そまびと

京の山杣人工房事業

～木の文化を大切にするまち・京都～
も

り

暮らしの中に『森林』や『木』の香りを
京都市
産業観光局農林振興室林業振興課

京の山杣人工房事業とは
「木の文化を大切にするまち・京都」が目指す循環型社会のライフスタイルの一つとして「森林や
里山との共生・木のある暮らし」を提案，普及を図る事業です。
各行政区に一箇所ずつ設置している京都市地域産材を使用したモデル工房を情報発信拠点とし
て，リフォームモデルの展示や学習会の開催，森林体験活動等を通じて森林のファンを増やすこと
により，京都市地域産材の需要拡大や森林の健全化，林業の活性化を目指しています。

杣人工房事業の
杣人工房事業の全体イメージ
全体イメージ

モデル工房の
森林活動フィールド
京の山々と森林
森林体験活動
森林体験活動へ
へ
参加

木材供給

■木材原木市場

■森林体験活動

■北山丸太の天日干し
（市内11箇所に設置）
■リフォーム展示・相談等
■森林体験・学習会の開催等
■木工教室

■製材工場

■北山杉，ヒノキやスギを
現代風デザインへとする試み
■プレカット工場

新たな京の山と森林のファン獲得へ


都市での木材活用が元気な山と森林をつくります。

杣人（そまびと）とは
山や木について深い理解と優れた知識を持ち，山からのめぐみである木を伐り，それを存分に
活かして生活の糧にする人々であり，山や里を守ってきたことに対する尊敬の意味を含んでいます。

本事業を通じて供給される木材は京都市域で育った木々です。
木材は以下のように様々な特徴を有しており，京都の気候で育ってきた木々は，近く，つまり京都で活用
した方がとりわけその特徴を発揮するとされています。

住環境における特徴
■湿度を一定に保とうとする調湿作用
■衝撃緩衝作用があり，足裏への負担が少ない
■熱伝導率が低いため断熱性が高い
■ダニの生育を抑制する作用
■適度に吸音する作用
また，マウスを使った実験によると，木でできた飼育箱で飼ったマウスの方が，金属やコンクリートの飼育箱で
飼ったマウスより長生きができ，よく成長するという結果が出ています。
（参考 （財）日本住宅・木材技術センター ホームページ）

地球環境における特徴
■育った山の近くで活用するので，海外から運んでくる木材より，運搬する際に排出するＣＯ２をはるかに
減少させられます。
■地域でとれた木材を使うことで，山が元気になります。山が元気になると，私たちの街へおいしい空気，
きれいな水を生み出してくれるとともに，土砂崩れを軽減させようとする力も強くなります。さらには森
林に住む生物の多様性が広がることにもつながります。

京都市では毎年，この京都市地域産材の良さをより多くの方に体感していただくことを目的に，
そまぎ
「みやこ杣木（京都市地域産材）」（以下「みやこ杣木」と表記）の提供を
行っています。
これは，京都市内にお住まいの方が住宅のリフォームを行われる場
合に，一定量の「みやこ杣木」を提供するものです。
提供希望者の募集等につきましては，お問い合わせください。
北山丸太加工品「洛北」

（

森の家に住みたい会

北区紫野雲林院町13

）

075-432-3181

岩井木材株式会社 内

工房の特色
岩井木材の１００年の民家である倉庫を再生し木材
の味を楽しむ空間で総合的な視点から北山杉の普及
活動を行います。
住宅を中心としながらも，建築士との共同開発によ
る様々な建築素材として北山杉の利活用を図ります。
長年携わってきた国内産材の普及活動をさらに展

代表 岩井 清氏 開し，最近では，間伐材を活用した耐震改修の研究も
行っています。

※ 工房内には
工房内には，
には，北山杉等無垢材をテーマとした
北山杉等無垢材をテーマとした
リフォームのモデルルームがあります。
リフォームのモデルルームがあります。

（

きりんや

木輪舎

上京区堀川通上立売上ル竹屋町584

075-451-1452

有限会社ライフ川

）

内

工房の特色
大正６年創業の，京都市地域産材を活用した
オーダー家具や内装リフォーム等を扱う西陣の家
具店「ライフ川」の中にあります。

代表 川哲雄氏

地球環境保全や地域林業・木材関連地場産業の
保全育成・活性化のための研究開発や，京の木の
文化を活かした安心して暮らし続けられる循環型
社会の暮らし方を，家具・小物から住まい・まちづく
りを含む日常生活全般を通して総合的・科学的に
提案する「山とまちをつなぐ総合情報発信・交流・
研究拠点」です。
※ 工房内には
工房内には，
には，北山杉等無垢材を
北山杉等無垢材を 用いた家具等
いた家具等が
家具等が
展示されています
展示 されています。
されています 。

京町家、森の灯台

（左京区銀閣寺町25

090-3275-8900）

工房の特色
京都東山の如意ケ嶽で通称「大文字山」と称され
る山を中心に培ってきた里山をいかに再生するか
を理念とし，文化都市景観の「京都三名山」を後世
に継承する土壌づくりとして，荒廃した山に入り樹
木や植物の再生と昆虫や動物との共生を図る研
修会をはじめ実地講習会を開催，また山に生息す
る広葉樹の利用方法などの講習会を実施します。

代表 長谷川綉二氏
※工房は
工房は，山 での活動拠点
での活動拠点となります
活動拠点となります。
となります。

各工房では，森林や木に関する相談，リフォームに関する相談や森林学習活動（森林や木に関するセミナーや実地講習会）を随時，
開催しておりますので，お気軽にお立ち寄り若しくは御相談ください。

（

そうふうかん

艸風館

中京区西ノ京中保町64

075-463-4338
株式会社長村組

内
株式会社長村組 内

）

工房の特色
鉄筋コンクリートのビルの中に作られた京都らし
い和風の空間は，北山杉を始めとする京都の木を
使ったマンションリフォームを提案しています。

代表 土井孝博氏

数奇屋建築のテイストを活かしながら，現代の生
活スタイルに合った新鮮な木の使い方を提案して
います。
貸会議室としても開放しておりますので，ご希望
の方はお問い合わせください。
※ 工房内には
工房内には，
には，確かな技術
かな 技術に
技術に裏づけされた
数奇屋風リフォームモデルがあります
数奇屋風リフォームモデルがあります。
リフォームモデルがあります。

（

くう

空

下京区西洞院木津屋橋上ル 辰巳ビル２Ｆ

）

075-371-3101

株式会社辰巳建設

内

工房の特色
京都駅のすぐ近くと，交通の便が大変良く，ヨ
ガ教室など各種セミナー，等の貸し会議室の
ほか，ギャラリー，イベント会場といった様々な
催しの貸空間としてもご利用いただけます。

代表 辰巳尚隆氏

森の窓口として，京都の山を良くしようという
活動をされる方と広くネットワークを広げていき
たいと考えています。
端材を再利用した厚みのある木片床に，木
の質感を感じます。
※ 新 しい感性
しい 感性でリフォームした
感性でリフォームした若
でリフォームした若々しい
モデル工房
モデル 工房です
工房です。
です。

（

もっこうきょうしつ

）

伏見区竹田西小屋ノ内町50
075-612-1440
株式会社ゼロ・コーポレーション住宅展示場 内

木好京室
工房の特色

住宅展示場の中のセンターハウス内にある
工房です。住宅展示場ですので，木材が実際
の家造りに活かされている事例を見ることが可
能です。
京都が誇る北山杉の景観を守るため，北山
杉の新しい利用方法を研究する工房です。

代表 大島 剛氏 北山丸太を京都らしい面皮付きの構造材とし
て利用する技術を研究しています。北山杉の
家に住んでみませんか？
※ 北山杉を
北山杉を使ったモデルルームを
ぜひご覧
ぜひご 覧ください。
ください。
各工房では，森林や木に関する相談，リフォームに関する相談や森林学習活動（森林や木に関するセミナーや実地講習会）を随時，
開催しておりますので，お気軽にお立ち寄り若しくは御相談ください。

（

こだま

木魂の森

南区吉祥院御池町10-3

）

0120-07-8341

株式会社デザオ建設

内
株式会社デザオ建設住宅展示場 内

工房の特色
■南区のイオン洛南店前のモデル工房です。
住宅展示場内にあり，小さなお子様を杉板の床に
寝かせて頂いたり、子供達が裸足で走ったり「ここ
ろ」と「からだ」で「木」の良さを感じて頂いています。
地域産材の住まいへの利用を通して，京都の山
を守る活動を行います。

代表 大藪良悟氏 木の香りがする空間を是非体感してください。

※ 地域産材の
地域産材の新しい提案
しい提案を
提案を提供しています
提供しています。
しています。

イオン

ふう

嵯峨・木のこゝろ『風』

（右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町４-７

075-881-6868）

工房の特色
北山杉を活かした手刻みの住宅を造っている嵯
峨地域の工務店の１階にある工房です。
いろいろな木の特性を比較し，体感できるような
造りになっており，木の素材を活かした家具や造付
けの椅子等も備わっており身近に気の良さを感じ
て使っていただく提案をしています。

代表 竹内 明氏 子供たちに木の魅力を伝える「木育」に取り組ん
でいます。

※ 高 い 技術に
技術に裏付けされた
裏付けされた木使
けされた木使いを
木使いを体感
いを体感してください
体感してください。
してください。

「京北の木で家をつくろう」ネットワーク

（

西京区上桂前田町50-2 桂グランドハイツ１Ｆ
075-394-1711

株式会社フジノ工務店 内

工房の特色
京北の林業家と街の設計事務所・工務店な
どの仲間が集まり，「京北の木」を中心に近く
の山の木で家づくりを進めている山と街を結ぶ
活動を行います。
住宅の見学会，伐採や木工教室等，山や木
を知るツアーも企画しています。

代表 住吉 豊氏 マンション１階の五条通に面した工房で，北
山杉の小物や家具も展示しています。

※ 地元の
地元 の木「みやこ杣木
みやこ杣木」
杣木」を使ったマンション
リフォームも提案
リフォームも提案しています
提案しています。
しています。

各工房では，森林や木に関する相談，リフォームに関する相談や森林学習活動（森林や木に関するセミナーや実地講習会）を随時，
開催しておりますので，お気軽にお立ち寄り若しくは御相談ください。

）

彩暮は
彩暮 は 現在閉鎖中です
現在閉鎖中です。
です 。

（

さくら

彩暮

東山区川端七条上ル下堀詰町246-2

）

075-551-0570

京都デザインセンター 内

工房の特色
京阪七条駅のすぐ近くにあるモデル工房で
す。京都市地域産材を活かした住空間の提案
を行っています。

代表 森本 均氏

建築に携わる専門家の講演や歴史的建造
物等の見学を行う建築塾や，植林体験等を行
う森林学習活動を企画しています。
貸会議室としても開放しておりますので，ご
希望の方はお問い合わせください。
※ 無垢の
無垢の木材を
木材を使用して
使用して設置
して設置されたモデル
設置されたモデル
工房には
工房 には，
には， 施工事例や
施工事例や材料見本が
材料見本が展示さ
展示さ
れています。
れています。

自然住宅情報ひろば

（山科区四ノ宮大将軍町15

075-582-8177）

工房の特色
京阪四ノ宮駅，地下鉄及びＪＲの山科駅
の近隣にあるモデル工房です。健康で快適
な住まいづくりに適した木材を積極的に市
民に提案しています。

代表 山田喜美子氏

木工体験のワークショップや自然観察会，
地域産材の普及を進める勉強会を企画して
います。
木材以外の環境にやさしい材料・システ
ム等の普及も行っています。

※ 工房内には
工房内には，
には，木材と
木材と 木材以外の
木材以外の環境にやさしい
環境にやさしい
材料・システム
材料 ・システム等
・システム等の見本品や
見本品や資料が
資料が展示及び
展示及び
設置されておりますので
設置 されておりますので，
されておりますので，ご覧ください。
ください。

そまぎ

「みやこ杣木
みやこ杣木」
杣木」認証制度（
認証制度（京都市木材地産表示制度）
京都市木材地産表示制度）
京都市域の森林及び市内の林業事業体が，林業生産活動を行う森林で産出された木材を原材料とする製材品，磨丸太及び
これらの加工品を「地域産材」と定義し，これら地域産材のしるしとして認証マークを表示します。
なお，必要に応じて次の表示を行います。
品質及び性能表示
材面区分，含水率，強度等級区分を表示します。
環境貢献度に関する表示
木材製品の材積に応じた炭素貯蔵量を表示します。
日本農林規格（ＪＡＳ）に基づく規格
ＪＡＳ認定工場が生産するＪＡＳ規格木材について，日本農林

「みやこ杣木」の仕組みは，

規格による格付の表示を行います。

京都市林業振興課及び，
京都市域産材供給協会のホームページで詳しく紹介しています。
http://miyakosomagi-e.net
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問合せ先 ： 各モデル工房及び，京都市産業観光局農林振興室林業振興課 075-222-3346
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