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④　材料（作る・使う）

　森林から生産される木材は、家を建てるだけでなく、神社・寺院などの大型建築物、

舟や橋などにも使われてきました。

　また、学校などの大きな建物には、鉄筋コンクリートが多く使われてきましたが、最

近は、木造の校舎や建物の内側に木を使うことも見直されてきています。

　さらに、木は、机やいす、たんすなどの家具、はしや鉛筆、紙などの生活用品として

使われているほか、おもちゃなどの木工品や伝統工芸品の材料としても使われています。

　～ペレットを活用したその他の取組み～

　　�酒田市の「アイアイひらた」では、堀削深度�１２７１ｍより湧き出る、３５℃前後の源泉

を、ペレットボイラーを使用し、４２℃前後に暖めて使用しています。

※３：生物体の持つエネルギーを利用した燃料のこと。サトウキビ、小麦、トウモロコシなどの

　植物、農林業の副産物や家畜ふん尿、生ゴミなどが利用される。バイオマスは有機物であるた

　め、燃焼させると二酸化炭素が発生するものの、これは、そのバイオマスが成長過程で大気中

　から吸収した二酸化炭素に由来するため、バイオマス燃料は全体としてみると大気中の二酸化

　炭素量を増加させていないという考えがとられている。

　 ― 山形の主な玩具・伝統工芸品 ―

○　木造の家の特徴
　～香りが良く１年を通じて気持ち良く暮らすことができます～

　・　湿気を調整する（木は空気がじめじめしてくると湿気を吸い、空気が乾い
　　　てくると湿気を放出する）。
　・　熱を伝えにくい（外の気温を持ち込まない）。
　・　木材は軽くて強く、加工しやすい。

①　山形伝統こけし

　こけしはロクロで挽いた木製人形で、東北の温泉地で生まれた郷土玩

具です。山形こけしは、湯治場としての温泉が多いこと、コケシの材料

に適する樹木が豊富なこと、除災招福、奉納等宗教的結びつき等により

発展したといわれます。山形～作並系、蔵王系、肘折系の三系統があり、

材料は、木
もく

理
り

のつんだ均質のものが使われ、ミズキ、イタヤカエデ、ホ

オノキ、クワ、マンサク、サクラなどが用いられています。

②　山形仏壇

　最初の山形仏壇は、享保年間（１７２４～１７７７年）仏師星野吉

兵衛により創られ、その後幾多の変遷を経て技法が発展し、明治２８

年頃から量産されるようになりました。三百年の伝統を持つ伝統的工

芸品（経済産業大臣指定）です。

　産地形成の要因としては、良質の漆が入手できたことと職人町をも

うけ、御免町として租税免除があったことなどがあげられています。

　使用材は、台部がマツ、宮殿がシナノキ、ホオノキ、扉部がスギ、シナノキ、カツラ、柱が

ケヤキ、カツラ、マツ、欄部がシナノキ等国産材が用いられています。伝統ある仏壇産地とし

ては最も北限にあり、静かで奥ゆかしい風格が全国的に高い評価を得ています。

③　将棋駒

　天童においては、天童藩主織田家家老吉田大八が天保２年(１８３１

年)頃から武士の内職として広めたもので、明治末期までは手工業と

して書駒中心の大衆駒を生産していましたが、最近は高級品志向から

彫駒が７０％を占めています。使用材には、ホオノキ、マユミ、ハク

ウンボクなどが用いられています。天童は、全国生産量の９５％を占

め、王将戦・名人戦等のビッグタイトルや中学生の大会なども開催さ

れています。

④　笹野一刀彫

　米沢市南西部笹野山山麓に位置する笹野地区は、民芸品笹野一刀彫の

産地として有名です。笹野一刀彫は、米沢藩主上杉鷹山が、農民や下級

武士の冬期間における内職・副業として奨励した木製の縁起物です。

　作品は、オタカポッポ、恵比寿、大黒、オナガドリ、十二支にちなん

だものなど多種多様ですが、なんといってもオタカポッポが有名です。

　使用材は、現在はコシアブラが使用され、冬に伐採し1年乾燥したも

のをサルキリ（薄手の鉈形の刃物）で仕上げることから、一刀彫といわ

れています。

⑤　けん玉

　けん玉は、拳玉とも書き、１個の丸玉とその丸玉を受ける大皿、中

皿、小皿及びけん先から成る木製玩具で、長井市では、競技用のけん

玉等たくさんのけん玉が生産されています。使用材は、けんと皿はブ
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木質バイオマス発電所の立地実績の経過 

 
 
 
 
 

施設名 場所 出力 使用燃料（使用量） 稼働時期 

やまがたグリーンパワー㈱ 村山市 2,000kw 未利用材・建設廃材・果樹選定枝（11,251t） H19.5 

㈱鶴岡バイオマス 鶴岡市 1,995kw 未利用材・製材端材（38,000t） H28.2 

㈱ZE デザイン 最上町 1,000kw 未利用材（12,320t） H29.7 

NKC ながいグリーンパワー㈱ 長井市 1,990kw 未利用材・一般木質バイオマス（25,000t） H29.7 

DS グリーン発電米沢合同会社 米沢市 6,250kw 
未利用材・一般木質バイオマス（51,000t） 

、PKS（16,000t） 
H30.1 

サミット酒田パワー㈱ 酒田市 50,000kw

未利用材・製材端材（160,000ｔ） 

、輸入ペレット（100,000ｔ） 

※補助燃料：石炭（15,000t） 

H30.8 

もがみバイオマス発電㈱ 新庄市 6,800kw 未利用材、一般木質バイオマス（75,000t） H30.12 

山形バイオマスエネルギー㈱ 上山市 1,960kw 未利用材（24,000t） 未定 

※上図は累計数。
　Ｈ15～Ｈ30は県補助事業実績のほか、メーカー、販売店への聞き取りなどによる。

※再生可能エネルギー等設備導入促進事業実績

ペレットストーブ、薪ストーブ等の木質バイオマス燃料を利用したストーブの導入状況
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●　木造建築物（建てる）

　山形県内には、たくさんの歴史的建造物がありますが、ほとんどが木造です。

　本文中に出ている「国宝羽黒山五重塔」は、創建ははっきりしませんが、室町初期の

早い時期と推定され、東北地方では最古の塔とされています。

　→「羽黒山五重塔」については、「庄内地域の森林」の解説を参照

　 ― 県内の代表的な木造建築物 ―

【村山地域】

山寺立石寺 山形市
立石寺根本中堂は、ブナ材の建造物としては日本最古といわれ
ている。木造一重入母屋造、銅板葺き。

旧県会議事堂 山形市
レンガ造ルネサンス様式の建築物。使用材は西川町本導寺産の
スギと新庄産のマツが主体。昭和６１年～平成２年に復元工事
が行われ、２００年生の金山杉とマツが使用された。

慈恩寺 寒河江市
東北一の巨刹、重要文化財の本堂はじめ優れた文化財多数。
単層入母屋造、茅葺き、ヒメコマツ・ブナ等使用。

旧尾形家 上山市
下生居にある庄屋であった住宅。
寄棟中門切妻造、地元の木材をふんだんに使用。

若松寺 天童市
最上三十三観音の第一番札所、縁結びや絵馬で有名。
木造一重入母屋造、銅板葺き、スギ・マツ・ブナ等使用。

銀山温泉街並 尾花沢市
大正建築様式の木造旅館が軒を連ねる。大正末期から昭和初期
にかけてのスギ材がふんだんに使われている。

柏倉家 中山町
江戸時代の大庄屋。ヒノキ・クリ・スギ・ケヤキが主体。
京文化の影響を受け、使用樹種が各地の銘木、外材に及ぶ。

紅花資料館 河北町
紅花豪商堀米氏が町に寄贈した屋敷。武者蔵には、クリ・ス
ギ・マツを主に使用

谷地八幡宮 河北町
林家舞楽が有名で舞台は青森ヒバの床板使用。
木造平屋入母屋造、銅板葺き。

【最上地域】

鳥越八幡神社 新庄市
市東南部旧鳥越楯跡に位置する鎮守の神様。
本殿は大型の一間社流造、一部を除き総ケヤキづくり。

グリーンバレー
カムロ

金山町
管理センターは１２角形の木造３階建て。
ほとんど地元金山スギの丸太材、構造材を使用。

邦人の家 最上町
旧有路家住宅。一重寄棟造、茅葺き屋根で構法は簡素だが、地
元材がふんだんに使われ、重厚で格式高い。

肘折温泉街並 大蔵村
旅館群は大部分が２、３階建ての木造建築である。
中には百年以上の歴史を有するものもあり、地元のスギ材も多
く使われている。

【置賜地域】

上杉家墓所 米沢市
上杉家の祠堂が続き、時代を経るごとに造りも異なっている。
境内には樹齢４００年を超える老スギも林立。

旧米沢高等工業学校 米沢市
山形大学工学部敷地内に立つルネサンス様式を基調とした
洋風建物。木造２階建、寄棟造。

熊野大社 南陽市
日本三大熊野のひとつ。拝殿は入母屋造、茅葺き。
本大社の入口には樹齢９００年を超える大銀杏が、周辺には樹
齢数百年のスギ老木がある。

亀岡文殊堂 高畠町
学問の仏様として名高い。入母屋造、銅板葺きで、使用樹種は
ほとんどがスギ。境内には古松、老杉が生い茂る。

深山観音 白鷹町
室町時代後期の建立で本県最古のものといわれる。使用樹種は
ほとんどゴヨウマツ。参道両側のスギ老木と山門前のヒノキの
大樹は創建以来のもの。

【庄内地域】

善宝寺 鶴岡市
航海安全、大漁祈願と漁業関係者の信仰を集める。
使用樹種はほとんどがケヤキ、域内に４００年を超えるスギ老
木が立ち並ぶ。

藩校致道館 鶴岡市
江戸時代に荘内藩が設置した学校。講堂は木造平屋建、スギ良
材が用いられている。

松ヶ岡開墾場 鶴岡市
羽黒町に所在し、戊辰戦争に敗れた庄内藩士を開墾帰農させる
ため着工された。開墾、養蚕、稲作の歴史を綴る。
記念館は木造２階建て。スギ材使用。

山居倉庫 酒田市
庄内米の貯蔵施設。木造平屋建て土蔵造り、二重屋根で、空気
の流通を良くしている。西側のケヤキ並木も美しい。

本間家旧本邸 酒田市
日本一の大地主本間家が庄内藩酒井家に献上した武家屋敷。
木造平屋建、書院造で左半がヒノキの武家屋敷づくり、
右半がスギの商家づくりになっている。

旧阿部家 酒田市
旧平田町に位置し、旧阿部家は旧家で由緒ある家柄。
木造平屋建て、寄棟造、茅葺屋根。

※「山形の主な玩具・伝統工芸品」と「県内の主な木造建築物」については、
　『山形の木の文化』（山形県農林水産部林業振興課）を引用

ナ、丸玉はヤマザクラで、地元の豊富で良質な資源と高い技術力に支えられ、徹底した品質管

理のもと生産されています。

⑥　しな織り

　鶴岡市温海は林業と漁業のまちです。関川集落では、古くからしな

織りが行われてきました。しな布は、木の皮を利用した古代織りで、

原料のシナノキが多く存在したことから山間地帯に定着したようで

す。町が本格的に地域おこしの一環としてその振興に取り組んでいま

す。主な製品としては、コースター、テーブルセンター、のれん、帽

子、手提げ、名刺入れなどがあります。 しな織り


