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４ 川下における成果と課題
（１）県産木材の利用拡大
①

公共・民間施設
木材利用の多くを占める住宅分野が依然として大きな需要先であることから、県では、県

産木材を利用した新築住宅等への支援を平成 14 年度から実施しています。具体的には、県
産認証材「やまがたの木」を使った新築住宅への農林水産部の支援事業（県産認証材「やま
がたの木」普及・利用促進事業）
、県土整備部の新築住宅への利子補給制度・リフォーム支援
事業など、毎年 400 戸を超える住宅等に支援を行っています。
一方、県内の新設住宅着工戸数は、人口減少の影響により減少傾向にあるため、新たな木
材需要先として店舗や事務所等の非住宅分野での木造化・木質化への支援を令和元年度から
行っています。
また、公共施設は、地域のシンボリックな建物であり、民間施設への波及効果が大きいこ
とから、積極的に木造化を進めていくことが必要です。平成 22 年に施行された「公共建築物
等における木材の利用の促進に関する法律」に即し、県と県内全市町村が策定している各々
の木材利用に関する方針に基づき、低層の公共建築物（高さ 13m 以下、軒高９m 以下で延床
面積３千㎡以下の建築物）は原則として全て木造化することとしています。
県では、自ら実施する公共施設の建築について、
「県産木材利用拡大山形県率先行動計画」
を定め全庁的に木造化・木質化を進めており、令和元年度には、県農業総合研究センター園
芸農業研究所を木造で整備したほか、県庁舎ロビーの内装木質化も実施しました。さらに、
地震によるブロック塀倒壊の被害を踏まえ、塀の木製化を進めるために、風・雪に耐えられ
る構造計算を行った「山形式フェンス」の開発も行いました。
市町村では、南陽市文化会館、白鷹町まちづくり複合施設（P34 トピックス参照）、高畠町
立図書館等といった地域のシンボリックな公共施設の木造化・木質化を実施してきており、
そのほか、多くの県民の目に留まる交通拠点の内装木質化の取組として、山形駅、おいしい
山形空港・庄内空港の内装が木質化されています。

山形式フェンス（R2.3）
【ウッドデザイン 2020 受賞】

山形駅 東西自由通路（H29.11）
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山形県庁ロビー（R1.10）

県農業総合研究センター 園芸農業研究所 (R2.３)

山形空港 出発ロビー（H30.3）

高畠町立図書館（R1.7）

庄内空港

3 階ギャラリー（H31.4）

山形市内の木材情報発信施設（H31.2）

このような取組により、公共施設の木造化

％

率は、平成 26 年度の 21.4％から平成 30 年
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には 31.4％と向上しており、都道府県別で
全国１位になっています。
一方、事務所や店舗の民間施設の木造率
（棟ベース）は、平成 27 年度に 42.6％、令
和元年度に 36.9％と減少傾向にあり、都道

公共施設の木造率
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府県別で全国 11 位になっています。
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公共施設や民間施設の建築は、CLT（直交集
成板）や木質耐火部材等の新たな部材の登場
により、木造化・木質化の可能性が広がって
います。そのため、設計に関わる設計・建築

【第２次計画 R1目標：55％】
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士に木材の役割や大切さを理解していただ
き、積極的な木材利用を促進していくことが
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重要です。
また、令和元年度からは、森林環境譲与税

20
R1

が導入され、都市部での木材の消費が活発に
なりました。本県においても、姉妹都市等との交流を活かして都市部に木材資源を積極的に PR
し、都市施設での県産木材利用を図っていく必要があります。
☞今後の課題
◇公共施設や民間施設での木造化・木質化の一層の推進
◇県産木材利用への理解醸成と設計・建築士の育成
◇県産製材品の県外での販路拡大
〔トピックス〕
シェルターなんようホール（南陽市文化会館）大ホールは、平成 27 年 12 月 21 日にギネス世界記録
「最大の木造コンサートホール」に認定されました。
また、白鷹町まちづくり複合施設は、木材利用推進中央協議会が主催する、
「令和２年度木材利用優良
施設コンクール」において、最優秀賞である内閣総理大臣賞を受賞しました。

シェルターなんようホール（H27.10）

白鷹町まちづくり複合施設（R2.2）
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②

しあわせウッド運動
「しあわせウッド運動」とは、スタート、スクール、オフィス、ライフの４つのライフス

テージに合わせた「木づかい」を進めることにより、生涯にわたって、やまがたの木に包ま
れた「しあわせ（４合わせ）
」な生活を送ろうという県民運動です。
スタートでは、幼稚園・保育園など、幼児期から木に親しむ機会の提供を推進する取組を
行っています。
スクールでは、小・中・高校などにおいて、木の良さや利用の意義についての啓発を行い、
小中高生が木を学ぶことを推進しています。
オフィスでは、事務所や店舗などの職場において、県産木材を利用した木造化・木質化の
推進に力を入れています。
ライフでは、日常生活での「木のある暮らし」の推進を目的とした取組を行っています。
今後も引き続き取組を継続し、
「緑の循環システム」の構築に向けて、特に事業所や日常生
活における木材利用を更に促進していく必要があります。
☞今後の課題
◇事業所や日常生活で木製品がふんだんに使われ、県民が木材を身近に感じる機会の増大
〔トピックス〕
スタートにおける取組としては、幼児期から木と触れ合う機会を提供する
ことを目的として、やまがたの木で製作された積み木を、県内の幼稚園・認
可保育所等に配布しています。
〈配布実績〉幼稚園等 H29： 60 施設 H30： 53 施設
保育園等 R1： 60 施設 R2： 60 施設
積み木配布の様子

スクールにおける取組としては、県内製材所等の若手経営者などで組織す
る山形県木材青壮年協議会が主催する木工コンクール等を支援するととも
に、県内の４地域にある県民の森等での木工教室の開催を通して、木材利用
の普及啓発を行っています。
〈コンクール応募実績〉H29：64 作品 H30：77 作品 R1：53 作品
児童木工工作コンクール
R1 県知事賞受賞作品

オフィスにおける取組としては、木造民間施設の顕彰制度とし
て「やまがた しあわせウッド賞」を創設しました。平成 30 年か
ら令和２年度までに計 14 施設に顕彰状の授与を行い、県産木材
の有効活用事例を県民に広く周知しています。
〈顕彰実績〉H30：６施設 R1：３施設 R2：５施設
やまがた しあわせウッド賞
H30 顕彰状授与施設

日常生活における木製品

ライフにおける取組としては、広く県民の日常生活における県産木材
の利用を促進するため、県産木材を活用した一般住宅への支援とともに、
令和２年度から日用品木製化に対する支援を実施することで、
「木のある
暮らし」を身近に感じられるような施策を推進しています。
〈日用品木製化支援実績〉
R2：３事業者
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③

林工連携
県では、新たな木材需要の喚起を図るため、林業、木材産業、工業及び建築関係事業者

や関係分野の大学・研究機関等が相互に連携しながら、森林資源を起点とした新たな技術
や製品の開発を目指す「林工連携」に取り組んでいます。
これまで各事業者の取組により木質耐火部材や不燃化粧板、圧密成形合板などが開発さ
れてきましたが、新たなイノベーションの創出に向けた推進体制として、平成 29 年９月に
「山形県林工連携コンソーシアム」を設立し、会員を対象とした研修会の開催や、スマー
ト林業・新用途開発・新素材の各テーマごとに研究会を開催することで、最新技術や支援
制度等の事業者間情報の共有や企業間のマッチングといった異業種間の交流・連携を促進
してきました。
こうした取組により、県の補助事業である中小企業スーパートータルサポ事業等を活用
し、令和２年度までに８件の事業（県産木材を使用した家具の試作や精油抽出、木塀の防
腐処理など）の製品や技術の開発を支援するとともに、視察や講演依頼を通じて世界標準
の新技術の研究に取り組む国や他県の研究機関等との連携を深めてきました。
今後は、これまでの事業者間の連携を活かし、森林資源由来の新たな素材を活用した具
体的な製品の開発や先進地域でのスマート林業等の取組を県内に定着させていくために、
更に実践的に取り組む必要があります。

林工連携コンソーシアム設立記念講演会（H29.9）

開発が進む様々な木塀（R2.3）

秋田県立大学木材高度加工研究所の視察
（R2.10）

国立研究開発法人 森林研究・整備機構
森林総合研究所の視察（R1.10）

☞今後の課題
◇異業種が連携した具体的な製品や技術の開発と実証及び実践
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（２）木質バイオマス熱利用と発電施設
木質チップや木質ペレット等の木質バイオマスは再生可能エネルギーの一つとして注目さ
れており、熱利用に関しては、家庭用のペレットストーブの導入や学校・福祉施設等での木く
ず焚きボイラー、ペレットボイラー設置が行われてきました。
また、木質バイオマス利用に取り組む事業所や市町村などが連携して地域の森林資源を利用
し、その地域の熱需要に供給する持続可能なエネルギーの地産地消となる取組も広がりました。
さらに、製材所で廃棄されるバークを利用し、ブリケット（木質固形燃料）を製造する設備の
導入も行われました。
このような木質バイオマス利用が進むなか、平成 24 年７月に「電気事業者による再生可能
エネルギー電気の調達に関する特別措置法」による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」
（FIT 制度）が開始され、県内に多数の木質バイオマス発電施設が建設されました（令和２年
度末時点で８施設）
。
これら大型の発電施設の稼働に伴い、CD 材

㌧／年
250,000

木質バイオマス供給量（未利用間伐材等）
【第２次計画 R1目標：104,000㌧/年】

201,024

の木材需要は大幅に伸びてきており、これま 200,000
で林地残材となっていた曲がり材等も積極的 150,000

118,645

127,750

H29

H30

に搬出された結果、木質バイオマス供給量は、 100,000
平成 27 年度の約３万㌧から令和元年度には

50,000

約 20 万㌧と大幅に増加しています。

0

34,294
H27

51,251

H28

R1

今後は、
「ゼロカーボンやまがた 2050」を掲げ温室効果ガス排出量削減を目指していくうえ
で、石油などの代替となる木質バイオマス燃料を利用したボイラーや家庭用ストーブなどにお
ける熱利用に併せて、発電施設からの熱電併給にも取り組む必要があります。
さらに、急増する木質バイオマス発電向けの燃料需要に対応するため、川上の原木安定供給
体制の整備を進めていくとともに、新たな燃料として注目されている早生樹（成長の早い樹木）
の実用化も求められます。

木質バイオマス供給施設のチッパー（R1.3）

最上町若者定住住宅（H28）
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米沢市の木質バイオマス発電施設（H30.1）

ブリケット製造機械（R1.5）

☞今後の課題
◇木質バイオマス発電への安定的な燃料供給と発電以外の熱利用の促進
◇木質バイオマス利用に有望な早生樹の選抜と生産管理技術の開発

〔トピックス〕
「もがみ薪ステーション」は、市や森林組合、商工会等で
構成する「もがみ薪ステ―ション」検討ワーキングチームを
設置し、平成 29 年度から金山町森林組合が運営しています。
事前に登録した森林所有者等が間伐材や伐採した木材を
薪ステーションに出荷し、出荷量に応じて木材代金分の地域
商品券を受け取ることができます。薪ステーションに集荷さ
れた木材は、公共・民間施設の木質チップボイラー等の燃料
として利用されています。
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（３）特用林産物（山菜・きのこ等）
本県の山菜・きのこ等の特用林産物の林業産出額※１は平成 30 年で 52 億６千万円※２で、全国
10 位、東北では１位となっています。特に栽培きのこ類の生産については 50 億３千万円と大
半を占めており、農林家の所得向上や就労の場の確保にも大きな役割を果たしてきました。
県では、
「やまがた山菜・きのこブランド化戦略」を
平成 29 年３月に策定し、同年６月に「山形県山菜・き
のこ振興会」を設立して生産振興及び販売・消費拡大
に取り組んできました。
きのこの生産振興については、生産施設の新設や選
別機等の導入など国や県の支援事業を積極的に活用
し、生産量の増大とコスト削減等に取り組んでいます。

きのこ栽培施設（R1）

また、品質の向上と生産意欲の高揚を目的として、
毎年「きのこ品評会」を開催するとともに、きのこ生産
の大敵となる雑菌対策に関する研修会を開催するな
ど、高品質で安定的な生産に取り組んでいます。さら
には、食品に対する安全性への消費者意識の高まりか
ら、令和２年度末現在で５つ事業者が GAP※３を取得し
ています。
山菜の生産振興としては、全国１位の生産量である
わらびの一層の生産拡大を図るため、栽培地の造成へ

きのこ品評会（R2.11）

の支援やポット苗植栽による早期収穫の技術指導など
を実施しています。
※１ 毎年農林水産省で公表している統計資料。
「木材生産」
、
「薪炭生産」、
「栽培きのこ類生産」
「林野副産物
採取（まつたけ、くるみ、くり、漆など）
」の４部門
※２ 上記４部門のうち、
「薪炭生産」
、
「栽培きのこ類生産」、
「林野副産物採取」の３部門の合計。平成 30 年
の本県の「木材生産」の産出額は 30 億２千万円
※３ 農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取組

きのこの販売・消費拡大については、首都圏の市場での試食キャンペーンや県内各種イベン
トでの PR の実施、きのこ料理コンクールなどを行い、消費拡大につなげる取組を行っていま
す。
山菜の販売・消費拡大については、
「全国山菜サミット」を大江町（平成 27 年）、真室川町
（令和元年度）で開催し、本県の山菜の魅力を県内外に発信しました。
また、山菜・きのこを総合的に PR するため、
「山形県山菜・きのこ振興会」のホームページ
を活用し、イベント情報やきのこ料理のレシピ等の情報発信を行っています。
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きのこ料理コンクール（H30.11）

全国山菜サミット in 真室川（R1.5）

本県における近年のきのこ・山菜類等の生産量※４
は、１万１千トン前後で推移しており、直近３か
年は減少傾向になっています。その要因として

㌧／年
13,000

は、個人経営では、生産者の高齢化による廃業や

12,000

規模縮小が上げられます。例えばしいたけ生産戸

11,000

数は、平成 27 年の 259 戸に対し令和元年は 192

10,000

戸に、なめこは平成 27 年の 271 戸に対し令和元

9,000

年は 204 戸といずれも４分の３まで減少しまし

8,000

きのこ・山菜類等の生産量
【第２次計画 R1目標：11,400㌧/年】

11,794

11,830
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一方、法人経営では、しいたけ生産者は減少しているものの、なめこ生産者は平成 27 年の
12 戸から令和元年は 19 戸と増加しており、個人経営から法人経営による大規模生産へ転換す
る傾向が見られます。
木炭の生産量については、近年減少傾向にありますが、焼き肉
店や焼き鳥店等での根強い需要があり、品質の高い木炭の生産を
行っています。木炭生産者の生産技術及び生産意欲の向上を目的
として、毎年「木炭品評会」を開催しています。
木炭品評会（R2.2）

今後、きのこについては、生産者の高齢化の影響や県外の大規模事業者との価格競争などに
より、一層厳しい経営となることが懸念されています。そのため、収益性の高い品目への転換
や新たな品種の開発、法人化による大規模化への取組など、他産地との差別化を図り付加価値
の高いきのこの生産、販売等に取り組んでいく必要があります。
山菜・きのこ等の特用林産の振興に向けては、生産基盤の強化や食をテーマとした体験型イ
ベントの開催など、他分野と連携した新たな需要創出等に取り組んでいく必要があります。
※４ 農林水産省統計資料のきのこ類、山菜類、木炭の合計

☞今後の課題
◇山菜・きのこの新品種の開発と更なる栽培管理・採取技術の開発による生産拡大
◇山菜・きのこの「山形ブランド」確立や他の分野との連携などによる販路拡大
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