日南市公共建築物 における餞肥杉材等利用推進 に関する基本方針
平成
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23年 11月
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基本 的な考え方
本市 は、 旧餞肥藩の時代か ら約 400年 の歴史を持 つ頷肥林 業の中心 と して知 られて い
る。 この地で生産 され る餞肥杉 は、油分が多 く弾力性 のある特徴か ら良質な造船材 と し
て取引 され、最盛期 には国内はもちろん、韓国や中国 にも大量 に輸 出され るな ど、か つ
ては市の経済を潤 し活力を与える源 とな って いた 。
しか し、昭和 の後 半 に木造船の需要がな くなると餞 肥林業 は急速 に衰退 し、現在では
先人たちが残 した広大な頷肥杉の 山々 は残 る ものの、か つて飲肥杉で発展 し賑わ った ま
ちは、遠 い音 にな りつつ ある。
本市 では、今後 も餞肥杉 を中心 とする森林 資源 の充実が見込 まれる こ とか ら、市 内で
生産、加工 された木材 (以 下「餞肥杉材等」とうい う。)の 需要 を拡大 していくとともに、
地域活性化 に繋 げて い く こ とが重要な課題 とな って いる。
木材 は、調湿性 に優れ 断熱性が高 く リラ ックス効果が あるな ど、人 にや さ しい、心安
まる素材である とともに、鉄や コンク リー ト等 に比 べ加工等 に必要な エネル ギ ー も低 く
環境 にもや さ しい省 エ ネ資材 であ り、炭素を長期間貯蔵できる機能 を有する再生産可能
な資材である。 これ らの優れた特性 を持つ木材の利用 を促進する ことは、森林の適正な
整備 を通 じた地球温暖化の防止や、循環型社会の形成 にも大 き く貢献する ものである。
また、地産地消を基本理念 と し飯肥杉材等 を利用す る ことは、 素材生産 か ら製材 ・加
工 に至る林業や木材産業の活性化 に繋がるだ けではな く、土木 ・ 建築 関連の他産業の振
興 にも寄与するな ど、本市地域経済 へ の波及効果が期待 され る。
この よ うな ことか ら、公共建築物等 における木材の利用の促進 に関する法律 (平 成 2

2年 法律第 36号 )を 踏 まえ、本市が実施 する事業は もとよ り、補助事業等 における本
市産材の利用 を促進 し、木材 の良 さを普及啓発 する。 また、市民生活 に深 く係わ りのあ
る公共建築物の木造化 ・木質化の積極 的な推進 を通 して、餞肥杉材等の需要拡大を図る
とともに、弱 い立場 にある飲肥杉 を何 とか しよ うとする活動 を通 して、人 と人 とが繋が
り、地域 を再生 して い こ うとする本市な らではのまち づ く りを進める。
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飲肥杉材等の活用方針

(1)公 共建築物 における餞肥杉材等の活用 につ いて
ア

建築基準法等 関係法令 の制約 を受 ける場合 を除き、新築、増築、改築及 び修繕 に

つ いては、原則 と して木造 とする。
イ

防災面や立地条件等 か ら、木造化が困難な場合 は、木造 と他 工法 との混構造 とす
る。

ウ 木造以外の構造 とする場合で も、内装の本質化を積極 的 に推進 する。
工 庁舎 内や学校 内の机 ・椅 子等 の備 品を調達する に当た って は、餞肥杉材等 を使 っ
た物 品を積極 的 に利用する。

(2)公 共土木 工事 における餞 肥杉材等の活用 について
公共土木工事 においては、 自然景観や環境 に配慮 しつつ 間伐材 をは じめ とする餞肥
杉材等 を積極 的 に活用 する とともに、新たな用途開発等や持続可能な施 工維持管 理体
制 の仕組みづ く りを推進する。
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公共建 築物 に適 した木材の供 給体制 の整備
市 は、公共建築物の建築 に用 いる木材の 円滑な供給 を図るため、木材業者の連携等 に
よる品質 。性能の確かな乾燥材や集成材等 の安定供給 を促進 する。
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関係部局のま肥杉材等利用推進 における役割
関係部局は、所管する建築物等 について、餞肥杉材等の積極的な利用を推進する。ま
た、その所管する事業 (補 助事業も含む。)の 実施 において、餞肥杉材等の利用を促進す
る。
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市 における利用の促進
市は、市 内の民間企業や 団体等 (以 下 「民間」とい う。)が 整備する公共性の高 い建築
物等 の情報を収集 し、飯肥杉材等 の利用の促進 を図るよ う要請 する とともに、木造化 ・
本質化 に関する情報を提供 す るな ど、必要な支援を行 うもの とする。
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期待 される効果
本基本方針 に基づき、民間が整備する公共性の高い建築物等において餞肥杉材等の利
用が推進 されることにより、林業 ・木材産業の活性化はもとよ り森林の適正な整備 ・保
全が図られ、本市の活性化 に資することが期待される。
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木質化・ 木造化 を図る公共建築物及 び公共土木工事等

(1)木 質化 ・木造化を図る公共建築物等 つ いて、次表の例 を基本 と し、積極的 に頷肥
杉材等 を活用する。

木質化・木造化を促 1学 校、福祉施設、医療施設、スポーツ施設、公営住宅、庁舎等
進 する施設

(2)公 共土木 工 事 においては、次表の例 を基本 と し、積極 的 に餞肥杉材等 を活用する。
道路

￨￨
り

木製 ガ ー ドレール 、木製デ リネ ー タ、間伐材 パ ネル 、スギ合板型枠 、
転落防止柵、案 内板、基盤吹付材、工事用看板 、仮設防護柵

等

木 工沈床 、護岸工、杭柵、スギ合板型枠 、工事用看板 、仮設防護柵

等

'可

公園

案 内板 、柵 、標識類 、遊具、 ベ ンチ、歩道 階段 、木道 、木柵護岸、植
栽支柱、工事用看板、仮設防護柵

等

農業

暗渠排水被覆材、簡易土留 め、柵 工、筋 工 、スギ合板型枠 、 工 事用看

漁村

板 、仮設 防護柵

等

(3)頷 肥杉材等 を使 った机や書棚等 の備 品及 び消耗 品 につ いて、次表 の例 を基本 と し、
積極 的 に頷肥杉材等 を使 った製 品を積極的 に調達する。
備品

事務机、テ ー ブル 、イス、カ ウンタ ー 、書棚、倉庫棚

消耗 品

職員名札 、案 内板 、記念 品

等

等

