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■建築概要
仁宇布小中学校の概要を図2，表1に示します

校舎は美しい自然と共生するマチ美深町を象徴する
「木に包まれた校舎」となっています。開放的な共用
ホール（写真1）から四季折々の景色が眺望できるよ
うに，妻側の壁1面は全面開口部となっています。共
用ホールを中央に，南面に普通教室，北面に特別教室
を配置しています（図2）。天井は赤味がかったカラマ
ツ集成材の梁が連なり（表紙写真），壁は淡い白茶色
のトドマツ羽目板で仕上げられています。差掛け（さ
しかけ）屋根 *1上部の外壁面に高窓（ハイサイド窓，
目次頁写真）を設けて共用ホールへの採光を確保する
とともに，ホールを挟んだ特別教室の壁面上部に内窓
（写真2）を設けて日の光が差し込むようにしまし
た。また，学校が地域コミュティの場であることか
ら，教師から登下校の子供たちが見え，子供からも先
生の顔が分かるように職員室を配置し，妻側の壁には
大きな窓を設けました。さらに，教室間の仕切りは
「可動式間仕切壁（写真3）」とし，二つの教室を一つ
にしてそこに全児童生徒が入れるようにしました。

*1 差掛け屋根
全体の屋根より一段下がってつくられ，壁から始ま
る片流れの屋根。

構造材には中断面カラマツ集成材とトドマツ製材を
使用しています（写真4）。カラマツは地域材の主体が
小径木であることから集成材とし，トドマツは地域の
製材工場で製造が完結できる製材としました。

美深町は内陸性の気候で寒暖の差が激しく，冬はマ
イナス30℃にもなる国内屈指の酷寒地帯です。この
冬期間の厳しい寒さに配慮した断熱・通気対策を各所
に取り入れています（図3）。

・基礎部（A）：75mmRC挟み込み基礎断熱工法
・外壁部（B）：175mm断熱層通気工法
・屋根部（C）：210mm断熱層通気工法
・ハイサイド窓部（D）：循環エア吹付方式

■森林認証制度
森林認証制度は，適正に管理された森林から産出さ
れた木材や木製品等を認証ラベルで管理し，購入を通
じて森林経営を支援しながら持続可能な森林資源の保
護と活用を図る制度です。
森林認証には，森林を対象とするFM（森林管理）

認証と，FM認証を受けた森林から産出された木材の
生産・加工・流通等のすべての過程を対象とするCoC
（管理の連鎖）認証とがあります（図4）。地域材は
認証材としてブランド化することで差別化が期待され
ます。

CoC認証には，事業体が認証を受ける形式と建築物
が認証を受ける形式（プロジェクト認証）があり，プ
ロジェクト認証には建築物が認証を受ける全体認証と
建築物の一部に認証された製品を使用する部分認証と
があります。

■SGECプロジェクトCoC全体認証
仁宇布小中学校の建設にあたっては，建築物全体が
認証を受ける「SGECプロジェクトCoC全体認証」の
取得を目標としました。この目標を達成するまでには
事前に想像していた以上の準備やプロジェクト管理が
必要でしたが，下記に示す林業関係団体の支援・協力
を得て事業を推進しました。
・町有林には伐期をむかえるカラマツ林がなかったこ
とから道有林（上川総合振興局北部森林室）の支援
・町内木材加工会社等のCoC認証早期取得に向けた上
川森林認証協議会（SGEC-FM認証事業体，認証番
号SGSJP-041）のバックアップ
また，美深町はプロジェクトリーダーとして，木材
加工業者や施工業者をはじめとする全ての関係者に対
して「管理マニュアル」に沿った指導・教育を進める
とともに，加工場，現場施工の各段階における検査や
認証材搬入時検収などプロジェクトの全期間にわたり
徹底した管理を行いました。
校舎建設においては次の3項目を考慮しました。

①山村留学の里ならではの木育活動の実施
仁宇布小中学校は山村留学制度を設け，これまでに
全国各地から延べ300名を超える子ども達を受け入れ
てきています。新築される仁宇布小中学校が「地域か
ら愛され親しまれる木造校舎」となるとともに「全国
から集まっている子供たちの思い出の学び舎」となる
よう，木造新校舎の意義や森林認証を知る機会を設け
てきました。一例として新校舎の内壁に使用する羽目
板に加工するトドマツ原木の伐採現場見学の様子を写

真5に示します。

②地元および近隣自治体での木材加工
トドマツ構造材は町内で，カラマツ集成材は近隣の
自治体で加工しました。なお，これら資材の調達に際
しては「地域資機材購入等金額を加味した加点方式」
で入札を執行しました。
③町内FM認証材100％
美深町内の人工林（道有林・町有林・民有林）は，

SGEC-FM認証を取得しています。そうした環境を背
景として，使用した認証材の100％・約209m3は町内
から調達しました。認証材使用率は72.65％となりま
す。内訳は表2のとおりです。

■おわりに
このプロジェクトのスタートと時を同じくして新型
コロナウィルス感染症が拡がりはじめました。このよ
うな状況の中，関係者・団体との打合せや，教育研
修，工場や建築現場での検査などで，従来には考えら
れなかった多くの困難があり，ご苦労もおかけしまし
た。しかし，多くのご協力を得て，「SGECプロジェ
クトCoC全体認証」を取得した（写真6）仁宇布小中
学校が竣工しました。また，2021年9月にはプロジェ
クトの意義を紹介する動画を公開することができまし
た＊。関係したの多くの皆さま（表3）に感謝するば
かりです。
今回の事業を糧として，認証材へのニーズが高ま
り，普及が進むことを願っています。

＊URL　https://youtu.be/wipK19nYIG8

■はじめに
北海道の北に位置する美深町は，町の西側を南北に
貫流する天塩川を中心に開かれた自然豊かな自治体で
す。町面積の約85％，57,700haを森林が占め，林
業・林産業を基幹産業として発展してきました。
1935年（昭和10年）には美深駅と仁宇布25線を結ぶ
森林軌道が開通し，林産業の振興が加速しました。し
かし，昭和40年代には1万人以上であった人口は現在
では4千人余りとなり，森林資源の状況も変化し，林
業・林産業は持続可能な資源活用に力点が置かれるよ
うになっています。
そうしたなか，老朽化した美深町立仁宇布小中学校
の建て替えが行われることになりました。建て替えに
あたっては，林業・林産業の振興に寄与するととも
に，仁宇布が「森林と共に栄えた地」であることを示
すため，町産材を多く使用した木造建築物とすること
になりました。また，大規模木造建築物としては初の
「SGECプロジェクトCoC全体認証」の取得を目指
し，北海道，上川森林認証協議会，地域林業関係団体
などの支援を受けて事業を進めました。

なお，この仁宇布（図1）は旧美幸線軌道を利用し
た「トロッコ王国」や最北高層「松山湿源」など多く
の観光資源を有した自然豊かな地であるとともに，仁
宇布小中学校を中心としたコミュニティが形成され，
「山村留学の里」（後述）として全国から子供たちが
集まるユニークな地でもあります。

図1　美深町仁宇布の位置

生産組合で行っている薪生産の流れは以下のとおり
です。
　1）原木を土場に集積（写真1）

　2）グラップルソーで30cm程度に玉切り
　3）薪割機で分割（写真2）

　4）屋根付きストックヤードで乾燥（写真3）

　5）金網コンテナ，もしくはプラネットで出荷（写真4）

原木はできるだけ春先までに集め，一夏，乾燥させ
ることを心がけています。
通常，原木1m3から薪が約1.5m3が生産できます。
節を外したり，形状をできるだけ揃えたりしているの
で，時には1.5m3を下回ることもあります。それで
も，原料材の利用法として薪には価格的なメリットが
あります。
フォークリフトで運べる金網コンテナは主に大口の
事業者向け，プラネットは主に個人・小口向けに使用
しています。

■薪利用の状況
生産組合が生産している薪の販売量の推移を表2に
示します。

■はじめに－薪生産の背景
占冠村は，森林面積が村の面積の94％を占める，
そして人口1人当たりの森林面積が全道1位の自治体
です。林業は農業とともに占冠村の基幹産業としての
役割を果たしてきました1)。また，たとえば1970年
代，占冠村には4つの製材工場がありました2)。その
後，村内から製材関連工場がすべて撤退し，村産材は
すべて村外に出ていく状況となりました。
占冠村は第4次占冠村総合計画（2009～2018年度，
以下，4次総計）で，
・森林資源を保全・育成・活用する林業関係事業の振
興
・地域資源を活用した新エネルギーの活用
の2点を重点項目に位置づけ，2012年度には林業振興
室を設け，林業の課題解決および木質バイオマスの有
効利用に本格的に取り組み始めます。薪生産は，この
木質バイオマス利用方針の下で具体化した取り組みの
ひとつです。

■林業の方向性
北海道全体の人工林と同様，占冠村の人工林も一山
型の齢級構成になっていて，10齢級以上の高齢級人
工林は800ha程度あります。これまでの人工林整備
は，800haの高齢級林分も含めて一律に間伐中心に行
われてきました。しかし，間伐施業だけを続けていて
は将来における林業事業量の減少や生産材の質・量の
低下等が危惧されます。これを避けるためには，皆伐
再造林を計画的に実施し，森林資源の若返りを図ると
ともに，齢級構成の平準化を図らなくてはなりませ
ん。毎年一定の面積（民有林面積から考えると，年間
15haくらい）を皆伐することによって，造林，下刈
り，除伐，間伐などの仕事が安定的に生まれ，村内の
林業事業体の経営基盤の強化や競争力の向上が期待で
きることになります。
皆伐やそのための林道開設を行うことにより，A材
と同時に，利用上低位な材も一定程度生産されてきま
すが，低位材は現状の流通経路では処理が難しいと想

定されます。そこで，地域内における炭素循環やカー
ボンニュートラルを促進することも念頭に置き，薪材
としての利用を図る施策を講じることになりました。

■薪生産の始まり
4次総計がスタートした後，老朽化した村営湯の沢

温泉の改修計画が検討されました。4次総計の重点項
目である木質バイオマス利用を実現するため，バイオ
マスボイラーを導入することになりました。木質燃料
として，チップ，ペレット，薪が比較検討され，薪が
選択されました。これは，村内には製材・チップ工場
がなく，ペレット工場を含め，新たな工場を導入する
のは事業費の面でハードルが高かったからです。

2013年，「湯の沢温泉　森の四季」としてリニュー
アルした施設に薪ボイラーが導入されました。同時に
薪供給を担う一般社団法人占冠村木質バイオマス生産
組合（以下，生産組合，表1）が2013年11月に設立さ
れて，村産材での薪生産が始まりました。

生産組合は，常勤社員1名と臨時職員1名で薪を生
産しています。当初，薪原料として林地未利用材を使
用する考えもありました。しかし，林地未利用材を収
集，運搬するのではコストが合わないことがわかり，
現在は村有林から出材される原木のうち，原料材区分
のものを薪として利用しています。また，高齢級の林
地にはハンノキなどの広葉樹が侵入していることが
多々ありますが，それら侵入木も薪原料になっていま
す。また，今後は民有林人工林の整備も進めながら，
そこから出てくる原木を薪原料とすることも視野にあ
ります。

2018年度までは湯の沢温泉での利用が6割以上を占
めていました。2016年度以降，灯油価格との競合に
より湯の沢温泉での利用が減少する一方，一般家庭等
での利用量が増加し，2020年度は温泉向け3割，一般
家庭等向け4割強となっています。一般家庭等での薪
利用が増加しているのは，村が一般家庭向けの補助制
度（表3）を設けて薪の利用促進を図っていることが
あります。なお，村の補助の恩恵を受けない村外での
利用も2割程度を占めています。現在，このような新
しい利用者にリピーターになっていただくため，品質
の向上＝乾燥の促進に取り組んでいるところです。
生産組合が定めている薪の種類およびその販売価格
は表4のとおりです。これは，生産組合のホームペー
ジに掲載しています。
需要は，広葉樹・針葉樹混合薪が最も多く，ついで
広葉樹薪で，針葉樹薪の需要は多くはありません。発
熱量ベースでの価格は針葉樹薪が有利で，薪ボイラー
での利用には向いていると思います。今後，村有林に
加え，私有林からも針葉樹原木の供給が増えると想定
しています。そのため，針葉樹薪の利用促進を図る必
要があります。そこで，2021年度からは針葉樹薪に
厚い補助制度としました（表3）。併せて，事業者向け
には，使用量が多いと補助単価が上がる仕組みを導入
しています。
　

■おわりに
薪を利用する村内の公共施設は，湯の沢温泉に導入
以降，村営スキー場ロッジ，道の駅「自然体感しむ
かっぷ」，トマム地域カフェ「ミナ・トマム」，そし
て占冠保育所と着実に増えてきています。さらに，一
般家庭での利用も広がっています。
村の原材料が村内で利用されることで資金が村内で
循環するとともに，新しい雇用が生まれています。こ
れからも，薪を核とする木質バイオマスのエネルギー
利用を進めていきたいと考えています。

■参考文献
　1）占冠村：第5次占冠村総合計画，p.11（2019）.
　2）伊藤久雄：北海道における山村構造の変化，地理学
評論44-3，pp.155-167（1971）.

（本稿は，一般社団法人占冠村バイオマス生産組合　
長瀬弘侍氏，占冠村農林課林業振興室　根本治氏，
高桑浩氏のご説明を取りまとめたものです。また，
薪原料原木の収集等に関する取材については道総研
林産試験場　酒井主査（経営）の協力を得ました。
それぞれの皆さまに深く感謝いたします。編集部）
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があります。

■SGECプロジェクトCoC全体認証
仁宇布小中学校の建設にあたっては，建築物全体が
認証を受ける「SGECプロジェクトCoC全体認証」の
取得を目標としました。この目標を達成するまでには
事前に想像していた以上の準備やプロジェクト管理が
必要でしたが，下記に示す林業関係団体の支援・協力
を得て事業を推進しました。
・町有林には伐期をむかえるカラマツ林がなかったこ
とから道有林（上川総合振興局北部森林室）の支援
・町内木材加工会社等のCoC認証早期取得に向けた上
川森林認証協議会（SGEC-FM認証事業体，認証番
号SGSJP-041）のバックアップ
また，美深町はプロジェクトリーダーとして，木材
加工業者や施工業者をはじめとする全ての関係者に対
して「管理マニュアル」に沿った指導・教育を進める
とともに，加工場，現場施工の各段階における検査や
認証材搬入時検収などプロジェクトの全期間にわたり
徹底した管理を行いました。
校舎建設においては次の3項目を考慮しました。

①山村留学の里ならではの木育活動の実施
仁宇布小中学校は山村留学制度を設け，これまでに
全国各地から延べ300名を超える子ども達を受け入れ
てきています。新築される仁宇布小中学校が「地域か
ら愛され親しまれる木造校舎」となるとともに「全国
から集まっている子供たちの思い出の学び舎」となる
よう，木造新校舎の意義や森林認証を知る機会を設け
てきました。一例として新校舎の内壁に使用する羽目
板に加工するトドマツ原木の伐採現場見学の様子を写

真5に示します。

②地元および近隣自治体での木材加工
トドマツ構造材は町内で，カラマツ集成材は近隣の
自治体で加工しました。なお，これら資材の調達に際
しては「地域資機材購入等金額を加味した加点方式」
で入札を執行しました。
③町内FM認証材100％
美深町内の人工林（道有林・町有林・民有林）は，

SGEC-FM認証を取得しています。そうした環境を背
景として，使用した認証材の100％・約209m3は町内
から調達しました。認証材使用率は72.65％となりま
す。内訳は表2のとおりです。

■おわりに
このプロジェクトのスタートと時を同じくして新型
コロナウィルス感染症が拡がりはじめました。このよ
うな状況の中，関係者・団体との打合せや，教育研
修，工場や建築現場での検査などで，従来には考えら
れなかった多くの困難があり，ご苦労もおかけしまし
た。しかし，多くのご協力を得て，「SGECプロジェ
クトCoC全体認証」を取得した（写真6）仁宇布小中
学校が竣工しました。また，2021年9月にはプロジェ
クトの意義を紹介する動画を公開することができまし
た＊。関係したの多くの皆さま（表3）に感謝するば
かりです。
今回の事業を糧として，認証材へのニーズが高ま
り，普及が進むことを願っています。

＊URL　https://youtu.be/wipK19nYIG8

■はじめに
北海道の北に位置する美深町は，町の西側を南北に
貫流する天塩川を中心に開かれた自然豊かな自治体で
す。町面積の約85％，57,700haを森林が占め，林
業・林産業を基幹産業として発展してきました。
1935年（昭和10年）には美深駅と仁宇布25線を結ぶ
森林軌道が開通し，林産業の振興が加速しました。し
かし，昭和40年代には1万人以上であった人口は現在
では4千人余りとなり，森林資源の状況も変化し，林
業・林産業は持続可能な資源活用に力点が置かれるよ
うになっています。
そうしたなか，老朽化した美深町立仁宇布小中学校
の建て替えが行われることになりました。建て替えに
あたっては，林業・林産業の振興に寄与するととも
に，仁宇布が「森林と共に栄えた地」であることを示
すため，町産材を多く使用した木造建築物とすること
になりました。また，大規模木造建築物としては初の
「SGECプロジェクトCoC全体認証」の取得を目指
し，北海道，上川森林認証協議会，地域林業関係団体
などの支援を受けて事業を進めました。

なお，この仁宇布（図1）は旧美幸線軌道を利用し
た「トロッコ王国」や最北高層「松山湿源」など多く
の観光資源を有した自然豊かな地であるとともに，仁
宇布小中学校を中心としたコミュニティが形成され，
「山村留学の里」（後述）として全国から子供たちが
集まるユニークな地でもあります。

写真2　特別教室の採光用の内窓

写真3　可動式間仕切壁

写真4　カラマツ集成材等を用いた構造

写真1　共用ホール全景（右：北面，左：南面）

表1　仁宇布小中学校の概要

生産組合で行っている薪生産の流れは以下のとおり
です。
　1）原木を土場に集積（写真1）

　2）グラップルソーで30cm程度に玉切り
　3）薪割機で分割（写真2）

　4）屋根付きストックヤードで乾燥（写真3）

　5）金網コンテナ，もしくはプラネットで出荷（写真4）

原木はできるだけ春先までに集め，一夏，乾燥させ
ることを心がけています。
通常，原木1m3から薪が約1.5m3が生産できます。
節を外したり，形状をできるだけ揃えたりしているの
で，時には1.5m3を下回ることもあります。それで
も，原料材の利用法として薪には価格的なメリットが
あります。
フォークリフトで運べる金網コンテナは主に大口の
事業者向け，プラネットは主に個人・小口向けに使用
しています。

■薪利用の状況
生産組合が生産している薪の販売量の推移を表2に
示します。

■はじめに－薪生産の背景
占冠村は，森林面積が村の面積の94％を占める，
そして人口1人当たりの森林面積が全道1位の自治体
です。林業は農業とともに占冠村の基幹産業としての
役割を果たしてきました1)。また，たとえば1970年
代，占冠村には4つの製材工場がありました2)。その
後，村内から製材関連工場がすべて撤退し，村産材は
すべて村外に出ていく状況となりました。
占冠村は第4次占冠村総合計画（2009～2018年度，
以下，4次総計）で，
・森林資源を保全・育成・活用する林業関係事業の振
興
・地域資源を活用した新エネルギーの活用
の2点を重点項目に位置づけ，2012年度には林業振興
室を設け，林業の課題解決および木質バイオマスの有
効利用に本格的に取り組み始めます。薪生産は，この
木質バイオマス利用方針の下で具体化した取り組みの
ひとつです。

■林業の方向性
北海道全体の人工林と同様，占冠村の人工林も一山
型の齢級構成になっていて，10齢級以上の高齢級人
工林は800ha程度あります。これまでの人工林整備
は，800haの高齢級林分も含めて一律に間伐中心に行
われてきました。しかし，間伐施業だけを続けていて
は将来における林業事業量の減少や生産材の質・量の
低下等が危惧されます。これを避けるためには，皆伐
再造林を計画的に実施し，森林資源の若返りを図ると
ともに，齢級構成の平準化を図らなくてはなりませ
ん。毎年一定の面積（民有林面積から考えると，年間
15haくらい）を皆伐することによって，造林，下刈
り，除伐，間伐などの仕事が安定的に生まれ，村内の
林業事業体の経営基盤の強化や競争力の向上が期待で
きることになります。
皆伐やそのための林道開設を行うことにより，A材
と同時に，利用上低位な材も一定程度生産されてきま
すが，低位材は現状の流通経路では処理が難しいと想

定されます。そこで，地域内における炭素循環やカー
ボンニュートラルを促進することも念頭に置き，薪材
としての利用を図る施策を講じることになりました。

■薪生産の始まり
4次総計がスタートした後，老朽化した村営湯の沢

温泉の改修計画が検討されました。4次総計の重点項
目である木質バイオマス利用を実現するため，バイオ
マスボイラーを導入することになりました。木質燃料
として，チップ，ペレット，薪が比較検討され，薪が
選択されました。これは，村内には製材・チップ工場
がなく，ペレット工場を含め，新たな工場を導入する
のは事業費の面でハードルが高かったからです。

2013年，「湯の沢温泉　森の四季」としてリニュー
アルした施設に薪ボイラーが導入されました。同時に
薪供給を担う一般社団法人占冠村木質バイオマス生産
組合（以下，生産組合，表1）が2013年11月に設立さ
れて，村産材での薪生産が始まりました。

生産組合は，常勤社員1名と臨時職員1名で薪を生
産しています。当初，薪原料として林地未利用材を使
用する考えもありました。しかし，林地未利用材を収
集，運搬するのではコストが合わないことがわかり，
現在は村有林から出材される原木のうち，原料材区分
のものを薪として利用しています。また，高齢級の林
地にはハンノキなどの広葉樹が侵入していることが
多々ありますが，それら侵入木も薪原料になっていま
す。また，今後は民有林人工林の整備も進めながら，
そこから出てくる原木を薪原料とすることも視野にあ
ります。

2018年度までは湯の沢温泉での利用が6割以上を占
めていました。2016年度以降，灯油価格との競合に
より湯の沢温泉での利用が減少する一方，一般家庭等
での利用量が増加し，2020年度は温泉向け3割，一般
家庭等向け4割強となっています。一般家庭等での薪
利用が増加しているのは，村が一般家庭向けの補助制
度（表3）を設けて薪の利用促進を図っていることが
あります。なお，村の補助の恩恵を受けない村外での
利用も2割程度を占めています。現在，このような新
しい利用者にリピーターになっていただくため，品質
の向上＝乾燥の促進に取り組んでいるところです。
生産組合が定めている薪の種類およびその販売価格
は表4のとおりです。これは，生産組合のホームペー
ジに掲載しています。
需要は，広葉樹・針葉樹混合薪が最も多く，ついで
広葉樹薪で，針葉樹薪の需要は多くはありません。発
熱量ベースでの価格は針葉樹薪が有利で，薪ボイラー
での利用には向いていると思います。今後，村有林に
加え，私有林からも針葉樹原木の供給が増えると想定
しています。そのため，針葉樹薪の利用促進を図る必
要があります。そこで，2021年度からは針葉樹薪に
厚い補助制度としました（表3）。併せて，事業者向け
には，使用量が多いと補助単価が上がる仕組みを導入
しています。
　

■おわりに
薪を利用する村内の公共施設は，湯の沢温泉に導入
以降，村営スキー場ロッジ，道の駅「自然体感しむ
かっぷ」，トマム地域カフェ「ミナ・トマム」，そし
て占冠保育所と着実に増えてきています。さらに，一
般家庭での利用も広がっています。
村の原材料が村内で利用されることで資金が村内で
循環するとともに，新しい雇用が生まれています。こ
れからも，薪を核とする木質バイオマスのエネルギー
利用を進めていきたいと考えています。

■参考文献
　1）占冠村：第5次占冠村総合計画，p.11（2019）.
　2）伊藤久雄：北海道における山村構造の変化，地理学
評論44-3，pp.155-167（1971）.

（本稿は，一般社団法人占冠村バイオマス生産組合　
長瀬弘侍氏，占冠村農林課林業振興室　根本治氏，
高桑浩氏のご説明を取りまとめたものです。また，
薪原料原木の収集等に関する取材については道総研
林産試験場　酒井主査（経営）の協力を得ました。
それぞれの皆さまに深く感謝いたします。編集部）

 *：建築面積に図2の体育館通路部は含まない 

敷地面積 12,672m2 
建築面積 819.81m2 
床面積 803.25m2 
主要構造 木造平屋（金物軸組工法） 
工事費 441,100千円 
工期 2020年5月～2021年3月 

スライド用レール

間仕切壁がスライドする
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■建築概要
仁宇布小中学校の概要を図2，表1に示します

校舎は美しい自然と共生するマチ美深町を象徴する
「木に包まれた校舎」となっています。開放的な共用
ホール（写真1）から四季折々の景色が眺望できるよ
うに，妻側の壁1面は全面開口部となっています。共
用ホールを中央に，南面に普通教室，北面に特別教室
を配置しています（図2）。天井は赤味がかったカラマ
ツ集成材の梁が連なり（表紙写真），壁は淡い白茶色
のトドマツ羽目板で仕上げられています。差掛け（さ
しかけ）屋根 *1上部の外壁面に高窓（ハイサイド窓，
目次頁写真）を設けて共用ホールへの採光を確保する
とともに，ホールを挟んだ特別教室の壁面上部に内窓
（写真2）を設けて日の光が差し込むようにしまし
た。また，学校が地域コミュティの場であることか
ら，教師から登下校の子供たちが見え，子供からも先
生の顔が分かるように職員室を配置し，妻側の壁には
大きな窓を設けました。さらに，教室間の仕切りは
「可動式間仕切壁（写真3）」とし，二つの教室を一つ
にしてそこに全児童生徒が入れるようにしました。

*1 差掛け屋根
全体の屋根より一段下がってつくられ，壁から始ま
る片流れの屋根。

構造材には中断面カラマツ集成材とトドマツ製材を
使用しています（写真4）。カラマツは地域材の主体が
小径木であることから集成材とし，トドマツは地域の
製材工場で製造が完結できる製材としました。

美深町は内陸性の気候で寒暖の差が激しく，冬はマ
イナス30℃にもなる国内屈指の酷寒地帯です。この
冬期間の厳しい寒さに配慮した断熱・通気対策を各所
に取り入れています（図3）。

・基礎部（A）：75mmRC挟み込み基礎断熱工法
・外壁部（B）：175mm断熱層通気工法
・屋根部（C）：210mm断熱層通気工法
・ハイサイド窓部（D）：循環エア吹付方式

■森林認証制度
森林認証制度は，適正に管理された森林から産出さ
れた木材や木製品等を認証ラベルで管理し，購入を通
じて森林経営を支援しながら持続可能な森林資源の保
護と活用を図る制度です。
森林認証には，森林を対象とするFM（森林管理）

認証と，FM認証を受けた森林から産出された木材の
生産・加工・流通等のすべての過程を対象とするCoC
（管理の連鎖）認証とがあります（図4）。地域材は
認証材としてブランド化することで差別化が期待され
ます。

CoC認証には，事業体が認証を受ける形式と建築物
が認証を受ける形式（プロジェクト認証）があり，プ
ロジェクト認証には建築物が認証を受ける全体認証と
建築物の一部に認証された製品を使用する部分認証と
があります。

■SGECプロジェクトCoC全体認証
仁宇布小中学校の建設にあたっては，建築物全体が
認証を受ける「SGECプロジェクトCoC全体認証」の
取得を目標としました。この目標を達成するまでには
事前に想像していた以上の準備やプロジェクト管理が
必要でしたが，下記に示す林業関係団体の支援・協力
を得て事業を推進しました。
・町有林には伐期をむかえるカラマツ林がなかったこ
とから道有林（上川総合振興局北部森林室）の支援
・町内木材加工会社等のCoC認証早期取得に向けた上
川森林認証協議会（SGEC-FM認証事業体，認証番
号SGSJP-041）のバックアップ
また，美深町はプロジェクトリーダーとして，木材
加工業者や施工業者をはじめとする全ての関係者に対
して「管理マニュアル」に沿った指導・教育を進める
とともに，加工場，現場施工の各段階における検査や
認証材搬入時検収などプロジェクトの全期間にわたり
徹底した管理を行いました。
校舎建設においては次の3項目を考慮しました。

①山村留学の里ならではの木育活動の実施
仁宇布小中学校は山村留学制度を設け，これまでに
全国各地から延べ300名を超える子ども達を受け入れ
てきています。新築される仁宇布小中学校が「地域か
ら愛され親しまれる木造校舎」となるとともに「全国
から集まっている子供たちの思い出の学び舎」となる
よう，木造新校舎の意義や森林認証を知る機会を設け
てきました。一例として新校舎の内壁に使用する羽目
板に加工するトドマツ原木の伐採現場見学の様子を写

真5に示します。

②地元および近隣自治体での木材加工
トドマツ構造材は町内で，カラマツ集成材は近隣の
自治体で加工しました。なお，これら資材の調達に際
しては「地域資機材購入等金額を加味した加点方式」
で入札を執行しました。
③町内FM認証材100％
美深町内の人工林（道有林・町有林・民有林）は，

SGEC-FM認証を取得しています。そうした環境を背
景として，使用した認証材の100％・約209m3は町内
から調達しました。認証材使用率は72.65％となりま
す。内訳は表2のとおりです。

■おわりに
このプロジェクトのスタートと時を同じくして新型
コロナウィルス感染症が拡がりはじめました。このよ
うな状況の中，関係者・団体との打合せや，教育研
修，工場や建築現場での検査などで，従来には考えら
れなかった多くの困難があり，ご苦労もおかけしまし
た。しかし，多くのご協力を得て，「SGECプロジェ
クトCoC全体認証」を取得した（写真6）仁宇布小中
学校が竣工しました。また，2021年9月にはプロジェ
クトの意義を紹介する動画を公開することができまし
た＊。関係したの多くの皆さま（表3）に感謝するば
かりです。
今回の事業を糧として，認証材へのニーズが高ま
り，普及が進むことを願っています。

＊URL　https://youtu.be/wipK19nYIG8

■はじめに
北海道の北に位置する美深町は，町の西側を南北に
貫流する天塩川を中心に開かれた自然豊かな自治体で
す。町面積の約85％，57,700haを森林が占め，林
業・林産業を基幹産業として発展してきました。
1935年（昭和10年）には美深駅と仁宇布25線を結ぶ
森林軌道が開通し，林産業の振興が加速しました。し
かし，昭和40年代には1万人以上であった人口は現在
では4千人余りとなり，森林資源の状況も変化し，林
業・林産業は持続可能な資源活用に力点が置かれるよ
うになっています。
そうしたなか，老朽化した美深町立仁宇布小中学校
の建て替えが行われることになりました。建て替えに
あたっては，林業・林産業の振興に寄与するととも
に，仁宇布が「森林と共に栄えた地」であることを示
すため，町産材を多く使用した木造建築物とすること
になりました。また，大規模木造建築物としては初の
「SGECプロジェクトCoC全体認証」の取得を目指
し，北海道，上川森林認証協議会，地域林業関係団体
などの支援を受けて事業を進めました。

なお，この仁宇布（図1）は旧美幸線軌道を利用し
た「トロッコ王国」や最北高層「松山湿源」など多く
の観光資源を有した自然豊かな地であるとともに，仁
宇布小中学校を中心としたコミュニティが形成され，
「山村留学の里」（後述）として全国から子供たちが
集まるユニークな地でもあります。

図3　断熱・通気対策

写真5　仁宇布小中学校生徒の伐採現場見学

生産組合で行っている薪生産の流れは以下のとおり
です。
　1）原木を土場に集積（写真1）

　2）グラップルソーで30cm程度に玉切り
　3）薪割機で分割（写真2）

　4）屋根付きストックヤードで乾燥（写真3）

　5）金網コンテナ，もしくはプラネットで出荷（写真4）

原木はできるだけ春先までに集め，一夏，乾燥させ
ることを心がけています。
通常，原木1m3から薪が約1.5m3が生産できます。
節を外したり，形状をできるだけ揃えたりしているの
で，時には1.5m3を下回ることもあります。それで
も，原料材の利用法として薪には価格的なメリットが
あります。
フォークリフトで運べる金網コンテナは主に大口の
事業者向け，プラネットは主に個人・小口向けに使用
しています。

■薪利用の状況
生産組合が生産している薪の販売量の推移を表2に
示します。

■はじめに－薪生産の背景
占冠村は，森林面積が村の面積の94％を占める，
そして人口1人当たりの森林面積が全道1位の自治体
です。林業は農業とともに占冠村の基幹産業としての
役割を果たしてきました1)。また，たとえば1970年
代，占冠村には4つの製材工場がありました2)。その
後，村内から製材関連工場がすべて撤退し，村産材は
すべて村外に出ていく状況となりました。
占冠村は第4次占冠村総合計画（2009～2018年度，
以下，4次総計）で，
・森林資源を保全・育成・活用する林業関係事業の振
興
・地域資源を活用した新エネルギーの活用
の2点を重点項目に位置づけ，2012年度には林業振興
室を設け，林業の課題解決および木質バイオマスの有
効利用に本格的に取り組み始めます。薪生産は，この
木質バイオマス利用方針の下で具体化した取り組みの
ひとつです。

■林業の方向性
北海道全体の人工林と同様，占冠村の人工林も一山
型の齢級構成になっていて，10齢級以上の高齢級人
工林は800ha程度あります。これまでの人工林整備
は，800haの高齢級林分も含めて一律に間伐中心に行
われてきました。しかし，間伐施業だけを続けていて
は将来における林業事業量の減少や生産材の質・量の
低下等が危惧されます。これを避けるためには，皆伐
再造林を計画的に実施し，森林資源の若返りを図ると
ともに，齢級構成の平準化を図らなくてはなりませ
ん。毎年一定の面積（民有林面積から考えると，年間
15haくらい）を皆伐することによって，造林，下刈
り，除伐，間伐などの仕事が安定的に生まれ，村内の
林業事業体の経営基盤の強化や競争力の向上が期待で
きることになります。
皆伐やそのための林道開設を行うことにより，A材
と同時に，利用上低位な材も一定程度生産されてきま
すが，低位材は現状の流通経路では処理が難しいと想

定されます。そこで，地域内における炭素循環やカー
ボンニュートラルを促進することも念頭に置き，薪材
としての利用を図る施策を講じることになりました。

■薪生産の始まり
4次総計がスタートした後，老朽化した村営湯の沢

温泉の改修計画が検討されました。4次総計の重点項
目である木質バイオマス利用を実現するため，バイオ
マスボイラーを導入することになりました。木質燃料
として，チップ，ペレット，薪が比較検討され，薪が
選択されました。これは，村内には製材・チップ工場
がなく，ペレット工場を含め，新たな工場を導入する
のは事業費の面でハードルが高かったからです。

2013年，「湯の沢温泉　森の四季」としてリニュー
アルした施設に薪ボイラーが導入されました。同時に
薪供給を担う一般社団法人占冠村木質バイオマス生産
組合（以下，生産組合，表1）が2013年11月に設立さ
れて，村産材での薪生産が始まりました。

生産組合は，常勤社員1名と臨時職員1名で薪を生
産しています。当初，薪原料として林地未利用材を使
用する考えもありました。しかし，林地未利用材を収
集，運搬するのではコストが合わないことがわかり，
現在は村有林から出材される原木のうち，原料材区分
のものを薪として利用しています。また，高齢級の林
地にはハンノキなどの広葉樹が侵入していることが
多々ありますが，それら侵入木も薪原料になっていま
す。また，今後は民有林人工林の整備も進めながら，
そこから出てくる原木を薪原料とすることも視野にあ
ります。

2018年度までは湯の沢温泉での利用が6割以上を占
めていました。2016年度以降，灯油価格との競合に
より湯の沢温泉での利用が減少する一方，一般家庭等
での利用量が増加し，2020年度は温泉向け3割，一般
家庭等向け4割強となっています。一般家庭等での薪
利用が増加しているのは，村が一般家庭向けの補助制
度（表3）を設けて薪の利用促進を図っていることが
あります。なお，村の補助の恩恵を受けない村外での
利用も2割程度を占めています。現在，このような新
しい利用者にリピーターになっていただくため，品質
の向上＝乾燥の促進に取り組んでいるところです。
生産組合が定めている薪の種類およびその販売価格
は表4のとおりです。これは，生産組合のホームペー
ジに掲載しています。
需要は，広葉樹・針葉樹混合薪が最も多く，ついで
広葉樹薪で，針葉樹薪の需要は多くはありません。発
熱量ベースでの価格は針葉樹薪が有利で，薪ボイラー
での利用には向いていると思います。今後，村有林に
加え，私有林からも針葉樹原木の供給が増えると想定
しています。そのため，針葉樹薪の利用促進を図る必
要があります。そこで，2021年度からは針葉樹薪に
厚い補助制度としました（表3）。併せて，事業者向け
には，使用量が多いと補助単価が上がる仕組みを導入
しています。
　

■おわりに
薪を利用する村内の公共施設は，湯の沢温泉に導入
以降，村営スキー場ロッジ，道の駅「自然体感しむ
かっぷ」，トマム地域カフェ「ミナ・トマム」，そし
て占冠保育所と着実に増えてきています。さらに，一
般家庭での利用も広がっています。
村の原材料が村内で利用されることで資金が村内で
循環するとともに，新しい雇用が生まれています。こ
れからも，薪を核とする木質バイオマスのエネルギー
利用を進めていきたいと考えています。

■参考文献
　1）占冠村：第5次占冠村総合計画，p.11（2019）.
　2）伊藤久雄：北海道における山村構造の変化，地理学
評論44-3，pp.155-167（1971）.

（本稿は，一般社団法人占冠村バイオマス生産組合　
長瀬弘侍氏，占冠村農林課林業振興室　根本治氏，
高桑浩氏のご説明を取りまとめたものです。また，
薪原料原木の収集等に関する取材については道総研
林産試験場　酒井主査（経営）の協力を得ました。
それぞれの皆さまに深く感謝いたします。編集部）
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図4　森林認証制度の仕組み
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■建築概要
仁宇布小中学校の概要を図2，表1に示します

校舎は美しい自然と共生するマチ美深町を象徴する
「木に包まれた校舎」となっています。開放的な共用
ホール（写真1）から四季折々の景色が眺望できるよ
うに，妻側の壁1面は全面開口部となっています。共
用ホールを中央に，南面に普通教室，北面に特別教室
を配置しています（図2）。天井は赤味がかったカラマ
ツ集成材の梁が連なり（表紙写真），壁は淡い白茶色
のトドマツ羽目板で仕上げられています。差掛け（さ
しかけ）屋根 *1上部の外壁面に高窓（ハイサイド窓，
目次頁写真）を設けて共用ホールへの採光を確保する
とともに，ホールを挟んだ特別教室の壁面上部に内窓
（写真2）を設けて日の光が差し込むようにしまし
た。また，学校が地域コミュティの場であることか
ら，教師から登下校の子供たちが見え，子供からも先
生の顔が分かるように職員室を配置し，妻側の壁には
大きな窓を設けました。さらに，教室間の仕切りは
「可動式間仕切壁（写真3）」とし，二つの教室を一つ
にしてそこに全児童生徒が入れるようにしました。

*1 差掛け屋根
全体の屋根より一段下がってつくられ，壁から始ま
る片流れの屋根。

構造材には中断面カラマツ集成材とトドマツ製材を
使用しています（写真4）。カラマツは地域材の主体が
小径木であることから集成材とし，トドマツは地域の
製材工場で製造が完結できる製材としました。

美深町は内陸性の気候で寒暖の差が激しく，冬はマ
イナス30℃にもなる国内屈指の酷寒地帯です。この
冬期間の厳しい寒さに配慮した断熱・通気対策を各所
に取り入れています（図3）。

・基礎部（A）：75mmRC挟み込み基礎断熱工法
・外壁部（B）：175mm断熱層通気工法
・屋根部（C）：210mm断熱層通気工法
・ハイサイド窓部（D）：循環エア吹付方式

■森林認証制度
森林認証制度は，適正に管理された森林から産出さ
れた木材や木製品等を認証ラベルで管理し，購入を通
じて森林経営を支援しながら持続可能な森林資源の保
護と活用を図る制度です。
森林認証には，森林を対象とするFM（森林管理）

認証と，FM認証を受けた森林から産出された木材の
生産・加工・流通等のすべての過程を対象とするCoC
（管理の連鎖）認証とがあります（図4）。地域材は
認証材としてブランド化することで差別化が期待され
ます。

CoC認証には，事業体が認証を受ける形式と建築物
が認証を受ける形式（プロジェクト認証）があり，プ
ロジェクト認証には建築物が認証を受ける全体認証と
建築物の一部に認証された製品を使用する部分認証と
があります。

■SGECプロジェクトCoC全体認証
仁宇布小中学校の建設にあたっては，建築物全体が
認証を受ける「SGECプロジェクトCoC全体認証」の
取得を目標としました。この目標を達成するまでには
事前に想像していた以上の準備やプロジェクト管理が
必要でしたが，下記に示す林業関係団体の支援・協力
を得て事業を推進しました。
・町有林には伐期をむかえるカラマツ林がなかったこ
とから道有林（上川総合振興局北部森林室）の支援
・町内木材加工会社等のCoC認証早期取得に向けた上
川森林認証協議会（SGEC-FM認証事業体，認証番
号SGSJP-041）のバックアップ
また，美深町はプロジェクトリーダーとして，木材
加工業者や施工業者をはじめとする全ての関係者に対
して「管理マニュアル」に沿った指導・教育を進める
とともに，加工場，現場施工の各段階における検査や
認証材搬入時検収などプロジェクトの全期間にわたり
徹底した管理を行いました。
校舎建設においては次の3項目を考慮しました。

①山村留学の里ならではの木育活動の実施
仁宇布小中学校は山村留学制度を設け，これまでに
全国各地から延べ300名を超える子ども達を受け入れ
てきています。新築される仁宇布小中学校が「地域か
ら愛され親しまれる木造校舎」となるとともに「全国
から集まっている子供たちの思い出の学び舎」となる
よう，木造新校舎の意義や森林認証を知る機会を設け
てきました。一例として新校舎の内壁に使用する羽目
板に加工するトドマツ原木の伐採現場見学の様子を写

真5に示します。

②地元および近隣自治体での木材加工
トドマツ構造材は町内で，カラマツ集成材は近隣の
自治体で加工しました。なお，これら資材の調達に際
しては「地域資機材購入等金額を加味した加点方式」
で入札を執行しました。
③町内FM認証材100％
美深町内の人工林（道有林・町有林・民有林）は，
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修，工場や建築現場での検査などで，従来には考えら
れなかった多くの困難があり，ご苦労もおかけしまし
た。しかし，多くのご協力を得て，「SGECプロジェ
クトCoC全体認証」を取得した（写真6）仁宇布小中
学校が竣工しました。また，2021年9月にはプロジェ
クトの意義を紹介する動画を公開することができまし
た＊。関係したの多くの皆さま（表3）に感謝するば
かりです。
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＊URL　https://youtu.be/wipK19nYIG8

■はじめに
北海道の北に位置する美深町は，町の西側を南北に
貫流する天塩川を中心に開かれた自然豊かな自治体で
す。町面積の約85％，57,700haを森林が占め，林
業・林産業を基幹産業として発展してきました。
1935年（昭和10年）には美深駅と仁宇布25線を結ぶ
森林軌道が開通し，林産業の振興が加速しました。し
かし，昭和40年代には1万人以上であった人口は現在
では4千人余りとなり，森林資源の状況も変化し，林
業・林産業は持続可能な資源活用に力点が置かれるよ
うになっています。
そうしたなか，老朽化した美深町立仁宇布小中学校
の建て替えが行われることになりました。建て替えに
あたっては，林業・林産業の振興に寄与するととも
に，仁宇布が「森林と共に栄えた地」であることを示
すため，町産材を多く使用した木造建築物とすること
になりました。また，大規模木造建築物としては初の
「SGECプロジェクトCoC全体認証」の取得を目指
し，北海道，上川森林認証協議会，地域林業関係団体
などの支援を受けて事業を進めました。

なお，この仁宇布（図1）は旧美幸線軌道を利用し
た「トロッコ王国」や最北高層「松山湿源」など多く
の観光資源を有した自然豊かな地であるとともに，仁
宇布小中学校を中心としたコミュニティが形成され，
「山村留学の里」（後述）として全国から子供たちが
集まるユニークな地でもあります。

写真6　認証証の授与

表2　使用した木材の内訳 表3　協力団体・事業者・設計施工管理
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原木はできるだけ春先までに集め，一夏，乾燥させ
ることを心がけています。
通常，原木1m3から薪が約1.5m3が生産できます。
節を外したり，形状をできるだけ揃えたりしているの
で，時には1.5m3を下回ることもあります。それで
も，原料材の利用法として薪には価格的なメリットが
あります。
フォークリフトで運べる金網コンテナは主に大口の
事業者向け，プラネットは主に個人・小口向けに使用
しています。

■薪利用の状況
生産組合が生産している薪の販売量の推移を表2に
示します。

■はじめに－薪生産の背景
占冠村は，森林面積が村の面積の94％を占める，
そして人口1人当たりの森林面積が全道1位の自治体
です。林業は農業とともに占冠村の基幹産業としての
役割を果たしてきました1)。また，たとえば1970年
代，占冠村には4つの製材工場がありました2)。その
後，村内から製材関連工場がすべて撤退し，村産材は
すべて村外に出ていく状況となりました。
占冠村は第4次占冠村総合計画（2009～2018年度，
以下，4次総計）で，
・森林資源を保全・育成・活用する林業関係事業の振
興
・地域資源を活用した新エネルギーの活用
の2点を重点項目に位置づけ，2012年度には林業振興
室を設け，林業の課題解決および木質バイオマスの有
効利用に本格的に取り組み始めます。薪生産は，この
木質バイオマス利用方針の下で具体化した取り組みの
ひとつです。

■林業の方向性
北海道全体の人工林と同様，占冠村の人工林も一山
型の齢級構成になっていて，10齢級以上の高齢級人
工林は800ha程度あります。これまでの人工林整備
は，800haの高齢級林分も含めて一律に間伐中心に行
われてきました。しかし，間伐施業だけを続けていて
は将来における林業事業量の減少や生産材の質・量の
低下等が危惧されます。これを避けるためには，皆伐
再造林を計画的に実施し，森林資源の若返りを図ると
ともに，齢級構成の平準化を図らなくてはなりませ
ん。毎年一定の面積（民有林面積から考えると，年間
15haくらい）を皆伐することによって，造林，下刈
り，除伐，間伐などの仕事が安定的に生まれ，村内の
林業事業体の経営基盤の強化や競争力の向上が期待で
きることになります。
皆伐やそのための林道開設を行うことにより，A材
と同時に，利用上低位な材も一定程度生産されてきま
すが，低位材は現状の流通経路では処理が難しいと想

定されます。そこで，地域内における炭素循環やカー
ボンニュートラルを促進することも念頭に置き，薪材
としての利用を図る施策を講じることになりました。

■薪生産の始まり
4次総計がスタートした後，老朽化した村営湯の沢

温泉の改修計画が検討されました。4次総計の重点項
目である木質バイオマス利用を実現するため，バイオ
マスボイラーを導入することになりました。木質燃料
として，チップ，ペレット，薪が比較検討され，薪が
選択されました。これは，村内には製材・チップ工場
がなく，ペレット工場を含め，新たな工場を導入する
のは事業費の面でハードルが高かったからです。

2013年，「湯の沢温泉　森の四季」としてリニュー
アルした施設に薪ボイラーが導入されました。同時に
薪供給を担う一般社団法人占冠村木質バイオマス生産
組合（以下，生産組合，表1）が2013年11月に設立さ
れて，村産材での薪生産が始まりました。

生産組合は，常勤社員1名と臨時職員1名で薪を生
産しています。当初，薪原料として林地未利用材を使
用する考えもありました。しかし，林地未利用材を収
集，運搬するのではコストが合わないことがわかり，
現在は村有林から出材される原木のうち，原料材区分
のものを薪として利用しています。また，高齢級の林
地にはハンノキなどの広葉樹が侵入していることが
多々ありますが，それら侵入木も薪原料になっていま
す。また，今後は民有林人工林の整備も進めながら，
そこから出てくる原木を薪原料とすることも視野にあ
ります。

2018年度までは湯の沢温泉での利用が6割以上を占
めていました。2016年度以降，灯油価格との競合に
より湯の沢温泉での利用が減少する一方，一般家庭等
での利用量が増加し，2020年度は温泉向け3割，一般
家庭等向け4割強となっています。一般家庭等での薪
利用が増加しているのは，村が一般家庭向けの補助制
度（表3）を設けて薪の利用促進を図っていることが
あります。なお，村の補助の恩恵を受けない村外での
利用も2割程度を占めています。現在，このような新
しい利用者にリピーターになっていただくため，品質
の向上＝乾燥の促進に取り組んでいるところです。
生産組合が定めている薪の種類およびその販売価格
は表4のとおりです。これは，生産組合のホームペー
ジに掲載しています。
需要は，広葉樹・針葉樹混合薪が最も多く，ついで
広葉樹薪で，針葉樹薪の需要は多くはありません。発
熱量ベースでの価格は針葉樹薪が有利で，薪ボイラー
での利用には向いていると思います。今後，村有林に
加え，私有林からも針葉樹原木の供給が増えると想定
しています。そのため，針葉樹薪の利用促進を図る必
要があります。そこで，2021年度からは針葉樹薪に
厚い補助制度としました（表3）。併せて，事業者向け
には，使用量が多いと補助単価が上がる仕組みを導入
しています。
　

■おわりに
薪を利用する村内の公共施設は，湯の沢温泉に導入
以降，村営スキー場ロッジ，道の駅「自然体感しむ
かっぷ」，トマム地域カフェ「ミナ・トマム」，そし
て占冠保育所と着実に増えてきています。さらに，一
般家庭での利用も広がっています。
村の原材料が村内で利用されることで資金が村内で
循環するとともに，新しい雇用が生まれています。こ
れからも，薪を核とする木質バイオマスのエネルギー
利用を進めていきたいと考えています。
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*：合法木材等 

区

分 
部位 樹種 材種 

使用量 
（m3） 

町

内

認

証

材 

構造 カラマツ 集成材 81.4 
構造等 トドマツ 製材 108.3 
内装 トドマツ 羽目板 10.05 
床 カラマツ フローリング 3.00 
造作 トドマツ 集成材 5.38 
造作 カラマツ 集成材 0.56 

他* 
下地材 カラマツ 合板 70.91 
建具等 シナ等 合板等 7.66 

計 287.26 


