
えひめ「木」のいえ  住み継ぐ家
愛 媛 の 森 林 を 育 む 木 の 住 ま い

愛媛県産材住宅モデル展示協議会・愛媛県林材業振興会議



やすらぎと温もりを感じる  
住まいとは一番落ち着きたい場所だから、いつも優しいぬくもりに包まれていたい。
大切な家族との大切な時間だから、いつもやすらぎを感じていたい。
心も体も健康であるために快適な家に暮らしたい。
昔からの日本の風土に調和してきた木造住宅、そして日本人にとって忘れられない木の香り、ぬくもり。



   快適な住空間。
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木の家に暮らす

えひめ木のいえ、住み継ぐ家。

若手設計士とつくる
「回遊できる家」

県民に広く木造住宅の振興を図るため、本県の気候風土や文化の特性を踏まえ、
地域材の良さを十分に活かした良質な木造モデル住宅の建設と展示を計画しております。

愛媛県産材住宅モデル展示事業

媛の森林で育まれた木材をふんだんに使
用した木造住宅。愛媛県は全国１のヒノキ

の生産量を誇っています。そのヒノキ材をふんだ
んに使った木造住宅をモダンな設計で計画いた
しました。

【家族構成】
4人家族　30代夫婦＋幼稚園（男）＋幼稚園（女）

【設計コンセプト】
4人の親子が、「愛媛の木の家」で暮らす事になり、自然の森の中で共存しているイ

メージから、家の中で共有できるスペースをできるだけ確保しました。基本的には現

し天井としています。

床・腰壁は桧材を使用し、壁は珪藻土の塗り壁です。自然素材をふんだんに使い、森の

中にいるかのような心地よい住まいを創ります。2階の天井は勾配天井になります。

間取りはLDKより和室・階段・水廻りへと移動する動線により、廊下を無くし、スペー

スの無駄を省きました。また、LDKの南面に大きな開口と吹き抜けを取り、北・東・西

面には小窓を配置する事により、採光と通風を確保してあります。

この建物の特徴は2階のインナーバルコニーです。子供さんが部屋で孤立しないよ

う、インナーバルコニーを介して遊べるスペースとなっています。よく1階に設ける

広縁のイメージです。大きな開口で開放感を出しつつ、木製格子で外部からのプライ

バシーを確保しています。

外観イメージパース

東側　立面図

1階　平面図

2階　平面図

南側　立面図

内観イメージパース

愛

モデル住宅 No.1
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木の家に暮らす

●県民のニーズに応える健康で快適な木造住宅の供給
●住宅産業や林業・木材産業など地域産業に寄与する木造住宅の供給
●森林資源の活用と環境の保全に寄与する木造住宅の供給

シンプルモダン設計を基調に
機能性・快適性を重視した住宅

計画の目的

設計
コンセプト

●愛のある家族住宅
●森の中で共存するイメージから共有スペースを回遊できる家
●愛媛の風土にあった「風」や「光」の有効活用
●自然素材の使用
●閉塞感のない、開放的な間取りの採用

木造建築の
特徴

●全国一生産量の多いヒノキとともに県産材利用のPRを目指す
●主要部材（柱、梁、桁、土台等）に強度性能や耐朽性の高いヒノキ材を使用
●4寸（12㎝）角柱や大黒柱、1階・2階の天井部分を現し構造とし、木構造の良さを表現
●外観からも木造であることを表現
●屋根下地等に断熱性能の高いスギ厚板1寸（3㎝）を使用し、県産材を適材適所に活用

設計・監理／スタジオＫＤＲ（19P参照）　　施工／好建工業（18P参照）

東側　立面図 南側　立面図

【家族構成】
３人家族　３０代夫婦＋子供

【設計コンセプト】
「友人をもてなし、落ち着いて過ごせる空間」をできるだけ叶える為に、LDKと一体化

利用が出来るテラスで光と風と緑を感じられる開放感溢れる空間としてみました。

そのLDKには日本古来より培われてきた木造住宅の良さである木の温もりや優しさ

を感じていただけるようヒノキを使い、ご夫婦で料理をされることやホームパー

ティーを考えて　キッチンは周りを囲めるアイランド型としました。

また、キッチン横には奥様の為のワークスペースも配置。

2Fベランダ前には、小さいながらも日向ぼっこや取り込んだ洗濯物を座ってたため

るタタミスペースをもうけてみました。

クライアント様ご家族が快適かつ機能的に生活できる間取りを思い描きながら設計

させていただきました。

1階　平面図

2階　平面図

●県民のニーズに応える健康で快適な木造住宅の供給
●住宅産業や林業・木材産業など地域産業に寄与する木造住宅の供給
●森林資源の活用と環境の保全に寄与する木造住宅の供給

本古来より木造住宅に使われてきた天然木材は身体にも優し
く、またその香りや手触りは癒しにもなり、ストレスの緩和に

もなると言われています。

日

モデル住宅 No.2
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木の家に暮らす

奥行きのある玄関

伝統的な造りの座敷

無垢の床板のリビング

木の香りたっぷりの居間

西条で 3 0 年。
愛媛の木で造る
木の香の家。

環境との共生を考える。
「木」を愛する家づくりの本質。

自然素材の家の中でも快適性が違います。高気密、高断

熱、省エネには自社の施工力から自負があります。

快適性へのこだわり

所在地 松山市
敷地面積 161.92㎡
規模・構造 木造2階建て
延床面積　121.40㎡

建設会社　 白石木材商工 ㈱（１8Ｐ参照）
西条地産地消の家づくり推進協議会

建 築 概 要

木
造
住
宅
施
工
事
例
❶

6

愛媛の森林を利用し育み守ることで自然のダム機能を助け、それゆえの日本
一の打ち水があるこの西条市を愛し、自社の製材所と自社の大工さんを有

して、安心で健康で環境に優しい住宅を提供しています。単に家を創るだけでは終
わらせない、それがお客様の満足にもつながると考えています。

モダンな外観



木の家に暮らす

リビングからのキッチン

遠景に皿ヶ峰が望めるリビング

心地よい空間のリビング落ち着いた雰囲気の和室

7

住み手が木の家を
より意識できる住宅。

「個建住宅」の提案。
それぞれに溶け込む
個性の表現。

目の前にある具現化されたものとほぼ同じ家を、まるで車や電

化製品のように、高額にもかかわらずとても簡単に手に入れ

る事ができるようになりました。

これも時代の流れなのでしょう、家は「買う」ものになってし

まった。

せめて私の設計する住宅くらいは、依頼者の個性がその地域

に表現できればとの考えに重きをおきながら、日々の設計活

動の目標としています。

家は買うのではなく「建てる」もの。

所在地 東温市
敷地面積 312.00㎡
規模・構造 木造2階建て
延床面積　135.00㎡

建設会社　 大野順作建築研究所（１9Ｐ参照）
越智今治地域「地産地消の家づくり」推進協議会

建 築 概 要

木
造
住
宅
施
工
事
例
❷

交通量が非常に多い県道からの視線を隠しながら、石鎚山景を遠
くに望む東温地域の田園風景と、心地よい風を楽しめるようにと

考え、一方向に振った仮設足場用の杉板を建てた板塀をもつ住宅です。
　この板塀は１階の軒下までの高さとし、敷地境界の曲面に合わせながらも、
屋根の勾配に沿った形状で、建物の一部としての一体感を持たせています。
　この家の中心となる吹抜の家族室の２階をできるだけ１階に近づけたいと
の考えから、１階は床梁を表した天井で２階床までの高さを2.40 ｍとしてい
ます。この寸法は一般的な住宅の天井高さです。

県道からの視線を隠す外観



木の家に暮らす8

照明にもこだわってお洒落に
静かな雰囲気の和室

県産無垢材をふんだんに使った骨組みキッチンからも見渡せてゆったり過
ごせる開放的なリビング

キッチンと一体型のダイニングリビング階段により家族のコミュニケーション動線を快適に

愛媛県産材を１００％使用長期優良住宅仕様

健康と環境に
やさしい家を創造する。

同じ風土で育った木材を、「適材適所」に！

自社で意匠設計や架構設計（伏図作

成）を行うことで、構造的な検討を加

えながら、設計を行っております。

自社で設計することで、「独自の床筋

交い」の開発や無垢材による性能評価

耐震等級３を実現する等、高い設計力

につながっています。

自社設計へのこだわり

所在地 松山市
敷地面積 ２０５．００㎡
規模・構造 木造2階建て
延床面積　１２８．００㎡ 建設会社　 ㈱新日本建設（１8Ｐ参照） 

建 築 概 要

木
造
住
宅
施
工
事
例
❸

人間は古来から木と共に生き、木の成分は人を爽快にさせるリフレッシュ
効果があります。新日本の檜良太郎の家は、木を知り尽くしたプロが選

木した県産材を100％使って建てられ、杉・桧・松などの木材が住み心地や
耐久性・耐震性などにも配慮されて使われています。中でも、床面に多く使用
された「松」は使うほど味わいのあるツヤが出ると共に、長持ちしてしかも強
く、このモデルハウスの一番のこだわりです。



木の家に暮らす 9

小舞壁と小屋梁

土壁づくりの伝統建築

心地よい空間のリビング

落ち着いた雰囲気の和室

自然にも人にも
優しい健康住宅。

気候風土にあった家、
和風住宅を造り上げる職人の技。

「ひとつのことに打ち込み徹底的にこだわる。」そ

れは家づくりも同じであると思います。私達が取り

組むのは、間取り・材料・骨組みにこだわり、かつ室

内環境の良い次世代が受け継ぐことの出来る住宅

です。

こだわりが光る、匠の技。

所在地 今治市
敷地面積 ２１０．００㎡
規模・構造 木造2階建て
延床面積　１７６．５８㎡

建設会社　 西畑建設㈲（１9Ｐ参照）
伊予地区地産地消の家づくり推進協議会

建 築 概 要

木
造
住
宅
施
工
事
例
❹

土壁をつけた和風住宅それは高温多湿の愛媛県の気候風土に適し、冬の
寒さにも順応した歴史ある家造りです。

地元愛媛県で培われた伝統工法にこだわり、土壁をつけた地震に強く、健康に
よい家造りに取り組んでいます。
愛媛県産材及び愛媛近郊の木材「杉、桧、ケヤキ、山桜、栗」を自社で製材、加
工しており、中間業者を置かないので優良木材を使用した優良健康住宅を実現
しています。



木の家に暮らす10

県産無垢材をふんだんに使ったリビング

構造材骨組み

小さな木のおうちの外観

小屋裏が見える部屋 木の匂いかおる玄関

和
な ご

みの家、
自然着の家。

心地よさを堪能させる造り
「あらわし」の美。

「人に優しい家、自然を感じる家、長く暮らせる家」を

テーマに「安心」「安全」「健康」を満たす住まいづくり

に取り組んでいます。住まいづくりをただ単に建物

を建てるだけ ･･ としてとらえるのではなく、その家

をとりまく地域やさらには地球環境も含めた広い視

野でとらえ、テーマの実現を目指しています。

心の和む家づくり

所在地 松山市
敷地面積 １４４．３３㎡
規模・構造 木造2階建て
延床面積　１０６．４９㎡

建設会社　 ㈱西渕工務店（１9Ｐ参照）
大洲喜多地産地消の家づくり協議会

建 築 概 要

木
造
住
宅
施
工
事
例
❺

西渕工務店の家の特長の一つである「あらわし」と言われる造りは、柱や
梁などの軸組を天井や壁で隠してしまわず、表に出したままにしておく造

りです。天井を見上げると、ダイナミックな梁や小屋組が見えます。日本建築な
らではの見事な架構美が目を楽しませてくれます。呼吸する無垢の木が「あらわ
し」になっていることで、木の持つ調湿作用などが存分に発揮されます。良質な
木と職人の技による「あらわし」の美をご覧ください。



木の家に暮らす

建 築 概 要

11

屋根裏の造りは地松の小屋梁

シックで落ち着いた外観

本格的な座敷

県産の無垢材のを使った玄関

明るい雰囲気の和室

自然にも人にも優しい健康住宅。

和の心、木の文化。宇和桧で建てる家。

所在地 宇和島市
敷地面積 １６１．９２㎡
規模・構造 木造2階建て
延床面積　１３９．７０㎡

建設会社　 ㈲丸万住宅（１9Ｐ参照）
西予地区林材業振興会議

建 築 概 要

木
造
住
宅
施
工
事
例
❻

木の特性を知り尽くした上で、自社にて製材から設計施工まで一貫して適
正な加工での品質管理を実施しています。本社倉庫で高く積まれた製品

は２年から５年以上置き自然乾燥を行いますので、狂いのない家の骨組み（構
造材）となります。

宇和町の森林の人工林は桧が圧倒的に多く、人工

林全体の70％を占め、いわゆる宇和桧の産地とし

て知られています。

原木は県内産材、特に宇和桧にこだわり、社長自ら

原木を吟味し、製材します。作り出された材料は適

材適所、家の骨組みとなっていきます。

こだわりの木材
宇和桧。



木の家に暮らす

　林業が衰退し、日本の森林は手入れが行き届かず、荒廃が進ん
でいますが、私たちが日常生活の中でもっと木材を使えば、資金
が山に還元され、「植える→育てる→収穫する→使う」という循
環が保たれ、本来の機能を持った森林が整備されるのです。
　私たちの身近にある木材を使うということは、木のぬくもり
として私たちの心に響くばかりか、森林を支える「林業」と「山
村」を活性化させ、私たちの生活の根幹となっている大切な森林
を守ることなのです。

木材を使うということ

　愛媛の森林にはいろいろな顔があります。
　端正に林立するスギやヒノキなどの人工林。
シイ、カシ、ブナ、コナラなどの多彩な樹種でつ
くられる天然林。　
　どちらも、人の手が加えられることにより最
適な状態に保たれ、住宅用の木材や薪などの供
給源となり、同時に、土砂崩れを防ぎ、豊かな水
と空気を供給するなど、古くから私たちの暮ら
しに深く関わり、生活を守ってきました。

森林を活かす

木材自給率の推移(全国)
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住宅用の木材を供給するため、間伐が繰り返されたスギやヒノキなどの
人工林。林床には広葉樹が育ち、多様な森林が形づくられています。

クヌギやコナラなどの広葉樹は古く
から薪炭林として利用され、また、シ
イタケ栽培用の原木としても活用さ
れています。

愛媛県の土地利用割合 民有林の樹種別面積割合

合計
360,378ha

人工林 62％
計 222,378ha

スギ 30％
107,170ha

ヒノキ 30％
108,420ha

マツ・クヌギ・
その他 2％
6,787ha

天然林 34％
124,366ha

合計
567,703ha

国有林 7％
40,526ha

民有林 64％
360,378ha

森林面積 71％
計 400,904ha

農地、宅地、その他
29％

166,799ha

その他 4％
13,634ha

人工林 天然林

暮らしを支える森林
古くから私たちは森林と関わり、そして、森林に守られてきました。
しかし今、大量生産と大量消費が繰り返され、利便性だけが求められる現代社会の中で、身近にある豊
かな森林は忘れ去られ、利用することで健全な姿を保ってきた森林は、荒廃の一途をたどっています。
　

森林を育み、住む人々の心を癒し、自然環境の保全に貢献する

12



木の家に暮らす

一軒の家の構造は、下から土台、柱、梁、桁、垂木、棟木などの部材で構成されています。
土台は、地面に近く湿気に強い材料が向いているので、防水作用の強いクリ、強い殺蟻性のあるヒバ、油分の多いヒノキなどが使われま
す。柱は、まっすぐで加工性に優れ、木肌や木目が美しいヒノキやスギが使われています。
屋根を支える小屋梁や2階の床を支える床梁は、曲がりにくいことが大事なのでマツが最適ですが、近年、マツ材の減少により、米マツに
取って代わっています。

木の種類と特性

森林環境の保全

　手入れされず林床がむき出しになった人工林。
ひとたび雨が降れば一気に土砂が流れ出る。

間伐後、残った木々は太陽のエネルギーを受けて
生長を続け、自然環境を守りながら次の伐採時期
を待ちます。

伐採された木材は主として住宅に使われ、私たち
の心を和ませてくれます。

木造住宅を建てる場合、木材代が高いと思われがちですが、一般的な
住宅（33坪）では、木工事は工事全体の約33％で、うち木材の材料費
は25～35％にすぎず、工事費全体の8～11％となっています。

◎住宅ローンの返済で支払った5年間の利子の
一部が戻ってきます。

◎住宅ローンの金利がお安くなります。

◎約1棟分の県産柱材80本相当の木材代がも
らえます。

県産材で木造住宅を新築するときには
こんなメリットが！

県産材の利用

木造住宅の建築費

愛媛県林材業振興会議
〒790-8582　愛媛県松山市三番町4丁目4-1（林業会館1階）
開館時間：9時～17時　無料駐車場有り　休館日：毎週日曜・祝日
TEL089-941-0165　FAX089-941-7566
URL　http://www.kinosoudan.jp/

■ご質問・ご相談はこちらまで

基礎工事
5.07％

仮設工事 5.65％

屋根工事 4.39％
板金工事 3.03％タイル工事 2.74％

左官工事 7.62％

建具工事
15.28％

塗装工事
3.84％

内装工事
8.51％

雑工事 8.38％

経費 1.97％

木工事
33.52％

労務費
65％

その他 5％

材料費
30％

資料：㈶日本木材総合情報センター

樹　種 気乾比重
（kg/cm3）

強度（kgf/cm3）  曲げヤング
係数（tf/㎤） 耐朽性 乾燥性 耐摩耗性 用途例

曲げ 圧縮 せん断

スギ 0.38 0660 340 080 080 ○ ◎ × 構造材、下地材、内法材、造作材

ヒノキ 0.41 0750 400 075 090 ◎ ◎ × 構造材、下地材、内法材、造作材、磨き丸太、縁甲板

ヒバ 0.41 0750 400 075 090 ◎ ◎ × 構造材、下地材、内法材、造作材、水まわり

ツガ 0.51 0760 430 090 080 × × ○ 構造材、下地材、内法材、縁側板、四方柾目材

アカマツ 0.53 0900 450 100 115 ○ ◎ ○ 構造材、下地材、内法材、造作材、床材、床板

ケヤキ 0.62 1010 475 130 120 ◎ ○ ◎ 梁、桁、敷居、造作材

ミズナラ 0.67 0990 465 110 105 ○ × ◎ 床材、内法材、化粧用単板、合板

ブナ 0.63 0890 435 130 120 × × ◎ 床材、内法材、造作材、合板

ベイヒ 0.46 0700 300 090 080 ◎ ◎ × 構造材、内法材、造作材、器具

ベイヒバ 0.50 0705 375 080 100 ◎◎ ◎ ○ 構造材、屋根材、床材、造作材、水まわり

ベイスギ 0.35 0550 310 060 080 ◎ ○ × 屋根材、下地材、羽目板、幅広物

ベイマツ 0.53 0780 420 080 130 ○ ◎ ○ 下地材、内法材、造作材、長大物、合板

オウシュウトウヒ
（ホワイトウッド）

0.41 0660 325 090 090 × ◎ ○ 構造材、内法材、造作材、器具

オウシュウアカマツ
（レッドウッド）

0.47 0650 290 080 085 × ◎ ○ 構造材、内法材、造作材、器具

気乾比重は、大気中に放置したときの比重。強度はそれぞれ、曲げ、圧縮、せん断についての数値。ヤング係数は、材料の変形のしにくさを表す数値。
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木の家に暮らす

身近な木を見直してみましょう！
木材は環境と暮らしの優等生！そして最もエコな素材です！

木は切ってしまっても植えれば、
また再生産可能

木は「再生可能な資源」

木材は加工のための消費エネルギーがほか
の材料に比べて極めて少ない！

木材は省エネ材料

木材は、一度利用された木材
を新たな製品に作り替えたり、
再利用したりすることが可能

木材はリサイクル可能

木造住宅の建設がいかに地球環境にや
さしいかが分かりますね！

木材製品は加工時のCO2
放出量が少ないエコ商品です！

CO₂の固定効果

CO₂の貯蔵効果

省エネ効果

化石燃料の抑制効果

CO₂

1戸あたりの炭素貯蔵量と材
料製造時の炭素放出量

（床面積136㎡の住宅）
炭
素
貯
蔵
量
炭
素
放
出
量

6t 1.5t 1.6t

21.8t

14.7t

5.1t

木
造

住
宅

鉄
骨
プ
レ

ハ
ブ
住
宅

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

住
宅

木の家は第二の森林と
言えますね！

木質バイオマス
エネルギーの活用

太陽エネルギー
樹木の生命力

エネルギー

木材
（人工乾燥製材） 鋼材 アルミニウム

資料：大熊幹章氏「地球温暖化防止行動としての木材利用の促進」

リサイクル

再利用

解体材

燃やす
木材・木質系材料

木材資源

森林（主に人工林）

木造住宅・家具

1木材は、私達の生活にこんなにも役立つ、
自然がつくった半永久的に再生産できる材料です！

　木はCO₂吸収源として地球温暖化防止に欠かせない存在で、吸収されたCO₂は炭素として樹木に固定されま

す。ですから、30坪(100㎥)の木造住宅なら約４ﾄﾝの炭素を貯蔵していることになり、非木造住宅の4倍にもなって

いますよ。(森林総合研究所調べ)

　人が植え育てている森林(人工林)は、木

が大きくになるに従って、木と木が込み合っ

てくるのを防ぐため、間伐を繰り返して、立

派な木に育てています。（愛媛の森林のう

ち人工林は62％を占めています。）

～そして、この間伐した木も有効に活用す

ることで、森林づくりに役立てたいですね！

そのような、地味だけと大切な山づくりの結果

CO₂をたくさん吸収してくれる健全な森林が育つのですよ！

そして、木を伐り、森の恵みをもらったら、その恩返しに、
また木を植える

この繰り返しで、常に山は緑⇒木を“育てて使う”ことが、
地球温暖化防止の役に立つことになりますね！

図は「日本の木のいえ情報ナビ」から引用

CO₂

エネルギー

1　：　191　：　791

各種材料の製造時の消費エネルギー
（木材を1としたときの比較）

石油や石炭などの化石燃料の
代わりに木を使うことで、化石燃
料の消費を抑え、温暖化を防止

木質バイオマス
エネルギーの利用

住宅一棟（床面積136㎡）当たりの主要構成材料
製造時の炭素放出量
資料：岡崎ら、木材工業53-3（1998）

C
CC
C

CCC

5,140
kg

21,814
kg

14,743
kg

木造 RC造 鉄骨プレハブ
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木の家に暮らす

2 木は強い素材です！
表は、重さ当たりの強度を比較したもので、木材

は鉄やコンクリートと比べても十分な強度を持っ

ています。重量の割に強い素材なのですね。現

に、世界最古の木造建築物、築約1300年の奈良

の法隆寺をはじめ、全国各地の国宝や重要文化

財の建物は、何百年もの風雪に耐え、日本の木の

文化を今に伝えています。

3 木は熱や火に強い素材です！
　木材は燃えやすいと言われてい

ますが、柱や梁など太い木材は、表

面に炭化層ができて、中まで燃え

るまでには時間がかかり、短時間

で家が崩れることはありません。

　アルミニウムや鉄は加熱後すぐ

に強度が低下するのに対し、木材

はかなり頑張ってくれていますよ。

30分間燃焼させた集成梁材の断面

出典：「日本火災学会論文集5」（1955）

4 木は湿度を調節する素材です！
木材には、湿度をコントロールする働きがありますよ。湿度の高

い時は湿気を吸い、湿度の低い時は放出してくれています。です

から、室内に木材を利用することで、木の家は、常に程よい湿度

を保ち、暮らしやすい環境をつくってくれて快適ですよ。

屋外の気温が30℃、相対湿度
90％の不快な気候のときで
も、壁と床に15mmの板材を
使った10畳の室内の室温は
50％と低い。
12時間で約5.8kgの水分が
板材に吸収されたことになる。

屋外／気温30℃
　　　相対湿度90％

室内／室温30℃　相対湿度50％
　　　換気1回／時

マンションなど鉄筋コンクリート
の住宅では、結露が生じ、窓が
濡れ、押入れの壁や天井にカビ
が発生することがあります。
木の家ならそんな心配が少なく
なります。

結露を防ぎます

「日本の木のいえ情報ナビ」から引用

（資料：則元京 他　木材研究資料No.11,1977）　　

図：いろいろな物質の熱の伝えやすさ
(引用：日本木材学会編すばらしい木の世界)
出典：(財)日本木材総合情報ｾﾝﾀｰ｢木net｣より

0

500

1000

1500

2000

2500

スギ
比重0.33

アカマツ
比重0.51

鋼材
比重 7.8

アルミニウム
比重2.7

コンクリート
比重2.5

7.2 72

1182 1182

525

804848

1697

2549

525

（kgf/ ㎥）

資料：㈶日本木材備蓄機構（現・㈶に本木材総合情報センター）
「木材利用啓発推進調査事業報告書（衝撃編）」
注：比圧縮強度と比引張強度の材料別比較
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木の家に暮らす

図：いろいろな物質の熱の伝えやすさ
（引用：日本木材学会編すばらしい木の世界）
出典：㈶日本木材総合情報センター「木 net」より

6 木は目に優しく疲れません
　夏、強い日差しが道路やビルに照り返しなどで、目が疲れますね？

　木材は、表がミクロ単位の細かい凸凹でできていて、そのため、光が散乱して反射が弱められるため、 

目にやさしく、また、柔らかな光沢と質感を生み出してくれます。

自然が作りだした不規則な年
輪模様やその色合いは、気持
ちをなごませる効果があるよ
うです。

気持ちがなごみます

光の多くが正反射（壁面反射）する。

細胞内壁面で拡散し、反射を抑える。

資料：木材利用啓発促進調査事業報告書　光・視覚編　㈶日本住宅・木材技術センター（1990）

繊維に直角に
光を当てたとき

繊維の方向に
光を当てたとき

木の細胞

5 木は熱を伝えにくく、暖かさを保つ素材です！
　鉄やコンクリートは触った時に冷たく感じますね。これ

は、手から熱が奪われるからなのです。木材は、熱伝導率

が鉄の400分の1と大変小さく、熱を伝えにくい素材で

すから、断熱性能に優れているといえますね。だから、

「木は温かい」素材といえますね。
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木の家に暮らす

木材がピアノやバイオリンなど
さまざまな楽器に使われている
のは、まろやかな音色を出すか
らでしょう。

音色がまろやかです

「日本の木のいえ情報ナビ」から引用

音を適度に吸収する木の内
装の部屋では、音が聞きやす
く快適。

音を吸収せず反射しすぎる
内装材の部屋では、残響音
がいつまでも残り耳ざわり。

音を吸収しすぎる内装材の
部屋では、音の反射が少なく
聞きづらい。

8 木は音をまろやかにし、聞きやすくします
コンクリートや石など硬い材料の内装では、音が必要以上に跳ね返り反響しすぎ

ますが、木の内装では、ほどよい吸音効果が得られ、音がまろやかになります。

9 木のある暮らしが健康を守っています！
　老人ホームでの調査結果で、木をたくさ

ん使っている施設の中にいる人の方が、イ

ンフルエンザにかかったり、けがをしたり、

眠れなかったりする人の数が少ないことが

判りました。人にやさしい木に囲まれて暮ら

すほうが健康にはよさそうですね。

有意差の認められたもの
資料：全国社会福祉協議会「高齢者・障害者の心身機能の工場と木材利用－福祉施設内装材等効果検討委員会報告書」。
調査期間は1997年12月から1998年1月。

7 木材はダニ発生を抑制してくれます
　住宅の気密性は昔に比べ格段に向上しました。その代

わりに、空気の流れが悪くなり部屋の片隅など局部的に

湿度が高くなる場所ができ、さらには暖房設備や家庭内

電気器具の普及などがダニの生育しやすい高温多湿の

条件を作り出しています。

　そこで、カーペットから木の床に改装すると、こんなにも

ダニが激減しました。

●特別養護老人ホームにおける入居者を対象とした
　施設の木材使用度別の心身不調出現率比較
入居者の心身不調の内容 対入居定員比（％）

木材使用の多い施設 木材使用の少ない施設

インフルエンザ患者

ダニ等でかゆみを訴えた入居者

転倒により骨折等をした入居者

不眠を訴えている入居者

16.2

4.4

8.0

2.4

21.4

5.4

12.1

5.3

その他のダニ
コナヒョウヒダニ

ヤ
ケ
ヒ
ョ
ウ
ダ
ニ

23匹

104匹

改装前 改装後

（資料：高岡・高野・宮崎,1985）
㈶日本木材総合情報センター「木のある健康で快適な暮らし」から引用

100

50

0

ダ
ニ
数（
匹
／
㎡
）
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木の家に暮らす

施工業者等
業者名 郵便番号 住所 電話・ＦＡＸ E-mail・URL

アトリエバウ建築設計事務所 790-0811 松山市本町六丁目2-5-4Ｃ
089-924-3228
089-924-3228 

info@atelierbau.com
http://www.atelierbau.com

岩市建築 791-1106 松山市今在家二丁目11-26
089-957-8578
089-957-8578

愛媛県森林組合連合会 790-8582 松山市三番町四丁目4-1
089-963-4300
089-963-4766

info@aimori.or.jp
http://www.aimori.jp/

奥本建設 790-0051 松山市生石町369-7 089-931-1277
越智住宅産業㈱ 790-0916 松山市束本二丁目10番19号 089-941-1581
㈱八匠 791-8042 松山市南吉田町992-6 089-971-6021

㈱うずくぼ工房 791-1121 松山市中野町甲192-1
089-963-3258
089-963-1185

info@uzukubo.co.jp
http://www.uzukubo.co.jp/

㈱愛媛住宅管理センター 790-0038 松山市和泉北一丁目4-20 089-933-0989

㈱クリエイティブ・アーキテクト 790-0923 松山市北久米町53 089-970-1797
090-4974-7343

㈱杉野工務店 791-8055 松山市清住二丁目1087-1 089-951-5512
㈱都市計画 799-2468 松山市小川甲110番地10 089-994-3465
㈱博栄建設 790-0943 松山市古川南一丁目16番12号 089-956-0272
河窪建設㈱ 791-8041 松山市北吉田町1038番地 089-971-2400

寿建設工業㈱ 791-8031 松山市北斎院町32番地25
089-971-2572
089-971-2973

新日本建設㈱ 790-0055 松山市針田町109番地9
089-971-0255
089-971-0573

ss@shinnihon-co.jp
http://www.sinnihon-co.jp/

曽我部建築事務所 790-0931 松山市西石井五丁目8-1 089-957-9497

高松建設㈱ 799-2430 松山市北条辻1136-13
089-993-1223
089-993-1227

谷原建設 791-1136 松山市上野町甲227 089-963-4061
内藤建設 791-0242 松山市北梅本町726-3 089-975-8125
西原建設 799-2422 松山市高田甲926番地 089-993-0128
松平不動産 790-0843 松山市道後町二丁目3-4 089-925-2100

好建工業 790-0831 松山市西石井６丁目６番３０号
089-958-7823
089-958-7823

㈲おきた建築 791-1123 松山市東方町852
089-963-8687
089-963-5787

㈱建築工房小越 794-0007 今治市近見町一丁目3-38 0898-31-2120
大和金物店 794-0026 今治市別宮町七丁目2-77 0898-32-3344
林建設 794-0065 今治市別名645-6 0898-31-0564
日吉産業㈱ 799-1502 今治市南高下町一丁目3-15 0898-43-6862
藤広建設 799-2303 今治市菊間町浜1391 0898-54-5355
藤山住宅㈱ 799-1523 今治市郷桜井四丁目9-43 0898-48-0520
矢野治男 799-1522 今治市桜井三丁目7-68 090-8690-7563
㈲泉建設 794-0057 今治市泉川町一丁目2番7号 0898-33-0702
㈲四国ホームズ 794-0056 今治市南日吉町一丁目2-3 0898-22-1322

㈲鳥生工務店 799-2202 今治市大西町紺原甲728番地3
0898-53-4535
0898-53-4558

toryu@toryukoumuten.jp
http://www.toryukoumuten.jp

昭和建設㈲ 796-0001 八幡浜市向灘352番地
0894-22-3288
0894-22-3856

showwakn@dokidoki.ne.jp
http://www.showa-kensetsu.com/

谷野建設 796-8007 八幡浜市八代89-2 0894-22-0957
ヤマキハウス㈱ 796-0201 八幡浜市保内町川之石1-236 0894-36-1826
大澤建工 799-1333 西条市安用403番地 0898-66-5624
小笠原建築 791-0531 西条市丹原町来見甲273-1 0898-73-2180
岡田建築設備 799-1301 西条市三芳1961 0898-66-5129

㈱トータルエステート・プロ 793-0041
西条市神拝甲１５０番地１
西条産業情報支援センター内３F

0897-58-5551
0897-58-5551

info@rakurakumitukaru.com
http://www.tepsystem.com/

黒川建設 799-1101 西条市小松町新屋敷 0898-72-5569
黒川建設 799-1301 西条市三芳345-7 0898-66-1186

近藤産業㈱ 799-1107 西条市小松町明穂甲574番地
0898-72-3310
0898-72-6272

info@kondo-kougei.co.jp
http://www.kondo-kougei.com

佐伯建築 799-1104 西条市小松町妙口甲106-4
0898-72-3954
0898-72-3954

orionthreeking@yahoo.co.jp 

白石木材商工㈱ 793-0042 西条市喜多川209-1
0897-55-4450
0897-56-4650

info@shiramoku.co.jp
http://www.shiramoku.co.jp/

タケダ建築設計事務所 791-0523 西条市丹原町北田野1004番地7 0898-68-4629
㈲谷建設 799-1101 西条市小松町新屋敷甲2951-1 0898-72-3653
大石工務店 799-3441 大洲市長浜町下須戒12番地7 0893-52-1347

平成19～21年度県単独事業　県産柱材プレゼント事業実施業者等一覧表
（県産材を多用した木造住宅建築業者など）
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木の家に暮らす

施工業者等
業者名 郵便番号 住所 電話・ＦＡＸ E-mail・URL

㈱門田組 799-3401 大洲市長浜甲110 0893-52-1165
㈱白石建設 795-0064 大洲市東大洲716-6 0893-24-7671
大工きくち㈲ 795-0025 大洲市阿蔵乙304番地7 0893-23-4137
竹本工務店 795-0061 大洲市徳森2383番地17 0893-25-3370
都市空間設計㈱ 795-0064 大洲市東大洲159番地2 0893-23-4334
東建設㈱ 795-0081 大洲市菅田町菅田甲1134-1 0893-25-5503
丸山建築 795-0062 大洲市市木797-3 0893-25-3021
三瀬建設㈱ 797-1515 大洲市肱川町予子林1281番地 0893-34-2911
㈲植田建築 795-0061 大洲市徳森2321番地98 0893-25-3745

㈱マミーハウス 799-3111 伊予市下吾川2045番地1
089-982-3450
089-983-0065

mammyhouse@ainaka.jp
http://ainaka.jp/mammy/ 

高葉建装 799-3111 伊予市下吾川1703番1 090-4332-9988

西畑建設㈲ 799-3201 伊予市双海町高野川甲1047
089-986-1319
089-986-1237

nishibata2754@jasmine.ocn.ne.jp
http://www12.ocn.ne.jp/̃nisibata/

鈴木産業㈱ 799-0704 四国中央市土居町津根61番地第2 0896-74-2204
岩田建設 797-0028 西予市宇和町れんげ1965-5 090-2782-5597
㈱下元工務店 797-0020 西予市宇和町久枝甲1389-1 0894-62-0282

㈱南予都市開発 797-0013 西予市宇和町稲生218番地
0894-62-1481
0898-72-6272

nty@nanyo-toshikaihatu.co.jp
http://www.ｎａｎｙｏ－ｔｏｓｈｉｋａｉｈａｔｕ．ｃｏ．ｊｐ/

川野建築 797-0015 西予市宇和町卯之町5-341 0894-62-5519

㈲高木建築 797-1212 西予市野村町野村7-140
0894-72-1521
0894-72-1589

㈲丸万住宅 797-0021 西予市宇和町野田400-6
0894-62-0466
0894-62-0680

info@marumanzyuutaku.jp
http://www.marumanzyuutaku.jp

大本建築 791-3301 喜多郡内子町内子4195 0893-44-4435
大森建築 735-0303 喜多郡内子町平岡甲788-1 090-3188-9754

㈱西渕工務店 791-3301 喜多郡内子町内子2460
0893-44-3392
0893-44-5226

nishi@e-nishibuchi.co.jp
http://e-nishibuchi.co.jp/

㈱山本建設 791-3301 喜多郡内子町内子2077番地 0893-44-2638

下岡工務店㈲ 791-3322 喜多郡内子町知清640番地1
0893-44-5348
0893-44-5348

shimooka@ia4.itkeeper.ne.jp

西山建築 791-3331 喜多郡内子町立山1667 090-4973-6690
㈲上岡工務店 795-0307 喜多郡内子町北表甲694番地 0893-43-0414
㈲三和建設 791-3361 喜多郡内子町大瀬中央4269 0893-47-0116
阿部工務店 796-0822 西宇和郡伊方町串2086 0894-56-0248
上村建築 796-0612 西宇和郡伊方町大久1096番8 0894-53-0451

㈲太田工務店 798-2111 北宇和郡松野町大字吉野398
0895-42-1727
0895-42-1727

uymkt611@crest.ocn.ne.jp

善家工務店 798-1332 北宇和郡鬼北町出目1984番地
0895-45-3623
0895-45-3551

西高建築 798-1313 北宇和郡鬼北町延川505 090-5272-8117
㈲宇都宮工務店 798-1354 北宇和郡鬼北町大字北川713 0895-45-0797

建築家等
業者名 〒番号 住所 電話 E-mail・URL

(有)赤根設計 791-8084 松山市石風呂町八九番地 089-951-5263
089-952-9388 ｙ_akane@nifty.ne.jp

上野貴建築研究所 790-0011 松山市千舟町６丁目３－３ 089-946-4127
089-946-3618

uenoas@netcruise.co.jp
http://home.netcruise.co.jp/̃uenoas/

(株)Ｋｉｓｓ（明関　勉） 790-0913 松山市畑寺３丁目１１－２８ 089-946-1142
089-934-5250

kissmatsuyama@yahoo.co.jp
http://www.kissjp.com.

山田宏建築設計事務所 791-0243 松山市平井町甲３６６３番地４ 089-976-8966
089-976-8966

shimano-japan@fl ute.ocn.ne.jp
http://www3.ocn.ne.jp/̃hiro-yam/

スタジオＫＤＲ（近藤恭明） 791-1104 松山市北土居町４－６－１６
松山南アクロス１０２ 089-957-7350 kdr_kondo@nifty.com

http://kdr.uah.jp/

大野順作建築研究所 794-0064 今治市小泉５丁目5－32 0898-33-8084
0898-33-8117

junsaku@beach.ocn.ne.jp
http://oono-j.com/

(株)トス設計（井上昌樹） 794-0801 今治市東鳥生町4丁目1番45号 0898-52-3939
0898-52-3938

tos@tos-d.com
http://www.tos-d.com/

菅野建設(株) 795-0063 大洲市田口甲３０－２ 0893-24-2329
0893-24-6955

susan1@mocha.ocn.ne.jp
http://plaza.rakuten.co.jp/suganokensetsu/

アトリエＡ＆Ａ（武智和臣） 799-3104 伊予市上三谷1361 089-983-1381
089-946-7040 takechihome@atelieraa.jp

AYA設計一級建築士事務所
（武知美穂） 791-2112 伊予郡砥部町重光225-6 089-956-8545

089-956-8642
ayasekkei@nifty.com
http://plaza.rakuten.co.jp/ayasekkei/

(有)森田材木店一級建築士事
務所（岡田尚之） 791-3301 喜多郡内子町内子３３４２ 0893-44-4846

0893-44-3567 naoyuki@iyo.ne.jp

和田建築設計工房 791-2120 伊予郡砥部町宮内1404-1 
S-STAGE 2F

089-962-6366
089-962-6556

info@wada-archi.com
http://wada-archi.com
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木の家に暮らす

岩市建設 施工事例

愛媛県愛媛県森林組合連合会 施工事例

小笠原建設 施工事例

㈱トータルエステート・プロ 施工事例

㈱南予都市開発 施工事例
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木の家に暮らす

㈱マミーハウス施工事例

高葉建装施工事例

寿建設工業㈱施工事例

佐伯建築施工事例

下岡工務店㈲施工事例
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木の家に暮らす

昭和建設㈲施工事例

善家工務店施工事例

高松建設㈱施工事例

藤広建設施工事例

㈲太田工務店施工事例
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木の家に暮らす

㈲鳥生工務店施工事例

㈲四国ホームズ施工事例

日吉産業㈱施工事例

ＡＹＡ設計一級建築士事務所施工事例

㈱トス設計施工事例
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愛媛県産材住宅モデル展示協議会・愛媛県林材業振興会議
〒790－8582　松山市三番町4丁目4－1

TEL.089－941－0165　FAX.089－941－7566
http://www.kinosoudan.jp/

グランディア千舟●

●教会

●松山中央
　郵便局

●松山市役所
伊予銀行● ●日本銀行

千舟町通り

三番町

二番町

●愛媛県庁

松山市駅

林業会館

銀天街

堀之内 一番町

会長 窪田　亀一 愛媛県林材業振興会議会長

副会長 井谷　渙郎 愛媛県林材業振興会議幹事長

委員 高松　俊三 ㈳愛媛県中小建築業協会副会長

 明関　　勉  ㈳愛媛県建築士会
総務・企画委員会副委員長

 武知　美穂  ㈳愛媛県建築士会
環境けんちく研究会代表

 岡田　尚之  ㈳愛媛県建築士会
環境けんちく研究会

 氏間　貴則 ㈳愛媛県建築士会
   環境けんちく研究会

 織田　　博 ㈳愛媛県木材協会業務部長

 河野　佳紀 愛媛県森林組合連合会販売部長

 西本　正久  愛媛県森林組合連合会
木材流通センター所長

愛媛県産材住宅モデル展示協議会編集委員

平成22年 3月
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