
も く じ

団体名（順不同） ページ

① 森林施業の集約化、低コスト化等に資する事業

※全事業報告対象外（事業完了後 5年以上経過）のため報告書の掲載なし。

※事業名称・団体については巻末の一覧表を参照。

② 森林の循環利用の促進

※全事業報告対象外（事業完了後 5年以上経過）のため報告書の掲載なし。

※事業名称・団体については巻末の一覧表を参照。

③ 針広混交林化等の森林整備の推進

※全事業報告対象外（事業完了後 5年以上経過）のため報告書の掲載なし。

※事業名称・団体については巻末の一覧表を参照。

④ シカ等の食害対策の推進

※全事業報告対象外（事業完了後 5年以上経過）のため報告書の掲載なし。

※事業名称・団体については巻末の一覧表を参照。

⑤ 新たな森林産業への支援

【⑤-1】「林地放置材の集材・現地破砕・現地散布及びブリケット燃料利用検証

試験」株式会社献(H26)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑤-2】「秩父カエデ酵母菌活用事業」お菓子な郷推進協議会(H26)・・・・・・・

【⑤-3】「秩父産材木製品開発事業」公益社団法人埼玉県農林公社(H28)・・・・・・・

【⑤-4】「玩具から墓場までをテーマに「棺桶製造の調査サンプル制作」

-椹材等の有効活用を考える-」金子製材㈱(H28)・・・・・・・・・・・・

「地域材（杉・桧・椹材）を使用した「森の柩」製造流通パイロット

事業」金子製材㈱(H30)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑤-5】「秩父産材を活用した木工品の PR」秩父銘友会(H27,28,29)・・・・・・・
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【⑤-6】「第3のみつ製造のための獣害ネット設置事業」第3のみつ研究会(H27,28)・・

「秩父産材を使用した西洋ミツバチの養蜂巣箱、継箱の製造」

第 3のみつ研究会(H30)・・・・・・・

【⑤-7】「秩父農工科学高校食品化学科「農力」育成強化プロジェクト支援事業」

第 3のみつ研究会(H30)・・・・・・・

【⑤-8】「秩父千鹿谷郷ひなた村特産品開発」秩父千鹿谷郷ひなた村(H27,28)・・・・

【⑤-9】「秩父産間伐材を利用した自然素材ウッドチップ舗装の普及活動」

（一社）間伐材ウッドチップ舗装協会(H27,28,29,30)・・・・・・・

【⑤-10】「秩父産「丸み材」を活用した健康住宅工法「グリーンエア工法」の

開発」彩の木の家ネットワーク・グリーンエア工法推進グループ(H27)・・・・

「秩父産適寸丸太による中温乾燥材の開発とニーズ調査」

彩の木の家ネットワーク・グリーンエア工法推進グループ(H28)・・・・・・・・・・

【⑤-11】「藍で染めた木の器技術開発」関野木材(H28)

「藍染木の器の完成へ」関野木材(H29)・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑤-12】「紙漉き技術の伝承とコウゾ（楮）の栽培・増産」

おがの紙漉き伝承倶楽部(H28,29,30)・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑤-13】「NKプロダクツの開発（地元材とアルミによるインテリア雑貨の開発）」

NK サービス株式会社(H29)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑤-14】「クロモジの新製品開発に伴うパッケージ及びパンフレットの作成」

株式会社秩父ハーブ研究開発(H30)・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑤-15】「今年の花粉症対策-針葉樹を使った製品開発」ヨロズ国産木材(H30)・・・

【⑤-16】「秩父産木材製・卓上織機「ORICCO」 手織り教習者養成講座」

秩父もくもくきかく(H28)【⑦-14】・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑤-17】「林地残材、倒木を活用した木工製品の開発とイベント実施による秩

父のカエデの普及活動事業」メープルベースクラブ(H28)【⑭-9】・・・・

【⑤-18】「「土佐の森式軽架線集材」導入検討事業」秩父樹液生産協同組合(H29)・・・

⑥ 保健・レクリエーション等の森林が持つ機能を有効利用する事業

※全事業報告対象外（事業完了後 5年以上経過）のため報告書の掲載なし。

※事業名称・団体については巻末の一覧表を参照。

⑦ 公共施設や民間住宅等での木材利用の推進

【⑦-1】「特別養護老人ホーム荒川園食堂内装木質化工事」

社会福祉法人秩父正峰会(H26)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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【⑦-2】「荒川源流 六角堂ログあずまや造りプロジェクト」

荒川源流ログハウス技士会(H26)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑦-3】「近くの山の木で家をつくろう」株式会社小林建設(H27,28,29,30)・・・・・

【⑦-4】「秩父材の地元エリアでの活用推進事業」島﨑木材株式会社(H27,28,29,30)・・

【⑦-5】「秩父産木材利用促進・普及啓発事業」一級建築士事務所マツザワ設計(H27)・・

【⑦-6】「竹内邸新築工事」一級建築士事務所マツザワ設計(H30)・・・・・・・・・・

【⑦-7】「秩父産材を活用したフローリング（床材）の作製」

一條ランバー株式会社(H28)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑦-8】「秩父の木を使った家づくり」山中工務店(H29)・・・・・・・・・・・・

【⑦-9】「100 年先へ、秩父の元気な森を残そう！！プロジェクト」

株式会社いのうえ工務店(H29)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑦-10】「森を育てる家づくり（秩父産杉・桧をつかった住宅建築）」

伊佐ホームズ株式会社(H29)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑦-11】「みどりの村「村カフェ」」Le plein（ル・プラン）(H29)・・・・・・・・・・・・

【⑦-12】「秩父産材を使用した新築住宅見学会及び広報活動」

株式会社千葉工務店(H29)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑦-13】「オール秩父産木材の住宅（松倉邸新築工事）」

株式会社大島博明建築研究所(H29)・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑦-14】「秩父の森のおもちゃ美術館”秩父もくもくきかく×東京おもちゃ美

術館」秩父もくもくきかく(H26)【⑤-16】・・・・・・・・・・・・・・・

⑧ 森林・林業分野における人材育成・雇用への支援

【⑧-1】「担い手の育成事業」秩父広域森林組合(H27)・・・・・・・・・・・・・・

【⑧-2】「新たな林業展開のための人材育成事業」秩父樹液生産協同組合(H27)・・・・

【⑧-3】「森林・林業分野における人材育成・雇用への支援」田口木工（株）(H26)・・・・

【⑧-4】「山仕事の人材確保事業」株式会社ウッディーコイケ(H30)・・・・・・・・・・・

⑨ 森林整備・山村都市交流の推進

【⑨-1】「掘り起こそう！次世代の森の活人！」ふぉれすとキッズよこぜ(H26)・・・・・

「もっと増やそう！次世代の森の活人！」ふぉれすとキッズよこぜ(H27)・・・

【⑨-2】「未来につなぐカエデの森づくり」NPO法人秩父百年の森(H27)・・・・・・

【⑨-3】「大滝の彩りのある森づくり推進事業」大滝山林振興協議会(H27)【⑭-10】・・

【⑨-4】「カエデの森づくり」カエデの森づくり推進協議会(H26)・・・・・・・・・

【⑨-5】「稲穂山における里山復興事業」秩父山里文化研究会(H26)・・・・・・・・
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【⑨-6】「長瀞の権田山 桜・楓・松林等の森林整備」

特定非営利活動法人長瀞町桜と松等を守る会(H26)・・・・・・・・・・・・・

【⑨-7】「野土山あじさいの森づくり推進事業」

長瀞町花の里づくり実行委員会(H27)・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑨-8】「親子森林環境教育」長瀞やなせ・こぴすの会(H27)・・・・・・・・・・・

⑩ 地域産木材の安定供給体制の確立

※実施事業なし。

⑪ 次世代の森林・林業及び山村を支える人づくりを推進する事業

※実施事業なし。

⑫ 森林整備への再投資が可能な森林産業の構築に資する事業

※実施事業なし。

⑬ 森林整備ボランティア育成への支援

※実施事業なし。

⑭ 森林・林業に関連するイベントへの支援

【⑭-1】「ありがとう！300 年の松」

特定非営利活動法人長瀞町桜と松等を守る会(H30)・・・・・・・・・・・・

【⑭-2】「秩父の杣人が未来につなげる木挽きの技と心」

杣・木挽き・規矩観触会(H29)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑭-3】「秩父の木をみんなで一緒に PR 事業」

秩父木工フェア&木育ひろば実行委員会(H29)・・・・・・・・・・・・・・

【⑭-4】「秩父産の木材を使用した木製品の生産加工販売」坂本銘木店(H29)

「秩父産の木材を活かした木製品の PR と販売」坂本銘木店(H30)・・・・・・

【⑭-5】「世界に向けた秩父材製＆秩父生まれの木のおもちゃの PR」

ツグミ工芸舎(H29)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑭-6】「西武グループスマイルファミリーフェスティバル 2017」

西武鉄道株式会社(H29)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑭-7】「西武グループスマイルファミリーフェスティバル 2018」

西武鉄道株式会社(H30)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑭-8】「秩父・市民参加型伐採プロジェクト」

秩父・市民参加型伐採プロジェクト協議会(H30)・・・・・・・・・・・・・
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※活動状況報告書等が未提出の団体は掲載していません。（H30.12.17 現在）

【⑭-9】「秩父のカエデと木育の普及活動事業」メープルベースクラブ(H29,30)

【⑤-17】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【⑭-10】「カエデの植栽イベント事業」大滝山林振興協議会(H29,30)【⑨-3】・・・・・・
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秩父地域森林林業活性化協議会 支援事業紹介シート

平成 30 年度 秩父地域森林活用等創出支援事業 活動状況報告書

社会福祉法人秩父正峰会

食堂の天井と腰壁を秩父産木材で内装木質化することにより、木材の持つ生理的リラックス効果を体験

してもらい木造建築の良さを知ってもらう。

施設内で日常的に行われるゲームや体操、カラオケ、また、毎月の誕生日会など各種イベントに使用し

ている。

開催された主なイベント 荒川西小児童による慰問

１２月 クリスマス会、餅つき

２月 節分

３月 ひな祭り、ハーモニカ演奏慰問

６月 コーラス慰問、レククッキング

８月 七夕祭り

９月 敬老会、荒川西小児童慰問

秩父農工科学高屋台囃子保存部慰問

１０月 荒川園祭り

ほとんどの利用者様が木造家屋で育ってきた高齢者のため、木の温もりを感じリラックスして落着いて

いるように感じる。

１２月下旬 クリスマス会、餅つき ２月上旬 節分 ３月下旬 ひな祭り 毎月利用者様の誕生日会

を開催

各種イベントの際は、積極的に食堂を利用していきたい。

特別養護老人ホーム荒川園食堂内装木質化工事 （H26）

事業の目的・内容

今までの活動状況

これからの活動・行事
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秩父地域森林林業活性化協議会 支援事業紹介シート

平成 30 年度 秩父地域森林活用等創出支援事業 活動状況報告書

荒川源流ログハウス技師会

地場産材を使用し、各個人が木のぬくもりを感じながらログ技術を深め、テーブル、ベンチ

工作物を造ることができるよう、技術技能の習得、情報の交換を行う。

平成３０年４月から、以前秩父市大滝大血川作った東屋の修繕作業とベンチ作りを始めました。

１０年以上の継続活動で、協力者の平均年齢が上がり、重量物の移動等が困難になったため、

等会としては、少人数でできることを選んで活動を進めていく。

会員の中には、自分でログハウスを造り始めている人もいます。

荒川源流 六角堂ログあずまや造りプロジェクト （H26）

事業の目的・内容

今までの活動状況

これからの活動・行事
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秩父地域森林林業活性化協議会 支援事業紹介シート 
 

平成 30 年度 秩父地域森林活用等創出支援事業 遂行状況・活動状況報告書 

 

                     団体名：株式会社小林建設               
 

  

 
埼玉県産材（秩父杉）を構造材として、柱・梁・に積極的に利用する。 

1 棟あたり平均 17 ㎥を予定。 

4 月以降着工、3月完成予定の件数 10 件。 

 

 

 

① 深谷市 伊藤邸 4 月 5日木工事着工 杉材 12.95 ㎥使用 

     

 

② 寄居町 小林邸 4 月 20 日木工事着工 杉材 11.99 ㎥使用 

     

 

③ 坂戸市 三吉邸 4 月 25 日木工事着工 杉材 19.39 ㎥使用 

     

 

 

 

事業名： 近くの山の木で家をつくろう （H27～30） 

事業の目的・内容 

今までの活動状況 
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秩父地域森林林業活性化協議会 支援事業紹介シート 
 

④ 上里町 志村邸 4 月 25 日木工事着工 杉材 16.74 ㎥使用 

     
 

 

⑤ 本庄市 長﨑邸 5 月 25 日木工事着工 杉材 17.70 ㎥使用 

     

 

⑥ 寄居町 大平邸 5 月 25 日木工事着工 杉材 10.86 ㎥使用 

     

 

⑦ 深谷市 金井邸 9 月 3 日木工事着工 杉材 17.66 ㎥使用 

     

 

⑧ 上里町 石田邸 9 月 15 日木工事着工 杉材 20.66 ㎥使用 
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秩父地域森林林業活性化協議会 支援事業紹介シート 
 

 

 

① 熊谷市 小林邸 

② 北本市 飯塚邸 

③ 深谷市 荒谷邸 

④ 寄居町 志村邸      以上着工予定（3月完成） 

 

これからの活動・行事 
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秩父地域森林林業活性化協議会 支援事業紹介シート

平成 30 年度 秩父地域森林活用等創出支援事業 遂行状況・活動状況報告書

島崎木材株式会社

秩父産スギ・ヒノキ・サラワ等を当社工場にて加工し、県内および近隣消費地へ届けることで

秩父地域の林業活性化と健全な森づくりに寄与する。

当社が事務局を務め地場工務店・設計・プレカット・製材・原木各社が加入する「北関東住まい

つくりネットワーク」の製材メンバーに金子製材㈱様、原木供給に㈲小林製材所様に加入頂き、

今年度は 4月に「長期優良住宅の実務講習会」、6月には 3回シリーズの「伏図作成セミナー」を

実施しました。

そして 8月 30 日に総会を開き地域材活用などのグループ共通ルールを確認し、当社工場において

秩父材を用いて杉柱等の加工を行っています。

㎥1．今度も期間中 35 の販売目標に向けて秩父材活用を進めます。

2. 来年 1月 29・30 日に東京ビックサイトで開かれるモクコレ 2019 に出展し、「秩父大滝さわら」

「荒川の清流」のサワラ・スギ加工板商品のＰＲをします

秩父材の地元エリアでの活用推進事業 （H27～30）

事業の目的・内容

今までの活動状況

これからの活動・行事
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秩父地域森林林業活性化協議会 支援事業紹介シート

平成２９年度 秩父地域森林活用等創出支援事業 活動状況報告書

一級建築士事務所マツザワ設計

国産材の規格品のＢ級材の有効利用を目的に、各地の工務店が容易に採用でき、コストもリーズナブルな住宅

に採用できるようにしています。木の持つ長所と魅力を表に出して、木にすっぽり包まれた暮らしを提案します。

Ｂ級材の１０５角，１２０角の柱材で家を包み、防耐火性、断熱性も兼ね備えた快適な外壁材（内部は極力現し

仕様）とし、予算が許せば、床や野地板にも杉柱をビス止めして集成材とした構造とします。接着による集成材

ではない為、糊は一切使用せず、解体すればリユースも可能な、人と環境に優しい工法です。

Ｂ級材は多くは生まれませんが、大手製材所ではある程度確保できる量が出ますし、コストを抑えた工法なの

で、場合によってはＡ級材で施工する事も考えられます。

上尾の家がこの仕様の家の３軒目になりますが、様々な方、メディア関係の方々に見学していただき、取材か

ら掲載までご協力いただきましたので、徐々にではありますが、認知されてきています。

Ｂ級材利用は継続してまいりますが、これからは増えるであろうマンションリフォームにも、国産材の木をた

くさん使う「木の家マンションリノベーション・木ノベ」を発信して行きたいと考えています。

マンションでも木の家に住む喜びを感じていただけるように、床を木にするにとどまらない「木の家化」を進

めたいと思います。最近完成した川崎のマンションリノベーションで提案をスタートしています。

秩父産木材利用促進・普及啓発事業 （H27）

～杉柱にくるまれた木の家～

事業の目的・内容

今までの活動状況

これからの活動・行事
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秩父地域森林林業活性化協議会 支援事業紹介シート

平成 30 年度 秩父地域森林活用等創出支援事業 遂行状況報告書

一級建築士事務所マツザワ設計

森林環境税などの動きの中で、都市部での木材利用活性化を図りたい。木の構造強度（重量比）と

断熱性、燃え代による準耐火性能を活かした利用が重要になる。今回は品川区の不燃化特区での木

造２階建準耐火構造の中で秩父材の利用を図る事にした。

利用範囲は構造材、羽柄材、内装材（板）、そして１時間準耐火大臣認定を取得しているＷ・ＡＬ

Ｃに包まれたリスニングルームである。住宅の構造材については燃え代設計とし、１５０角の杉・

桧柱、燃え代分加算した杉の梁とし、床はほとんどが国産無垢材を利用している。リスニングルー

ムは内部杉集成材現しのＷ・ＡＬＣの１時間準耐火仕様で、外断熱の外部をガルバリウム鋼板で覆

っている。内部は人に優しく、音響も考慮した厚板を現しとし、外部はメンテと耐久性を考えガル

バ仕上としている。木材の長所を活かし、欠点は極力抑える使用方法を採用した今回の建物は、今

後増えるであろう都市部（準防火地域など）での木の家の可能性を確認したものである。

燃え代設計の住宅はまだまだ普及していないが、可能性を示す事で数は増大すると思われる。

Ｗ・ＡＬＣによる１時間準耐火仕様は鉄骨造にカーテンウォールとして厚板集成版を利用するのが

標準仕様だが、今後告示の利用も含めて、木造在来工法等への利用も増える事が予想される。

その為の発信を継続したい。

今回の品川区の準耐火住宅は見学会、メディアでの紹介を含めて、多くの方の目に留まるようにし

たい。Ｗ・ＡＬＣは簡易な施工方法で利用出来るため、利用者に対する発信を続けたい。

公共建築を含めた小中規模の木造建築での利用をＣＬＴの動きに合わせて進めるつもりだ。

準防火地域の木の家 「竹内邸新築工事」 (H30)

事業の目的・内容

今までの活動状況

これからの活動・行事
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秩父地域森林林業活性化協議会 支援事業紹介シート

平成 30 年度 秩父地域森林活用等創出支援事業 活動状況報告書

一條ランバー株式会社

当社およびＮＰＯ法人芸術と遊び創造協会（東京おもちゃ美術館）との協同により、各種「木

育」活動を実施する際の、会場設営のために秩父材（杉・桧）を活用した床材を製作し、秩

父材を実際に見て触れて、その良さを実感してもらう。

平成 30 年 2 月「木育キャラバン in 秩父」（秩父市民会館）に参加。床材展示に代わり新たに

電車型遊具を初出展（秩父産材を一部に使用）し、秩父材に触れて楽しんでもらうツールと

して提供。

平成 30 年 5 月「第 13 回森のおもちゃ美術館」（於新宿御苑）および平成 30 年 10 月には例年

参加している「東京おもちゃ祭り」（東京おもちゃ美術館）にも前回同様に秩父材（杉と桧）

ベンチを出展し、ワークショップと共に秩父材のＰＲツールとして提供。実際に触れて秩父

産材への理解を深めてもらった。

今年度も木育イベント（森のおもちゃ美術館、東京おもちゃ祭り）等に参加出展し、各種ワ

ークショップ等を通じて、秩父産材への理解を一層深めるように企画運営していきたい。

秩父産材を活用したフローリング（床材）の作製 （H28）

事業の目的・内容

今までの活動状況

これからの活動・行事
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秩父地域森林林業活性化協議会 支援事業紹介シート

平成２９年度 秩父地域森林活用等創出支援事業 遂行状況報告書

株式会社 山中工務店

平成 29 年度に当社で施工する新築の木造２階建て（秩父市上町・山本邸新築工事）に秩父産材の杉、

桧を構造材として使用する。

山本邸新築工事については現在、外構工事中で、2月中に竣工を予定。

竣工後、当社ホームページで事例紹介をします。

秩父の木を使った家づくり （H29）

事業の目的・内容

今までの活動状況

これからの活動・行事
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秩父地域森林林業活性化協議会 支援事業紹介シート

平成２９年度 秩父地域森林活用等創出支援事業 遂行状況報告書

株式会社いのうえ工務店

目的：雄大な秩父の森を 100 年先まで残し、いつまでも元気で活発な森を残すため。

内容：構造材に秩父産材の使用を推奨し、年間５棟の秩父産材物件を建築。

・分譲地（秩父市上影森）コンセプト発表会にて、秩父産材使用をアピール（2017 年５月 13日、14 日）

・秩父産材を使用したモデル棟（別紙参照）を建築。（販売済み）

・分譲パンフレット（別紙参照）に秩父産材使用を記載

イベント（夏・明）にて、秩父産材の推奨をし、年間５棟を目標にする。

100 年先へ、秩父の元気な森を残そう！！プロジェクト （H29）

事業の目的・内容

今までの活動状況

これからの活動・行事
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分譲地販売パンフレット 
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秩父地域森林林業活性化協議会 支援事業紹介シート

平成 30 年度 秩父地域森林活用等創出支援事業 活動状況報告書

伊佐ホームズ株式会社

平成 29 年度に当社で施工する新築の木造 2階建てに秩父産材の杉・桧を構造材として使用する。

また、当社 HP にて“森を育てる家づくりへ”として掲載。

参考 HP：http://www.isahomes.co.jp/news/

㎥平成 30 年 11 月 30 日までに 5棟の新築木造 2階建ての住宅の構造材(原木約 101.6 分)を、秩父産材

の杉・桧で施工済み。

また、当社 HP にて“森を育てる家づくり”や“対談 林業と家づくり”にて秩父材での家づくりの取

り組みを紹介。現在も継続中。

今後、平成 31 年 3 月 31 日までに 2から 3棟の新築木造 2階建ての住宅の構造材に使用予定。

また、当社 HP にも更新時に随時林業との取り組みや秩父材の使用状況などを紹介予定。

森を育てる家づくり（秩父産杉・桧をつかった住宅建築） （H29）

事業の目的・内容

今までの活動状況

これからの活動・行事
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秩父地域森林林業活性化協議会 支援事業紹介シート

平成２９年度 秩父地域森林活用等創出支援事業 遂行状況報告書

Le plein（ル・プラン）

秩父産木材を使用し、みどりの村売店をカフェレストランに改装する。多くの方が利用するレストラ

ンを木の温もりある空間にすることで、秩父材の魅力を伝え、普及啓発を図るとともに、施設内でウッ

ドワークショップの開催や木工体験・木工品の販売などを展開することで秩父地域の活性化につなげる。

村カフェ店内ワークショップコーナーにて、夏休みこども木工教室、お母さんのための木工教室を企

画し、実施した。

・H29/8/20、8/21、9/3 木工教室

・H29/9/1～ 店内テーブル・イス、ディスプレイ棚など作成、販売開始

店内集客ＵＰとともに、秩父産材料の価格、作成物の値段の問い合わせが日ごとに増加。

ホームページ作成によりメール受付やインターネット販売促進につなげていくことになった。

今後は、秩父の地域村カフェ顧客、ＲＶパーク関東近郊顧客の増加、そしてインターネット販売によ

り需要の拡大を目指す。その事業をまた熊谷にて支店として空き店舗を利用してつなげていきたい。

みどりの村「村カフェ」 （H29）

事業の目的・内容

今までの活動状況

これからの活動・行事
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秩父地域森林林業活性化協議会 支援事業紹介シート

平成２９年度 秩父地域森林活用等創出支援事業 遂行状況報告書

株式会社千葉工務店

秩父産木材を利用して構造材や羽柄材を使用した住宅を建築する。各種ＰＲを行い、住宅見学会など

のイベントを開催する。

㎥平成 29 年 10 月 28 日・29 日、川口市内の新築住宅（秩父産木材使用量：13.91 ）完成現場見学会

にて、住宅に使用した秩父産材の説明、ＰＲを行った。その際、ダイレクトメールなどで周知を行った。

平成 30年 3 月頃に川口市の現場見学会（２回目）を開催予定。

秩父産材を活用した新築住宅見学会及び広報活動 （H29）

事業の目的・内容

今までの活動状況

これからの活動・行事
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秩父地域森林林業活性化協議会 支援事業紹介シート

平成 30 年度 秩父地域森林活用等創出支援事業 活動状況報告書

大島博明建築研究所

秩父産木材を使用した建築及び家具を実際に設計し、活用方法の研究を行う。同時に、実際に創られた

建築及び家具事例の見学会等を通して、秩父産木材の広報活動を行うことを目的とする。

□ 平成 28 年度 オール秩父産木材の家(松倉邸)設計

100 分１模型、50 分の 1 模型及びＣＧ検討を行い、構造体を隠蔽せず表しとするデザインとした。

秩父産木材を構造体、仕上げ材及び外装材として使用したオール秩父産木材の家を設計した。

□ 5種類の秩父産木材を使用した秩父産木材展示家具及び休憩コーナー(笠ほこ)の設計及び制作

秩父産木材 5種（クリ、ヒノキ、杉、カエデ及びケヤキ）で構成し、家具そのものが秩父産木材のアピールとな

るデザインとした。

オール秩父産木材の住宅（松倉邸新築工事） （H29）

～秩父産木材の活用と広報活動～

事業の目的・内容

今までの活動状況
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秩父地域森林林業活性化協議会 支援事業紹介シート

□ 平成 29 年度 オール秩父産木材の家(松倉邸)の施工

構造体、内装仕上げ材、外装材及び家具に秩父産木材を使用した。ヒノキ、杉及びサワラ。

□ 平成 29 年度 松倉邸見学会開催 10 月 20 日

□ 平成 30 年度 秩父の木展示会出展 10月 25 日

現在、設計中の認定こども園、住宅、公園内施設及び家具等に極力秩父産木材を活用し、秩父産木材の

活用及び広報活動に努めたい。

また、設計した建築作品及び家具を設計コンクール等に出品し、秩父産木材のアピールにも努めたい。

これからの活動・行事
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□樹種の構成
（ベンチ・展示台廻り）

木のお休み処 ～秩父産木材による展示モニュメント～

使用されている木の種類
ヒノキ　スギ　ケヤキ
クリ　カエデ

秩父銘仙をはぎ合せてつくったクッション

最小ユニット 展示・展開イメージ

向きを変えて並べると波型に

８台のユニットはそれぞれ自立可能

並び替えることで多様な配置が可能

３種類の台により変化に富んだ展示

分割して並べる

秩父夜祭の前にはお祭りに関する
展示とすることも

基本レイアウト

笠ほこをイメージした上部天蓋と調和する形状
（上部天蓋も大島博明建築研究所によるデザイン）

製作図面

・パネル展示や置き展示のできる変化に富んだ展示コーナー
・市民の休憩コーナー
   ペレットストーブを囲むコミュニケーションゾーン
・人力で移動でき、多様な展示が可能な８分割ユニット
・エントランスホールを閉鎖的にしない縦格子バックパネル

デザイン・設計監理　株式会社大島博明建築研究所 施工　株式会社丸山工務店

利用・展開イメージ

笠ほこ
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M邸新築工事

ー環境と人に優しい建築ー
秩父産木材の家

設計監理
株式会社大島博明建築研究所

株式会社大島博明建築研究所 〒241ｰ0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原 40ｰ7 TEL045-366-5863 携帯 090-5314-5243 e-mail:arc-hiro@s9.dion.ne.jp
株式会社いのうえ工務店 〒368ｰ0001 埼玉県秩父市黒谷 368-1 TEL0494-25-3458 FAX0494-25-3478 http://inoue-komuten.com/

施工
株式会社いのうえ工務店

大庇の家

木造在来工法１階建
所在地：埼玉県秩父市荒川上田野 315-1 ( 地名地番 )

床面積：183.72 ㎡（55.5 坪）

外装材：ヒノキドイツ下見板張、防水形外装薄塗材Ｅ
　　　　ガルバリューム鋼板
内装材：しっくい塗壁、じゅらく塗壁
　　　　ヒノキフローリング、サワラ縁甲板張天井
　　　　小川和紙 ( 障子・襖 )

秩父産木材使用（構造材・内外装材・造付家具）

建築概要
平面図

居間大庇下木製デッキ

和室南面外観

居間・食堂　断面図寝室　断面図和室　断面図

軸組パース　北西より

軸組パース　南東より
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秩父地域森林林業活性化協議会 支援事業紹介シート

平成 30 年度 秩父地域森林活用等創出支援事業 活動状況報告書

秩父もくもくきかく

秩父産材・人材・技術からなる、秩父らしい木のおもちゃや遊びと、伝統工芸や文化がつながる関連

イベントの企画及び該当物を製作をするプロジェクト。

秩父太織伝統工芸士と共同開発した卓上本格織機「ORICCO（おりっ こ）」で地元の伝統工芸技術を学

び、秩父産材織機の製作機会の増加、各教習講座修了生がワークショップの展開。

平成３０年

２月

2/11「木育キャラバン in 秩父（秩父市役所・秩父市）」

2/16＆17「ちちぶ あそびの長屋 やまもり（秩父市）」 ORICCO 実演＆体験 毛糸のトラスマッタ

2/24「ミニ木育キャラバン in ちちぶ（秩父市役所・秩父市）」

インタビュー記事掲載 「ちちぶ 森の活人（ウェブサイト）」活動について

４月

インタビュー記事掲載 「西武鉄道ニュース「Cocotto」「沿線輝き woman 」活動について

５月

5/5 「ちちぶ あそびの長屋 やまもり（秩父市）」ORICCO 展示&実演

5/20 「井のいち（練馬区）」ORICCO ワークショップ&展示【写真①】

６月

6/5「おもちゃコンサルタント養成講座講師（東京おもちゃ美術館・新宿区）」

6/17「ミニミニ木育キャラバン」（大畑幼稚園・秩父市）【写真②】

ORICCO の誕生～現在の活動等交えて講義：テーマ「おもちゃ開発論～アイデアがカタチになるまで」

８月

8/19「ORICCO ワークショップ ムクゲ自然公園（皆野町）」草木を織り込むタペストリー作り【写真③】

１１月

秩父の森ジャンボリー（MAPLE BASE・小鹿野町）

【秩父産木材のソフト面での利用と認知促進】

秩父の森のおもちゃ美術館”秩父もくもくきかく×東京おもちゃ美術館（H26）

秩父産木材製・卓上織機「ORICCO」 手織り教習者養成講座（H28）

事業の目的・内容

今までの活動状況
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秩父地域森林林業活性化協議会 支援事業紹介シート

写真① 写真②

写真③

平成３１年～ 【ちちぶあそびの長屋やまもり】

年に４回程度、昨年に引き続き秩父市内の長屋にて、木のおもちゃで遊ぶイベントを開催。その際に、秩

父の木で作られた おもちゃ＆道具として、ORICCO の展示と体験会ワークショップをイベント開催毎に設

定する。年齢を問わず、秩父の木を通して遊んで楽しみながら、秩父の歴史文化・伝統工芸に触れていた

だく機会にしていきたい。

今後は更に、企業や施設等との連携を深め周知に努めたい。

これからの活動・行事
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2019/1/31現在

秩父地域森林活用等創出支援事業　実施団体別一覧表

No. 団体名（順不同） 地域区分 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

1 ふぉれすとキッズよこぜ 秩父・横瀬
⑥横瀬森林体験ツーリズ
ム

⑤障害者との共存を推進
する横瀬森林体験事業

⑨掘り起こそう！次世代の
森の活人！【⑨-1】

⑨もっと増やそう！次世代
の森の活人！【⑨-1】

②森林施業集約の効率化
事業

⑤木の駅プロジェクト事業

3 横瀬町森林組合 秩父・横瀬
⑥将来につなぐ山の花道
整備事業

③将来につなぐ山の花道
整備事業

4 秩父樹液生産協同組合 大滝・荒川
①カエデ樹液活用による新
たな地域林業モデルの創
設

⑤秩父における樹液生産
環境の基盤整備

⑧新たな林業展開のため
の人材育成事業【⑧-2】

⑤「土佐の森式軽架線集
材」導入検討事業【⑤-18】

5
特定非営利活動法人
秩父百年の森

大滝・荒川
①秩父の森林再生のため
の有用広葉樹育苗事業

④秩父の森林再生のため
の有用広葉樹育苗事業Ⅱ

⑨未来につなぐカエデの森
づくり【⑨-2】

6 大滝山林振興協議会 大滝・荒川
①森林施業集約の効率化
事業

②施業集約化事業の推進
のための森林測量支援ソ
フトの導入

⑨大滝の彩りのある森づく
り推進事業【⑨-3】

⑭カエデの植栽イベント事
業【⑨-3】

⑭カエデの植栽イベント事
業【⑨-3】

7 NPO法人　森 大滝・荒川
⑥秩父がもたらす癒しの空
間・秩父からの元気発信プ
ロジェクト

8 株式会社　献 吉田・小鹿野
②木質チップの圧縮固形
化マシン開発

⑤木質チップの圧縮固形
化マシン開発

⑤林地放置材の集材・現
地破砕・現地散布及びブリ
ケット燃料利用検証試験
【⑤-1】

9
尾ノ内渓谷の自然を守
る会

吉田・小鹿野
⑥尾ノ内渓谷の周辺整備と
景観の保全

③尾ノ内渓谷、両神山登山
道の整備と保全

10 NPO法人　やまなみ 吉田・小鹿野 ⑥浅間山整備事業

11 お菓子な郷推進協議会 秩父・横瀬
⑤カエデ関連商品販路拡
大

⑤秩父カエデ酵母菌活用
事業【⑤-2】

12
カエデの森づくり推進協
議会

秩父・横瀬 ⑤カエデ炭事業化計画 ⑨カエデの森づくり【⑨-4】

④新たな工法による獣害防
護柵設置

⑤新規木製品等開発事業

14 金子製材㈱ 秩父・横瀬
⑤木質エクステリアの研究
開発

⑤玩具から墓場までをテー
マに「棺桶製造の調査サン
プル制作」　-椹材等の有
効活用を考える-【⑤-4】

⑤地域材（杉・桧・椹材）を
使用した「森の柩」製造流
通パイロット事業【⑤-4】

15 アスガキボウ委員会 大滝・荒川
③森林を活用した癒しの空
間形成

＊丸囲み数字①～⑭は、支援メニュー番号です。
＊【】内は掲載番号です。「H30活動状況報告書まとめ」の目次と対応しています。

2 秩父広域森林組合 秩父・横瀬
①上影森橋立作業道作設
事業

⑧担い手の育成事業【⑧-
1】

13
公益社団法人　埼玉県
農林公社

秩父・横瀬
⑤秩父産材木製品開発事
業【⑤-3】
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No. 団体名（順不同） 地域区分 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

16 有限会社　小林製材所 大滝・荒川
⑤安価で燃焼効率の良い
薪ストーブの研究・開発

17 里山づくり倶楽部 大滝・荒川 ③里山を再生しよう計画

18 秩父山里文化研究会 皆野・長瀞
③稲穂山における里山復
興事業

⑨稲穂山における里山復
興事業【⑨-5】

⑤針葉樹皮を活用した果
樹等の試験栽培

⑤針葉樹バークチップによ
る舗装試験

20
NPO法人花の森こども
園

皆野・長瀞
③森林を未来へ手渡すゆ
いっ子プロジェクト

21
西秩父商工会木材製材
業部会

吉田・小鹿野
⑤県産材を用いたベンチ
キット整備事業

22 みどりの会 吉田・小鹿野
④シカ等の食害対策の推
進

23 秩父もくもくきかく 秩父・横瀬
⑦秩父の森のおもちゃ美術
館”秩父もくもくきかく×東
京おもちゃ美術館【⑦-14】

⑤秩父産木材製・卓上織
機「ORICCO」 手織り教習
者養成講座【⑤-16】

24 田口木工（株） 秩父・横瀬
⑧森林・林業分野における
人材育成・雇用への支援
【⑧-3】

25
社会福祉法人
秩父正峰会

大滝・荒川
⑦特別養護老人ホーム荒
川園食堂内装木質化工事
【⑦-1】

26
荒川源流ログハウス技
士会

大滝・荒川
⑦荒川源流　六角堂ログあ
ずまや造りプロジェクト【⑦-
2】

27
特定非営利活動法人
長瀞町桜と松等を守る
会

皆野・長瀞
⑨長瀞の権田山　桜・楓・
松林等の森林整備【⑨-6】

⑭ありがとう！300年の松
【⑭-1】

28 秩父銘友会 秩父・横瀬
⑤秩父産材を活用した木
工品のPR【⑤-5】

⑤秩父産材を活用した木
工品のPR【⑤-5】

⑤秩父産材を活用した木
工品ＰＲ【⑤-5】

29 第3のみつ研究会 皆野・長瀞
⑤第3のみつ製造のための
獣害ネット設置事業【⑤-6】

⑤第3のみつ製造のための
獣害ネット設置事業【⑤-6】

⑤秩父産材を使用した西
洋ミツバチの養蜂巣箱、継
箱の製造【⑤-6】

⑤秩父農工科学高校食品
化学科「農力」育成強化プ
ロジェクト支援事業【⑤-7】

30
長瀞町花の里づくり実
行委員会

皆野・長瀞
⑨野土山あじさいの森づく
り推進事業【⑨-7】

31 長瀞やなせ・こぴすの会 皆野・長瀞
⑨親子森林環境教育【⑨-
8】

32
秩父千鹿谷郷　ひなた
村

吉田・小鹿野
⑤秩父千鹿谷郷　ひなた村
特産品開発【⑤-8】

⑤秩父千鹿谷郷　ひなた村
特産品開発【⑤-8】

19
埼玉木材チップ協同組

合
皆野・長瀞
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No. 団体名（順不同） 地域区分 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

33
（一社）間伐材ウッドチッ
プ舗装協会

吉田・小鹿野

⑤秩父産間伐材を利用し
た自然素材ウッドチップ舗
装の普及活動【⑤-9】

⑤秩父産間伐材を利用し
た自然素材ウッドチップ舗
装の普及活動【⑤-9】

⑤秩父産間伐材を利用し
た自然素材ウッドチップ舗
装の普及活動【⑤-9】

⑤秩父産間伐材を利用し
た自然素材ウッドチップ舗
装の普及活動【⑤-9】

34 株式会社小林建設 秩父地域外
⑦近くの山の木で家をつく
ろう【⑦-3】

⑦近くの山の木で家を作ろ
う【⑦-3】

⑦近くの山の木で家をつく
ろう【⑦-3】

⑦近くの山の木で家をつく
ろう【⑦-3】

35 島﨑木材株式会社 秩父地域外
⑦秩父材の地元エリアでの
活用推進事業【⑦-4】

⑦秩父材の地元エリアでの
活用推進事業【⑦-4】

⑦秩父材の地元エリアでの
活用推進事業【⑦-4】

⑦秩父材の地元エリアでの
活用推進事業【⑦-4】

36 株式会社　家づくり工房 秩父地域外 ⑦株式会社　家づくり工房

37
一級建築士事務所
マツザワ設計

秩父地域外
⑦秩父産木材利用促進・
普及啓発事業【⑦-5】

⑦竹内邸新築工事【⑦-6】

38
彩の木の家ネットワー
ク・グリーンエア工法推
進グループ

秩父地域外

⑤秩父産「丸み材」を活用
した健康住宅工法「グリー
ンエア工法」の開発【⑤-
10】

⑤グリーンエア工法の開発
（その2）　秩父産適寸丸太
による中温乾燥材の開発と
ニーズ調査【⑤-10】

39 メープルベースクラブ 秩父・横瀬

⑤林地残材、倒木を活用し
た木工製品の開発とイベン
ト実施による秩父のカエデ
の普及活動事業【⑤-17】

⑭秩父のカエデと木育の普
及活動事業【⑭-9】

⑭秩父のカエデと木育の普
及活動事業【⑭-9】

40 関野木材 秩父・横瀬
⑤藍で染めた木の器技術
開発【⑤-11】

⑤藍染木の器の完成へ
【⑤-11】

41
おがの紙漉き伝承倶楽
部

吉田・小鹿野

⑤紙漉き技術の伝承とコウ
ゾ（楮）の栽培・増産【⑤-
12】

⑤紙漉き技術の伝承とコウ
ゾ（楮）の栽培・増産【⑤-
12】

⑤紙漉き技術の伝承とコウ
ゾ（楮）の栽培・増産【⑤-
12】

42 一條ランバー株式会社 秩父地域外

⑦秩父産材を活用したフ
ローリング（床材）の作製
【⑦-7】

43 山中工務店 秩父・横瀬
⑦秩父の木を使った家づく
り【⑦-8】

44 株式会社いのうえ工務店秩父・横瀬
⑦100年先へ、秩父の元気
な森を残そう！！プロジェ
クト【⑦-9】

45 杣・木挽き・規矩観触会 秩父・横瀬
⑭秩父の杣人が未来につ
なげる木挽きの技と心【⑭-
2】

46
秩父木工フェア&木育ひ
ろば実行委員会

秩父・横瀬
⑭秩父の木をみんなで一
緒にPR事業【⑭-3】

47 坂本銘木店 秩父・横瀬
⑭秩父産の木材を使用し
た木製品の生産加工販売
【⑭-4】

⑭秩父産の木材を活かし
た木製品のPRと販売【⑭-
4】

48 ツグミ工芸舎 秩父・横瀬
⑭世界に向けた秩父材製
＆秩父生まれの木のおも
ちゃのPR【⑭-5】
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No. 団体名（順不同） 地域区分 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

49 NKサービス株式会社 皆野・長瀞

⑤NKプロダクツの開発
（地元材とアルミによるイン
テリア雑貨の開発）【⑤-
13】

50 伊佐ホームズ株式会社 秩父地域外

⑦森を育てる家づくり
（秩父産杉・桧をつかった
住宅建築）【⑦-10】

51 Le plein（ル・プラン） 秩父地域外
⑦みどりの村「村カフェ」
【⑦-11】

52 株式会社千葉工務店 秩父地域外

⑦秩父産材を使用した新
築住宅見学会及び広報活
動【⑦-12】

53
株式会社大島博明建築
研究所

秩父地域外

⑦オール秩父産木材の住
宅（松倉邸新築工事）【⑦-
13】

54 西武鉄道株式会社 秩父地域外

⑭西武グループスマイル
ファミリーフェスティバル
2017（社員・家族を対象と
する福利厚生イベントの一
環）【⑭-6】

⑭西武グループスマイル
ファミリーフェスティバル
2018
（社員・家族を対象とする福
利厚生イベントの一環）【⑭
-7】

55 有限会社喜多工務店 吉田・小鹿野

⑦秩父産材を使ったレ
ジャー産業倉庫棟新築工
事

56
村カフェ＆RVパークみ
どりの村

吉田・小鹿野

⑦ログハウス、トレーラー
ハウス、インテリア、ガーデ
ン雑貨、木製建具等の製
作、販売、施工

57
株式会社秩父ハーブ研
究開発

秩父・横瀬
⑤クロモジの新製品開発に
伴うパッケージ及びパンフ
レットの作成【⑤-14】

58 ヨロズ国産木材 大滝・荒川
⑤今年の花粉症対策-針
葉樹を使った製品開発【⑤
-15】

59
株式会社ウッディーコイ
ケ

秩父・横瀬
⑧山仕事の人材確保事業
【⑧-4】

60
東京土建一般労働組合
豊島支部

秩父地域外
⑭第2回ウッドLifeフェス（子
ども工作まつり）

61
里山アートピック実行委
員会

皆野・長瀞 ⑭里山アートピック

62
秩父・市民参加型伐採
プロジェクト協議会

秩父・横瀬
⑭秩父・市民参加型伐採プ
ロジェクト【⑭-8】
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