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2019年10月，音更町に本所がある十勝大雪森林組
合（以下，大雪森組）の事務所が新築されました（写
真1，2）。この事務所は SGEC のプロジェクト認証を
取得した北海道初の，そして建築構造の主要部分を全
て認証材とした木造建物では国内初の建築物になりま
す1)。この後，ウッドデザイン賞2021を受賞した美深
町立仁宇布小中学校（ウッディエイジ2021年9月号）

表1

SGECプロジェクト認証取得建築物（北海道関係）

年度

1)

認証取得者

対象施設名称

2019

十勝大雪森林組合 十勝大雪森林組合新庁舎

2019

西十勝森林組合

西十勝森林組合新築事務所

2020

美深町役場

美深町仁宇布小中学校

2021

音更町役場

道の駅おとふけ

1)：

：認証取得年度

など，SGECプロジェクト認証を取得した建築物が道
内でも相次いで実現しています（表12））。

■とかち森林認証協議会について

そこで，新事務所の認証取得に取り組まれるまでの
経緯や意図，建築物の特徴等について，大雪森組の山

十勝では，管内の森林組合で組織する「十勝地区森

本組合長，勝野参事のお二人に伺いました。

林組合振興会」が林業労働災害防止や担い手育成な

（文責：普及協会・菊地）

ど，各森林組合に共通する課題に取り組んできまし
た。大雪森組が振興会の会長職を務めているとき，隈
研吾氏が設計する新国立競技場で全国の認証材を使用
する計画が発表されました。隈氏は大樹町と深い関係
を持たれている方であり，その隈氏が関わるプロジェ
クトであれば十勝からも認証材を出荷したい，という
考えが振興会の中に出て，それをきっかけとして認証
取得がスタートしました。オリパラを契機に認証材を
使う時代が来ることへの期待もありました。それで，

2015年，十勝管内の12の森林組合，17の市町村およ
び企業・個人等で構成される「とかち森林認証協議
会」が設立され，森林認証の取得に取り組むことにな

写真1 十勝大雪森林組合本所（音更町）全景
（手前：新事務所，右中央：製材工場，左上：チップ工場）

りました。また，協議会の会長職・事務局は，まずは
大雪森組が担うことになりました。
とかち森林認証協議会による取り組みの結果，適切
な森林経営や持続可能な森林経営が行われていること
を認証するSGEC-FM認証，認証木材とそれ以外の木
材が区別される体制になっていることを認証する

SGEC-CoC認証を，それぞれ2016年に取得しました
（表22)）。なお，SGEC-CoC認証については，十勝広
域森林組合は別の認証番号となっています（認証日：

2016年3月28日，認証番号：SGSJP-W018）。これに
より，十勝管内の12の森林組合全てがFM認証，CoC
認証を有する体制ができ，十勝の木材が国立競技場の
写真2

天井の梁として使われることになりました。

十勝大雪森林組合新事務所
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表2

■認証取得を通じて得たもの〜第三者の視点〜

とかち森林認証協議会が取得した認証

SGEC-FM

SGEC-CoC

認証日

2016 年 3 月 11 日

認証番号

SGSJP-010

認証面積

125,110.15 ha 1)

認証日

2016 年 3 月 25 日

認証番号

SGSJP-W017

事務所

12(11 森林組合) 2)

認証取得に動き始めた当初，オリパラ施設で認証材
を使おうとする隈氏らの取り組みを見て，認証材が標
準になる時代が来るのではないか，さらに価格のメ
リット，すなわち認証材であれば多少は高く取り引き
されるようになるのではないか，といった期待があり
ました。しかし，期待していたほど認証材は一般化し
ませんでした。そこは残念なところです。

1)：認証取得時の面積

一方，認証取得の課程で，認証機関の方々，いわば

2022 年1 月31 日現在では129,684.85 ha
2)：1〉本部，2〉十勝大雪森林組合，3〉西十勝森林組合，
4〉清水町森林組合，5〉更別森林組合，6〉幕別町森林
組合，7〉大樹町森林組合，8〉広尾町森林組合，9〉本
別町森林組合，10〉足寄町森林組合，11〉陸別町森林
組合，12〉浦幌町森林組合

第三者が山，工場の現場に入り，生産工程，品質管
理，作業環境，施設，労働安全など多岐にわたる確認
を受ける中で，職員の意識が変わり，誇りと緊張感が
高くなったことを感じています。特に，SGEC認証制
度においては，労働安全に関する確認事項が「SGEC
文書 3 基準 5 」に詳細に定められていることから，職

■認証を取得する意味

場全体で労働安全性に対する意識はかなり高くなりま

先に述べたように，大雪森組がとかち森林認証協議

した。また，森林所有者の中にも，認証を取っている

会の会長職および事務局を務めていたこともあり，こ

ことを意識されている方も出てきています。

れまで道内各地で森林認証について講演する機会をい

第三者機関による審査が入るところが，自主的な管

ただいてきました。そのような場で必ずと言っていい

理・証明による仕組みとの大きな違いなのだろうと思

ほど質問されたのは，「費用をかけてまで認証を取得

います。

するメリットはなんですか」，ということでした。そ
■事務所新築をプロジェクト認証で進めた理由

れに対し，私（編集注：勝野参事）はいつも「メリッ
トは自分で考えることです」とお答えしてきました。

上述のとおり，オリパラ施設に十勝産カラマツを認

この答え，実はとかち森林認証協議会が森林認証の

証材として納めました。ですが，その後が続きません

取得を検討している時，同じ質問を認証機関に投げか

でした。

け，先方から返ってきた言葉なのです。その時は正直

国土の保全や地球温暖化の抑制といった森林のはた

なところ，意味することがよくわかりませんでした。

らき，森林資源を守ることは環境保全につながると

何を言っているのだろうこの方々は，とも感じまし

いったことを小学生の子どもたちは学校で学んでいま

た。しかし，認証取得の過程で，そして認証を取得

す。また，森林認証のロゴマークがお菓子や飲料の

し，その具体的な活用策を考える中で，先の言葉の意

パッケージについている時代になっています。持続可

味がよく理解できるようになりました。認証の活用策

能な森林保護と利用の仕組みである森林認証制度は，

は認証審査機関や先行した他団体に求めることではな

今の子どもたちの心に響くようになってきていると思

く，取得を考えている団体が主体的に考えるべきこと

います。ただ，大人の方々にはまだ十分には浸透して

なのです。認証を梃子（てこ）としてやりたいこと，

いません。その理由の一つは，知る機会，聞く機会が

示したいことを考え，認証取得に要するコストと得よ

限られているからだろうと思います。そこで，築後

うとする利益−これは単に価格的なことだけではあり

40 年近く経過して老朽化した事務所の新築に際し，

ません−を天秤にかけ，その上で取得の可否や活用策

隗（かい）より始めよ，に倣うことにしたのです。ま

を考えるものだと思っています。講演の中で使う「自

た，西十勝森林組合（新得町）もほぼ同じ時期に事務

分で考えること」という言葉だけが印象に残ってしま

所を更新する計画があったので，互いに協力し，十勝

うようですが，その意味は上に述べたとおりです。

の建物が認証材で建てられていることをPR すること
をもくろみました。
建築物を建てるには，多くの事業者が関わることに
2

なります。ですが，関係するすべての事業者が認証を
取得することは現実的ではありません。そのため，建
築物や構造物ごとに認証を受ける「プロジェクト認
証」という制度が設けられています。これは，そのプ
ロジェクト（建築物等）で使用される木材が認証材で
あることを保証する制度です。言い換えると，プロ
ジェクトに使用する木材はCoC認証取得した事業体の
ものでなくてはなりませんが，プロジェクトに関わる
事業体は認証を取得する必要がない，という仕組みで
す。

SGECプロジェクト認証取得の動きは2018年頃から
増え始め，認証取得件数は17件（2022年１月31日ま
で2)）となっています。また，FSCプロジェクト認証
取得件数は 45 件（ 2021 年 5 月まで 3 ) ）となっていま

写真4

2階大会議室

す。
■建築物について
建築物の概要を表3，写真3～5に示します。
表3

建築物の概要

設計

木の香工房

施工

髙橋組・納村特定建設工事共同企業体

用途

事務所

階数

2階

延べ床面積

765.97m2
（1 階：467.03m2，2 階：298.94m2）

地域区分

法 22 条区域

主要構造

木造

工期

2019 年 3 月～2019 年 10 月

写真5

1階の格子状耐力壁

使用した木材の概要を表4に示します。カラマツ原
木は全て大雪森組管内（音更町，士幌町，上士幌町）
のSGEC-FM認証を受けている民有林から搬出された
ものです。それを大雪森組の製材工場（写真1，右中
央）で製材し， SGEC-CoC 認証を取得している協同
組合オホーツクウッドピアで乾燥・集成加工し，柱，
梁などの構造材として使用しています（写真6）。な
お，大雪森組の製材工場では例年 1 万 2 千 m 3 程度の製
材を生産しており，その4割程度がラミナ材となって
います。
使用したカラマツ集成材の断面寸法は，120 120・

150・180・200・210・240・270・360・420・500・
520・650・680mm，135 300mm，160 720mmなど
多岐にわたっています。
破風，母屋，束にはトドマツ製材を使用していま

写真3 1階事務所
カラマツ集成材の一部は現しとし，白系の自然塗料を塗布

す。それらも認証材で，置戸町の新世紀森林組合の木
材になります。

ウッディエイジ
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写真6
表4

施工途中の軸組

使用木材

■謝辞
十勝大雪森林組合の山本組合長および勝野参事に

材種等

材積

使用部位等

カラマツ集成材

83.3635m3

構造

は，本稿で紹介したSGECプロジェクト認証事務所を

トドマツ製材

7.4497m3

母屋等

始め，本稿ではふれなかった森林整備事業から林産加

カラマツ合板

1,090 枚 1)

下地

工部門に至る組合の事業内容について長時間にわた
り，詳細にご説明いただきました。また，多くの資料

1) 28mm：510 枚，24mm：210 枚，12mm：370 枚

をご提供いただきました。厚くお礼申し上げます。

■おわりに

2021 年，協議会の役員改選を機に大雪森組は会長
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職・事務局の任を終えました。最後の仕事として，移
転・新築する「道の駅おとふけ」のプロジェクト認証
取得を進め，表1に示すように2021年（6月17日）に
音更町役場が認証を取得しています。
道の駅おとふけは 2021 年 12 月に竣工し， 2022 年 4
月に開業しました。認証を取得した建築物には，認証
機関から認定証とプレート板が授与されます。しか
し，このような認定証だけでは認証された森林の木材
を使用している建築物であること，そして何より森林
認証のそもそも意義が十分には伝わりません。多くの
方々が集う道の駅が認証を取得したのですから，資源
の永続性を考えた木材を使っていることをパッと伝え
るメッセージボードを施設内に設置することを認証機
関に提案し，それが実現しました。
機会があれば道の駅おとふけを訪れていただきたい
と思います。そして，さらに多くの認証取得施設が実
現することを願っています。
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