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自己紹介

宮村 太 みやむらふとし

昭和４２年(１９６７年) 滋賀県生まれ
昭和６３年(１９８８年) 大学卒業後、設計事務所勤務
平成１６年(２００４年) 安曇川流域・森と家づくりの会の設立に参加し代表就任
平成１９年(２００７年) 宮村太設計工房を設立

木造建築に特化した設計活動
森とつながる住まいづくり
非住宅分野の木造・木質化にも取り組む

朽木東小学校・朽木中学校体育館施設整備検討委員会委員・同構造部会長(平成１９年～２１年)

准木材コーディネーターに認定(平成２８年）
ＮＰＯ法人サウンドウッズ研究員：プロジェクト単位で業務支援(平成２８年～）
木造化推進アドバイザー：滋賀県委託事業(令和３年～)

■受賞歴
・ 根曲がり杉の家（滋賀県高島市） ２００７年滋賀県建築士会こたわり住宅賞 BBCびわ湖放送賞
・ 滋賀県林業会館（滋賀県大津市） 令和３年度木材利用優良施設コンクール 木材利用中央推進協議会会長賞

ウッドデザイン賞２０２１



私が取り組んだプロジェクト

滋賀県林業会館、木造２階建て 501㎡ 事務所(2021年4月完成)

①一般流通製材品を用いた汎用性のある木造架構を実現
⇒現在の森林整備で生産される木材（間伐材）利用

①②③
②③

①③

①③

②今後生産が見込まれる大径材の利用提案
⇒未来の木材利用

③滋賀の木の展示空間を創出
⇒多様な木材利用を滋賀県林業の中心拠点で体現



プロジェクトの背景

○建築主は滋賀県森林組合連合会（県内9つの森林組合を統括）

○2010年制定木促法から10年、民間建築物への適用が議論

○デザインビルド方式のプロポーザル

・ 構造材はびわ湖材を使用すること
・ 事業費の上限価格140,000千円（税込み）
・ 参加表明（2019年10月）から約１年半で建物完成（2021年4月）

⇒滋賀の木を使った家づくりの実践者としてのミッション

（設計者＝木材コーディネーター）
滋賀県の林業と建築をつなぐ架け橋となる施設
特殊解ではなく、次につながる取り組み
県内すべての森林組合の木を使って欲しい



プロジェクト実現に向けた3つの取り組み課題

〇びわ湖材を、どう使うか、どう用意するか、どれだけ使うか

・設計者：どんな木材があって、その品質がよくわからない
・施工者：コストが割高で納期がかかる
・製材業：十分な納期がなく注文に対応し難い
・森林所有者・素材生産業：建築への興味が高いわけではない

品質・規格や調達の情報共有と地域の木を使う価値への共感がない

１．びわ湖材の特徴や流通事情を踏まえた木造架構の実現と
意匠デザインの両立

２．生産現場に過度な負荷をかけない木材調達の実現

３．製材所での仕入れ原木から製品化における歩留まりの向上



課題解決に向けて

１．びわ湖材の特徴や流通事情を踏まえた木造架構の実現と

意匠デザインの両立
⇒特殊な材ではなく一般に流通している製材品を使用

大径材の利用モデルを示す
滋賀県内の木をまんべんなく利用
木材価値の最大化

２．生産現場に過度な負荷をかけない木材調達の実現

⇒設計段階から木材調達に取り組む

３．製材所での仕入原木から製品化における歩留まりの向上

⇒木材の有効利用
構造材の製材時にできるコアを様々な部材や製品に利用
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実施体制と木材コーディネーターしての役割

施工者製材所Ａ
構造材の量産工場、人工乾燥、
モルダー加工を担当

製材所Ｂ
造作材、建具用材の

製材を担当

社員大工が
在籍
手刻み、
造作全般を
担当

構造設計者
木造架構を立案
構造計算を担当

協力

１次
製材品

製品

ＣＬＴ･集成材工場
階段壁･木製カーテンウォール

製品ラミナ

家づくりグループ 共同企業体

原木
長年の連携と実績

中大規模木造の実績豊
富な構造設計者の参加

原木

森林組合Ａ

林業家

滋賀県内
９森林組合

滋賀県内
２原木市場

原木
製品

原木

設計者
意匠設計
全体統括

木材コーディネート
②素材生産、製品情報のヒアリング
④素材、製品の生産依頼

②素材生産・流通情報のヒアリング

③木材利用方針の策定

①木材流通情報の共有
④木材利用方針指示

①木材流通情報の共有

家具工場
会議室机・椅子

⑤歩留まり向上の利用提案



設計段階からの木材調達

大津市

滋賀県

木材市

琵琶湖

木材市

製材所Ａ

製材所Ｂ

建築現場

合板工場

間柱工場

Ｎ

北部はスギの
生産量が多く
強度が高い

南部はヒノキの
生産量が多い

広葉樹の
生産に注力

大径柱、
特殊横架材を在庫

原木の直接取引実績

・Ａ材は県内2カ所の木
材市に出荷

・Ｂ材は県外の加工工
場へ出荷

・原木末口φ14～36
・4ｍ材が主、6ｍ材少量
・3ｍ材は樹種を問わず
あまり流通していない

南部森林組合

滋賀中央森林組合

坂本森林組合

高島市森林組合

東近江市
永源寺森林組合

綿向生産森林組合

びわこ東部森林組合

滋賀北部森林組合

長浜伊香森林組合



７つの木材調達方針と、生産現場に過度な負荷をかけない分担

① 構造材（スギ）：横架材

⇒木材市に出荷された原木を仕入れて製材所Ａで製品化

②構造材（ヒノキ）：土台・大引

⇒森林組合より丸太を直接仕入れて製材所Ａで製品化

③構造材（ヒノキ）：柱

⇒製材・乾燥施設を有する森林組合よりを製品購入

④大径柱、特殊横架材

⇒森林組合から1次製材品を仕入れて製材所Ａで製品化

⑤間柱 ⇒ウッドリンク㈱よりびわ湖材を指定して購入

⑥合板 ⇒林ベニヤ産業㈱よりびわ湖材を指定して購入

⑦内装材用の広葉樹

⇒森林組合から原版を仕入れて製材所Ｂで製品化



木材の有効利用と価値の最大化

○木材調達や利用する全ての段階に関与

製材所で地域ごとに色分けして木材を管理 構造材の強度管理：測定した309本
の内299本がE70以上を示した

木目、色合い、節の程度を吟味。
相応しい場所に使い価値を最大化

桧管柱：全ての面を確認しながら、化粧材、
准化粧材、見え隠れ材に仕分ける

広葉樹の製材：使用イメージを共有
し無駄なく利用できるよう製材

欠点となる部分があっても切り使い
することで無駄なく木を使う



びわ湖材100％使用した木造架構
一般流通材を用いて汎用性、ローコストを実現

○県北部の強度に優れたスギを横架材、県南部の美しいヒノキを柱に使用

○大会議室の6間スパン（10.92ｍ）を支える屋根架構

・部材断面：120×120、75×180、120×180

・材長4ｍで継手を設け、木材を折れ線状につなげた多角形アーチ構造

○事務室の３間スパン（5.46ｍ）を支える２階床組架構

・部材断面：120×300、材長4ｍのレシプロカル構造(相持ち構造)の格子梁

製材時のコアを机の天板、椅子の座面に加工



今後生産が見込まれる大径材の利用提案

○ピロティの４間スパン（7.28ｍ）を支える屋根架構

・部材断面：2-60×240と2-60×270

材長6ｍ相互を120角の束で繋ぎ合

せたレシプロカル構造による格子梁

・長さ6ｍ、末口36㎝以上の原木から製材
60

27
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滋賀県林業の中心拠点で 「滋賀の木の展示空間」 を創出

県内各地から調達した木材を使用した木造・木質空間

大径柱の使用や、広葉樹のコラージュ壁面 太鼓挽きした杉の曲がり材、八角加工の小屋梁

杉内装材、柱は滋賀南部のヒノキ CLTの階段間仕切り壁

使用した33種の樹種名を表示木製カーテンウォールに利用



建て主が木材生産のプロセスに参加する
林業家が木の使い方を見届ける
設計士が山に入り、林業家が図面を見る

○建築の利用者に木材利用のメリットを
森林や木材に興味を

○林業の現場に期待や喜びを

木材利用量の拡大⇒森林整備の促進

私が考える木材コーディネートとは

建て主の前で伐採した木から、大黒柱とその対になる柱、
その間をつなぐタイコ梁を作り、家の中心を支える木組み

SGEC認証材を利用した観光船乗り場の待合所ロビー丸太の調達 役員を案内、選木に立ち合い



プロジェクトのニーズに合わせて利用する
親指のような存在で最適解を提示する
森林に与えた影響を把握する

○基本は現場に無理のない木材生産を
○時には欲しい木材の要望を
○木材利用の成果を山側にフィードバック

利用をイメージして森林整備・素材生産

私が考える木材コーディネートとは

ヒノキ管柱調達林の間伐施業時（2020.3）

約2年後（2021.12）

■建築の木材使用量

構造材112㎥、内装材17㎥、計129㎥

■製材所Aの原木調達量：約170㎥

供給した構造材56㎥

内装材3㎥

CLT材4.2㎥

木製サッシ部材1.9㎥

会議机・椅子部材に5.3㎥

計70.4 ㎥ 最終歩留まり41％



プロジェクトの波及効果 工事中と完成時に見学会を開催

「高島市森林組合だより」に掲載

○現在～未来において汎用性のある木造架構
⇒誰でもできる構法

○分散生産体制の一事例
⇒大規模工場がない滋賀の事例提示

○見学会の開催、視察受け入れ
森林組合・木材市・製材所の職員、林研グループ

建築士、建設業者、行政職員、議員など300名超

⇒取り組み・成果の共有
○林業業界会報誌に記事掲載

今後の中大規模建築物の木造化のモデル

随所に木材の特性を活かす工夫が施され
木造建築の可能性を拡げる
この取り組みを参考にして・・・など

⇒利用量が拡大、木材価値向上につながる

○令和３年度木材利用優良施設コンクール
木材利用中央推進協議会会長賞

ウッドデザイン賞２０２１
⇒設計者が木材調達に関わることを評価



今後の活動目標

これまで行ってきた「森とつながる住まいづくり」を、
家づくりグループを軸とした普及・啓発、実践に注力

○自身が設計者のプロジェクトに

⇒多様な木材利用が実現できる設計と木材コーディネートを実践

〇森林所有者、林業従事者に
⇒今回のプロジェクトの成果を伝えるための広報を実施、見学会を開催

○同業の設計者（施工者）に

⇒設計段階からの木材調達や木造・木質化コーディネートで支援

○行政に

⇒木造・木質化におけるアドバイザーとして関わる（発注者支援）

・ミスマッチをプロジェクトの外から解決
・滋賀県から委託を受けて、木造化促進アドバイザー業務を実施中
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