
岐阜県林政部県産材流通課

「木の国・山の国ぎふ」から生まれた贈り物

利活用のススメぎふ 木の
ぎふの木の利活用を進めることで、
SDGsに貢献していきます

マテリアル利用
木造・木質化の
技術開発

ぎふ証明材は、流通から加工の各段階で「岐阜県内で法律に
基づき適正に伐採された製品」であることを証明し、消費者
に供給される木材です。
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持続可能な
森林経営
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電話番号：058-272-1111（代表）
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パートナーシップ
での森林の

持続可能性の確保

持続
可能な森林を

作っていきます

合法的に伐採された「ぎふ証明材」を使って森林を守ります



長良杉

木を植え、育て、伐採し、利用する。
このサイクルの循環が森を守り、
私たちの暮らしを豊かにしていきます。

　岐阜県内で生産されるスギは、長良川流域に多いため、「長
くて良い杉」という意味も込めて「長良杉」と呼ばれています。
目が均等で冬目が太いため、仕上がり後の表情が豊かで、ス
ギ本来の艶があるのが特徴です。また、乾燥により施工後の
狂いも少ないです。スギは一般的に、辺材は白色、心材は淡
紅色から赤褐色で、時折黒褐色を帯びています。白太と赤身
が混在したものを「源平」と呼びますが、特に長良杉はこの源
平の美しさが際立ち、木目の美しさに定評があります。

均等な美しい木目と温かな風合い　
軽くて加工がしやすく、表情豊かな仕上がり

東濃桧 Tono HinokiNagara Sugi

　岐阜県は、全国屈指のヒノキ生産地であり、その植栽面積
は約21万ヘクタール、全国第2位の資源量を誇っています。
特に東濃地方を中心に生産される良質な木材は、「東濃桧」
と呼ばれ、ブランド材として全国にその名を知られています。
東濃桧は年輪幅が均一で真円・通直。無節または節が小さ
いのが特徴です。艶のある淡いピンク色の木肌は香り高く、
材はねばりがあって強度に優れているため、建築に最適な木
材です。

年輪幅が細かく均一で芯が円心に近く、
材質はピンク色で艶があり、香り高い
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木材は香り、感触、温かさなどから、私たちに安らぎや潤いを与えてくれる優れた自然素材です。
なかでも「長良杉」と「東濃桧」は、木目の美しさとしなやかな強さを合わせ持つ岐阜県が誇るブランド材です。

岐阜県は、「木の国・山の国」と言われ、

森林が県土の 8割を占める全国有数の森林県です。

ぎふの森で育った良質な木々は古くからたくさん利用されてきました。

特にぎふが誇る長良杉、東濃桧をはじめとした良質な岐阜県産の

木材は、全国的にも高い人気を博しています。

環境にもやさしく、良質なぎふの木を使い、

木のぬくもりが感じられる空間を作ってみませんか。

「木の国・山の国ぎふ」から
生まれた贈り物

岐阜が誇るブランド木材「長良杉」「東濃桧」
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ぎふ木遊館

建物に使用した木材の98％が岐阜県産。100種類以上の
木のおもちゃや９種類の大型木製遊具を設置し、遊びを
きっかけに木とふれあうことで、木の魅力や森や木とのつ
ながりを体感できる施設です。

「ぎふの森」で育った木々から「ぎふの作り手」によって
生まれたおもちゃです。
てのひらの中に「ちいさな森」を感じられます。ぎふ 木 遊 館

木とふれあい・親しむ体験から、森や木とひとをつなぐ
木育の拠点施設としてオープン

木工室＆ギャラリー

お母さん木工作家が作る赤ちゃん用のガ
ラガラ。 
お母さんの想いが形になったような柔ら
かな手ざわりと優しい音色です。

郡上下駄をモチーフにした積み木。
動物にも見えたり、一人一人の想像の力
を引き出すおもちゃです。

岐阜県飛騨地域の民芸品「さるぼぼ」が
モチーフの積み木。
様々な積み方で、バランス感覚が身につ
きます。

赤ちゃんひろば
２歳未満のお子さんとその保護者専用のエリアで、小さな
お子さんでも安心して楽しめる空間です。
厚さ30mmのスギの無垢板の床は、ハイハイする赤ちゃん
の手足を優しく刺激します。

木育ひろば
みんなで考え工夫しながら遊ぶ「木育のはらっぱ」がコンセプ
ト。天井は、14ｍの大スパンで格子状に組んだ架構により、梁
を編み込んだような奥行きのある空間としました。

丸太トンネル
加工される前の木の姿を
知ってもらうため、木の形
や枝の張り出し、樹皮をな
るべく残して設置しまし
た。子どもたちは幹を手で
触ったり丸太の中をくぐっ
たりして楽しんでいます。

ぎふの木のおもちゃの紹介・
購入についてはこちらから

（ぎふ森林づくりサポートセンターWEBサイト）

マスをモチーフにした木組みの積み木。
積んだり、組んだり、ドミノ倒しなど、
遊び方はさまざまです。

岐阜県産の広葉樹でできた積み木。
ひょうたん（＝イプ）の曲線を工夫しながら
バランスよく積み上げると、意外な形に。

同じ長さの音板なのに、樹種の違いでド
レミを奏でることができる不思議な木琴
です。

岐阜市学園町2-33
TEL: 058-215-1515　FAX: 058-231-2755

ぎふの木のおもちゃ

ぎふの木育施設
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様々な木育プログラムを体験できる木工室と、県内の豊か
な森林や木育の取組みなどを紹介するギャラリー。床は無
垢フローリングながら傷付きにくい圧密のスギ材を採用し
ました。

ひなちゃんのマラカス もりのゲッター TSUMIBOBO

つみマスくみマス イプ  ブロック 森の合唱団

gifu mokuyukan

ぎふ木遊館についてはこちらから
（ぎふ木遊館WEBサイト）
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森に親しむさまざまな体験プログラムや講座が開かれています。
（プログラムの内容は変更することがあります）

morinosひろばや森の中で自由に遊ぶ月１
回のプレーパーク。幼児から大人まで、水
遊び、土遊び、虫とり、たき火で楽しみます。

小学生を対象とした、ニワトリやヤギなど
家畜とともにある里山のくらしを体験する
キャンプです。

星空の下、森の暗闇の中でたき火をたい
て、寝袋にくるまりながら、プロの作曲家
の即興演奏を楽しみます。

森の中で理科や社会などの授業を行うプ
ログラムを実施しています。

県内の保育士・教員に向けて、野外で体
を動かしながら算数・英語などを教えるプ
ログラムを行います。

森の中で活動するにあたっての危険性を
認知し、その対処方法を学ぶ研修を行い
ます。

森林教育の紹介

プレーパーク 森のこけこっ子キャンプ 星空ピアノ

リスクマネジメント研修
指導者育成

（森で国語算数理科社会）森の中で授業（森のじかん）

morinosについてはこちらから
（morinos WEBサイト）

象徴となる丸太柱
丸太柱は森林文化アカデミーの学生等が演習林内の
106年生のヒノキを伐採・搬出し、使用しています。
建物デザインは、学生・教員が基本設計案を作成し、同ア
カデミーの隈研吾特別招聘教授（建築家）の指導を受け
て完成しました。

森林総合教育センター
モ リ ノ ス

学生・教員が設計し、敷地内の森（演習林）から
伐採した丸太柱でつくられたmorinos

樹皮つき方立（ほうだて）
室内外を隔てるガラス壁に樹皮付き方立（垂直の桟）を設置し、
外側に山で生きていた姿（樹皮）を残し、内側に製材加工面を見
せることで木材の利用過程を視覚的に表現しました。樹皮を残
すため、乾燥時に遠赤外線乾燥機を使用しました。

床・ウッドデッキ
床は、30mmのスギを15mmまで圧縮し、ナラ材と同
じ硬さまで高めた圧密材を使用しています。
また、ウッドデッキは、土足で歩いても傷がつきにくい
ように、表層圧縮とAZN防腐薬剤処理したスギ材、ヒノ
キ材を使用しています。

家具（テーブル・椅子）
材料に県産の桧・朴・栗・桂・アベマキを使用し、それ
ぞれ（見た目、手触り、重さなど）の違いを体験できる
家具として設置しました。
また、アベマキの椅子は、カシノナガキクイムシ被害木
を使用しており、食痕などを見ることができます。

岐阜県美濃市曽代88番地
岐阜県立森林文化アカデミー内
TEL: 0575-35-3883
FAX: 0575-35-2529

すべての人と森をつなぎ、森と暮らす楽しさと森林文化の豊かさを次世代に伝えることを目的に、子どもから大
人までが体験できる森林教育プログラムの開発・提供や幅広い視野を持つ森の指導者の育成を推進します。
建物は、100％県産材を使用し、随所に森とのつながりを感じられる工夫があります。

m o r i n o s

ぎふの木育施設 mo r i no s
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ぎふの木造施設

構造躯体にCLTパネル、床にはヒノキ圧密材を使用。
壁はCLTの木目を見ることができ、建具も書架も木製
を採用、木づかいが感じられる図書館です。

揖斐川町立
いびがわ図書館

フローリングにはクリ、家具にはヒノキを使用。校舎
内が明るくなり、児童たちも木の温もりを感じながら
のびのびと過ごしています。

岐阜市立長良小学校

ヒノキをふんだんに使用
した木製格子屋根は、柔
らかなアーチになってお
り、図書館の天井を見上
げた風景は圧巻です。

みんなの森 
ぎふメディア
コスモス

木造平屋建てで木のぬくも
りを感じられる空間。
たくさんの木のおもちゃが
あり、乳児期から木に触れ
て楽しめます。
●使用箇所／構造材・床・内装
●所在／揖斐郡大野町

子育てはうす
ぱすてる

市民の目の触れるカウンター等にスギ、ヒノキを使
用し木の温もりを体感できます。

土岐市役所

柱や梁などにカラマツを、内装にヒノキを使用して
います。また、館内には飛騨の家具を導入し、市民
に親しまれる施設になっています。

高山市久々野多目的センター

床・壁・天井にスギ、ヒノキ、家具にはナラ材を使用し
た温かくくつろげる空間です。

可児市子育て健康プラザmano

木と触れ合える遊び場として、木の優しい木目と色合いを活か
した空間です。子どもはもちろん見守る大人にも木の温もり・香
り・心地よさを感じていただける居心地の良い空間です。
●使用箇所／床・遊具
●所在／養老郡養老町

森のわくわくの庭 養老店

岐阜県産材のフリーフロア、テーブルが置かれ、
ぎふの木のおもちゃを使って親子で遊べる施設です。
●使用箇所／床・遊具
●所在／各務原市

中部学院大学  子ども家庭支援センター（ラ・ルーラ）
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ぎふの木は県内の様々な施設で利用されています

内装木質施設

木育施設木造施設木造施設

●使用樹種／スギ、ヒノキ
●主な構造材／CLTパネル
●所在／揖斐郡揖斐川町

●使用樹種／カラマツ、ヒノキ
●主な構造材／集成材
●所在／高山市

●使用樹種／ヒノキ
●主な構造材／製材
●所在／岐阜市

●使用樹種／クリ、ヒノキ
●使用箇所／床、壁
●所在／岐阜市

●使用樹種／スギ、ヒノキ
●使用箇所／壁、天井
●所在／土岐市

●使用樹種／スギ、ヒノキ
●使用箇所／床、壁、天井
●所在／可児市
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不燃材料として国土交通大臣に認定された、準
不燃材壁材となります。

スギ、ヒノキの無垢材を使用、国土交通大臣
認定の高い防火性が特長です。羽目板として
壁や天井に利用でき、美しい木目が引き立つ
内装を実現します。

1110

ぎふの木を使った製品

長良杉、東濃桧をはじめとしたぎふの木から生まれた製品たち
人々が集まる空間に、ぎふの木の優しさとぬくもりをもたらします

桧 杉

間伐材を細かく切削し、安全無公害の接着剤
（ノンゲル）で成形したボードです。家具から
内装材まで幅広い利用が可能です。

プレカットから発生した端材を微粉砕して作った塗り
壁材です。木の力で調湿、抗菌、リラックス効果のある
快適な環境を作ります。

スギ材を60％圧縮、ナラやブナなどの約２倍の硬さを実現。無垢材と変わらない
質感です。

調湿機能など、木材の長所はそのまま残し、狂い等の短所を高度な技術で解決した新
しい製品です。中空木材を使った、自分で組み立てられるキットハウスも好評です。

板全体を均一に圧縮した材。スギの柔らかく温かな風合いはそのまま
ながら、硬度はアップしているので、家具部材や床材として最適です。

スギ間伐材を使った木製パーティションです。

内部の杉板のフィルターにより空気を浄化する仕組み
で、殺菌、調湿、リラックス効果があります。

ヒノキ材を使用し、デザイン性を重視したブラインド
です。

県産ヒノキの90mm角材を使用。ブロックの組み合
わせによりオブジェやガーデニングなどへのアレン
ジが可能です。

モエンズ

無圧縮 30％圧縮 50％圧縮

おもちゃ冷蔵庫

パーティション

おままごとキッチン

ひじつきウサギ椅子

木製平均台

スタッキングチェア バランスレール

圧縮材

もえーせん

JASに準じ岐阜県が定めた含水率、ヤング係
数、寸法などの測定・表示基準をクリアした
岐阜県産材です。その安定した 品質 から、建
築資材として信頼性の高い製品です 。

ぎふ性能表示材

ストランドボード

圧密フローリング

中空木材・ログキットハウス

ひのきジョイントブロック

木の塗り壁Mokkun

なごみパーティション

木づかいの楽しさを教えてくれる遊具たち
子どものうちから木に触れて楽しんで

製品取扱事業者についてのお問い合わせは、岐阜県林政部県産材流通課まで

空気清浄機（森の妖精）

木製ブラインドシャッター

連結（面ファスナー）脚部（アジャスター付)

ぎふの木から作られた製材品と内装材
優しさの中に込められた強さとしなやかさ

ぎふの木のぬくもりが広がるインテリア
オフィスやロビーなど、日常空間に添えるだけ
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岐阜県林政部県産材流通課

「木の国・山の国ぎふ」から生まれた贈り物

利活用のススメぎふ 木の
ぎふの木の利活用を進めることで、
SDGsに貢献していきます

マテリアル利用
木造・木質化の
技術開発

ぎふ証明材は、流通から加工の各段階で「岐阜県内で法律に
基づき適正に伐採された製品」であることを証明し、消費者
に供給される木材です。

地方創生
地域の活性化

海は森の恋人
森林の保全

炭素貯蔵合法伐採木材
の利用

エシカル消費

生物多様性
持続可能な
森林経営

お問い合わせ 岐阜県林政部県産材流通課
〒500-8570 岐阜市薮田南 2 丁目1番1号
電話番号：058-272-1111（代表）
E-mail：c11545@pref.gifu.lg. jp

パートナーシップ
での森林の

持続可能性の確保

持続
可能な森林を

作っていきます

合法的に伐採された「ぎふ証明材」を使って森林を守ります


