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地球環境を考えれば木造建築
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もっと自由に木造建築の可能性を広げる集成材

信州カラマツを全国へ

そして長野県の大切な緑の山を次の世代に伝えたい
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群 馬 県 下 仁 田町 立 下 仁 田小 学 校

下仁田小学校建設工事概要
所 在 地
生 徒 数
建設規模
設計監理
施
工

群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田73番地
274名 （男子 154名、女子 120名） ※H24年4月1日
鉄筋コンクリート造３階建 木造２階建 延床面積 4,092㎡
株式会社 福島建築設計事務所
上原・諸星・神戸下仁田町立下仁田小学校校舎建設工事特定建設工事共同企業体

本物件の特色
地元地域の杉、桧を使い、在来工法で地元の業者の手で施行できる物件として設計されたまさに地産地消の事例です。

下仁田の森林資源を活用し、構造材から内装材、床

もと、木造二階建て校舎約980㎡に使われている下仁田

材、家具、建具など木を多用したことで子供たちが木

産杉集成材61㎥の製造−加工、地元桧、杉製材81.3㎥

の持つ柔らかで温かみに包まれた、落ち着いた教育環

の加工と軸組み工事を元請JVから受注し施行しました。

境で学校生活が送れる事を期待しています。

⇒支給されたラミナー材は当社でグレーディングの上集成材に製造

齋 藤 木 材 工 業 は 地 元 の 小 井 戸 製 材 様のご協 力の

しました。

使用木材の流れ
原木丸太材積 610㎥
※吉崎町有林材 497㎥
その他町内材 113㎥

製品納入数量 318㎥
構造材・内装材

172㎥

床材・集成材用ラミナ 146㎥

歩留りは52％程度ですが、
端材もチップや燃料などで、
全て有効活用しています。
福島建築設計事務所様提供資料

齋藤木材工業は地元からすれ

の展示ブースを設営し、参加され

ば県外業者ですが群馬県内に集

た多くの方に集成材のメリットを

成材メーカーが無いこと、また

アピールすることができました。

比較的近距離であることから採
用して頂きました。
お披露目会では、齋藤木材工業
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地元産材を使う取り組みは、
今後も機会を増やしていきたい
と考えます。
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No.1

所 在 地
建設規模
設計監理
施
工

長野県上伊那郡宮田村6745-1
地上1階建 木造＆鉄骨造 延床面積
一級建築士事務所 暮らしと建築社
ヤマウラ・黒河内建設共同企業体

本物件の特色

1,369㎡

材料の高い加工精度を綿密な施工計画で短期間での施行をクリアーしました。

建物の中に一歩足を踏み入れると
外観からは予想のつかない圧倒的な
木の存在感が広がっています。

集成材は多くの木質材料の中でも
もとの木材の質感を最もよく残して
います。自然な美しさ、暖かさ、柔
らかさを失わず、人の心を落ち着か
せてくれます。

格子梁を現わしにした、特徴的な小屋組み

集成材の特徴
①自由な形状・寸法の部材が可能
②狂いや乾燥時の割れ・反りが少ない
③強度性能のばらつきが少ない
④人に心地よい、温か味のある素材
⑤優れた断熱性と調湿能力

建て方の様子

集成材とは
ひき板（ラミナ）の大きな節や割れな
どの、欠点を取り除き、繊維方向を揃え
て、厚さ、幅及び長さの方向に集成接着
をした木質材料です。
十分乾燥させた後、欠点を取り除いて
いますので、狂い、反り、割れなどが起こ
りにくく強度の安定性もあります。
自由な形状や長さにできることから幅
広く利用されています。

③圧締（プレス）

④プレナー仕上げ
①ラミナの縦継ぎ

②接着剤の塗布

⑤品質管理（検査）
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長 野 県 宮 田村 東 保 育 園

宮田村東保育園建設工事概要

販売先顧客 ご 紹 介
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信州カラマツを使用した「県産材の家」
木の温もりを感じる和みの家をつくりたい

株式会社 フォースタッドエンターテイメント
所

在

フォースタッドエンターテイメント

株式会社

地 〒399-8102
長野県安曇野市三郷温6548-1
代表取締役社長 眞嶋 正寿
設
立 2009年11月21日
資 本 金 500万円
従 業 員 8人、パート2人
事 業 内 容 建築工事業

二級建築事務所の経営
損害保険代理業務
連 絡 先 フリーダイヤル
0120-144-296
TEL 0263-77-6940
FAX 0263-77-6941
HPアドレス http://fourstad.net

社員の皆様の写真

北アルプスの麓、
安曇野、
松本、
白馬を中心に住宅を提供するフォースタッドエンターテイメント。
創業３年とまだ発進したばかりの会社ですが、
信州で暮らす人たちのためのオンリーワンの家造りを目指しています。
そのこだわりの秘密は「何か」
を探しに会社を訪ねました。

信州に根ざした家造り

工場見学の様子

「創業当時は、知名度がなかっ
たので苦労しました。エンターテイ
メントというネーミングは、パチン
コ屋とかゲームセンターによく間違
えられました」
と語るのは眞嶋社長。

工場では丸太から、乾燥、製材、製品までの工程を見
学。大学との共同試験やひき板の強度区分など印象的

お客様はどんな家を造っている会社なのかわからな

で、
「カラマツが扱い難い」
という先入観が払拭できたそ

いまま、半信半疑で来社される。

うです。

先ずは社内ノウハウを取り入れ、
リーズナブルな価格
帯でできるフリープランの住宅からスタート。少しずつ受
注が増えてきたそうですが、その後他社との値引き競争
に巻き込まれることが多くなりました。
他社との違いを明確にするため、
「信州という地域に
根ざした特徴のある家は出来ないか」。ある日の社内会
議でふっと浮かび上がったのが「信州産の木材を使用し
た家」、
「地産地消という言葉があるなら地建というのも

ふるさと信州・環のすまい適応住宅に

アリじゃないか」
というアイデアでした。

「県産材の家」は、
「ふるさと信州・環のすまい」
という助
成金に対応する住宅です。最近は応募する人が多く、競

社員全員で工場見学

争率が高くなっているそうです。

信州産の木材でまず思い浮かんだのはカラマツ。赤み

信州カラマツの使用量は全体の50％以上で、柱、梁、

の木肌が特徴で、時間が経つと更に味が出てくるのが魅

桁などの構造材と1階の床・天井の羽目板に使っています。

力です。
そこで、カラマツを素材に使った「県産材の家」の新企
画住宅に取りかかったそうです。
「 信州カラマツと言え
ば、齋藤木材工業さんですよね。カラマツの構造材を
使った家は未経験でしたのでどのような工程で製品に
なっていくのか、
この際だから社員全員で工場見学に行
こうということになりました」
と、眞嶋社長。
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外張り断熱の次世代省エネⅡ地域

最後に眞嶋社長に家造りについて

住宅、軸組プラス面構造の高耐震工法

伺うと、
「良質な家を提供するのは当た

など、
「県産材の家」には魅力的なとこ

り前。
でもその為に、住宅ローンの返済

ろが多いのですが、中でも特筆すべき

に追われるようになってしまっては本

は建物の価格。
この助成金に対応する

末転倒。高いお金をかけなくても、
自分

住宅の大半が坪60万円（本体価格）以

らしい暮らしができる家造りは必ず出

上というのに、50万円を切る価格設定

来ます。

にしているところです。

代表取締役：眞嶋 正寿

世界でたった一つのマイホーム。そ

暮らしを楽しむことがイチバン
信州カラマツをメインに使用してき

1967年（昭和42年）生まれ。
45歳。
・塩尻市出身
専修大学・法学部卒
・松本県ヶ丘高校、
・1989年（平成元年）
から20年間、
ハウ
スメーカーの営業として住宅造りに携わ
る。
もっと安く、
もっと良いものをお客様に
提案できる家造りを目指し、
2009年（平
成21年）
当社を設立し、
代表となる。

れをお客様と一から一緒に造るお手伝
いをさせて頂きたいのです」
と、熱い思
いを伝えてくれました。

た「県産材の家」ですが、新たに信州産
の杉や桧の内装材を取り入れた住宅
も登場しました。無垢材を使った家は、
樹種によってその香りも違います。バリ
エーションが豊富になり、新しい住宅

◀OBのお客様と年一回開催される木工教室

にも注目です。

カラマツ集成材でベンチを造りました。
将来の家造りの第一歩かな？

県産材の家

こだわりの標準仕様
世
界
に
一
つ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
ド
ア

内装の表情を彩るプチコーナー 暮らしに合わせた小スペースを提案します

内装は真壁造り。
柱・梁・桁はそのまま、
カラマツ構造材を見せ、床と天井は無垢材を使用。
壁は調湿・脱臭効果の高い珪藻土塗り。

集成材の豆知識
集成材の沿革は？

約260年前再建された「東大寺大仏殿」の

くぐり柱に、原型を見ることができます。高さ40ｍにも及ぶ大仏殿を
支えるために、幾本もの小木を寄

そんな㈱フォースタッド
エンターテイメント様の
ご要望に対し、齋藤木材工業㈱は

・構造用集成材 ・羽目板
・フローリング ・階段部材

せ集めて1本の丸柱とさせ鉄のタ

等でお手伝いをさせて頂いてきました。

ガで締め付けてあります。

詳しくは齋藤木材工業㈱
ホームページ(http://www.saito-mokuzai.co.jp)
をご参照ください。

接着剤を使った「構造用集成材」
は、戦時中「ゼロ戦」のプロペラに
も用いられていました。
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木材自給率引き上げ課題について
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「木材利用促進法」
の施行を受け資源の有効活用が急務 ▶▶▶▶▶

■長野県のカラマツ資源状況
面積（ha）
1,200
1,000

【長野県のカラマツ資源状況】

⬇

赤が伐採適期

●内、伐採適期
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【伐採適期のカラマツ比率】
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●長野県のカラマツは ………… 東京ドーム
790ヶ分（面積比）

⬇

伐採適期 70%

●「木材利用促進法」の施行を受け
カラマツ資源の利用率向上が課題です

■木材利用促進法とは
現在の我が国の木材自給率 20％ ⇒ 10年後に50％まで引き上

木造化のターゲット

げるという目標のもと、2010年10月1日に施行された法律です。
主旨は耐火要求のない低層の公共建築物を、国は原則木造

●国・地方公共団体の庁舎

化、地方自治体は木造化の努力をするというものです。
特に地方公共団体の要求として、低層の公共建築物におい
て、先ずは木造で検討というケースが増えると予想されます。

●公務員宿舎
●学校
●社会福祉施設（老人ホーム、保育所等）

しかし、木造の設計はわかりづらく面倒だ！

●病院・診療所
●公営住宅
●運動施設（体育館、屋内プール等）
●社会教育施設（図書館、公民館等）

中規模以上のＷ造（木質構造）はＳ造やRC造に比べ、

●公共交通機関の旅客施設

①設計方法が確立されていない

●高速道路の休憩所

②手法が多岐にわたる

等

⬇
木造構造はわかりづらく苦手という方が多い

木造支援：S-TECシステム
( SAITO TIMBER ENGINEERING CONSTRUCTION SYSTEM )
構造は？

在来軸組からラーメン構造まで

木材は？

一般製材〜構造用集成材〜耐火集成材も

構法は？

オープンな構法で適材適所の設定

図面や見積りは？

構造案と概算見積を3日程度でご提示 ※ブレース構造に限る

製造や施工は？

丸太の製材から建方まで責任施工
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Ｓ-ＴＥＣシステム
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▶▶
▶
▶
▶ S-ＴＥＣシステムを駆使して、適材適所の技術提案を。
S-TECシステムは学会の規準書をもとにした一般的な構法を中心にラインアップして
います。これらの構法を駆使して、適材適所の技術提案をさせて頂きます。
【設計〜工事フローチャート】

■S-TECシステムの概要

プランスタート
意匠計画
構造計画

●簡易構造計算と
概算見積まで無料

基本設計

諸条件の確認
簡易構造計算
概算見積

NO

基本契約

設計完了

●条件により設計料が発生
基礎の構造設計は別途

実施設計

構造設計
お見積り

NO

ご検討

工

事

工事契約

工事

●民間の場合………そのまま契約へ
●公共事業の場合…施行業者（元請）に営業

工

お引渡し

■S-TECシステムのラインアップ
●小規模〜中規模建築物
①ブレース構造
②一方向フレーム構造
●中規模〜大規模建築物
①ブレース構造
②一方向フレーム構造
③二方向フレーム構造

（1）従来構法
（2）在来金物構法
（1）RF構法（ラーメンフレーム）
（2）TF構法（トラスフレーム）
（1）SB構法（システムブレース）
（2）WB構法（木ブレース）
◇円形配置型ラーメン
（1）CR構法
◇引きボルト型ラーメン
（1）TR構法
◇接着ボルト型ラーメン
（1）RJ構法
（2）HC構法
（3）RH構法
◇方杖型ラーメン
（1）HF構法
◇その他
（1）掘立柱型

●一方向大空間
①３ヒンジ山形ラーメン構造 （1）BF構法
（2）TF構法
②２ヒンジアーチ構造
●耐火建築物
（1）鉄骨内蔵型
（2）集成材被覆型
S-TECシステムの
詳細についてお問い合わせは

事

納材契約
納

材

SB構法接合システム

TF構法
RF構法

WB構法

HF構法（方杖ラーメン）

３ヒンジ山形ラーメン構造

HC構法

掘立柱型

２ヒンジアーチ構造

齋藤木材工業株式会社 建築事業部 担当／北村宛
tel 0268-68-3811 fax 0268-68-3912 E-mail kitamura@saito-mokuzai.co.jp
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CO2固定量認証制度について
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メリット エコ住宅等に該当⇒住宅ローン金利優遇措置の対象となります

認証の対象

木製品の認証

木造住宅等

県産材を使用した木製品で、長期間（10年以上）の使用
が見込まれるもの

個人住宅、建売住宅、事業所等で、
県産材を5㎥以上使用した木造建築物

公共建築物等

企業の木質化等

県産材を使用した木造公共施設や、
内装木質化工事、公共土木工事等

企業等が実施する店舗やオフィス等の木質化工事や木製
品等の導入で、県産材を1㎥以上使用して整備したもの

リフォーム

【対象となる木材】認証の対象となる木材は「信州木材認証製品セン
ターの認証製品」
または、
「長野県県産間伐材供給センター協議会が証
明する土木用材」
とします。

県産材を2㎥以上使用したリフォーム工事

CO2固定量認証制度の申請について
申請に必要な書類について

申請の流れ
建築主

申請書提出

施工主

認証証書発行

木製品製造者

申請書

長野県

新築、
リフォーム、木質化等の場合 ⇒ 様式第1-1号
公共工事の場合 ⇒ 様式第1-2号
木製品の製造の場合 ⇒ 様式第1-3号

（受付・証書発行）

審査委員会
（審査）

添付書類

建築物、木質化等 ⇒ 木材使用量算出表（様式第4号）
信州木材認証製品出荷証明書等

申請の時期
新築、
リフォーム、木質化
等の場合

木製品の製造の場合

▼

▼

木材使用量が確定したとき

製品が完成したとき

木製品（製造）⇒

製品仕様書・写真等
信州木材認証製品出荷証明書等

※申請書の様式は県のホームページからダウンロードできます

新商品のご紹介

「燃エンウッド 」は株式会社竹中工務店の登録商標です。

■ 都市部での大規模建築を可能とする耐火集成材「燃エンウッド 」
高い耐火性能を有する
木造建築の実現へ

●燃エンウッドの耐火実験
耐火部材としての国土交通大臣の認定を受けるために
第3者機関による性能評価試験を受けています。1時間耐

これまで実現が困難であった

火構造部材として求められる性能を満足していることが

純粋な木構造部材による都市部

確認されました。

での大規模建築を耐火集成材
「燃エンウッド 」が可能とします。
国土交通大臣認定（1時間耐火構造部材） 2011年12月取得

●燃エンウッドの仕組み
荷重を支持する集成材と耐火性能を付与する集成材の組
合せにより耐火構造部材としての性能を発揮します。
モルタル
燃え代層

燃 え 代 層：自ら燃焼し炭化することで断熱層を形成
燃え止まり層：燃え代層の燃焼・炭化進行を阻止
燃え止まり層
荷重支持部：燃え止まり層、燃え代層に保護され
荷重支持部
荷重を支持

燃エンウッド 柱の耐火実験（試験前・中・後） 試験後の燃エンウッド切断面

詳しくは当社ホームページをご覧下さい。
http://www.saito-mokuzai .co.jp

編集後記

木は再生可能な資源です。伐採適期の唐松を有効利用すること
で山を守り
『次の世代に緑の山を』
引き渡していく。
そのために木の
魅力をもっともっと伝えていきたいと考えます。
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