：お気になること、ご質問などおありの方は、名刺交換会の場で直接お声かけを。

16:31～16:34 閉会挨拶 林野庁木材産業課 課長 鈴木信哉

・ロシアから４００万m3入っていたものが、今では８０万m3

・林野庁と国土交通省は、かつては非常に仲が悪かったが、今は同じようなこ

とを言うようになり、木材、木造建築に木材を使っていきたい。建築にも木

が入っている。大型の商業建築などにも木を使っていきたい。ご支援をお願
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いいたします。

― 以上 ―

報告書「西条の巨樹」 西条市環境サポーターによる展示

木に関する様々な展示

文化会館横のリニューアルされた水汲み場


