森とくらし

森に はいる
森のすがた
くりもと

千葉県香取市の栗源地区は、谷津の低いところに田んぼが 広がり、
北総台地の上に畑と森林がゆるやかに広がっています。この地域の森
林は1940 年代にスギやヒノキが植林されて育った人工林です。こうし
た人工林は、人が山にはいって草刈りをしたり、良い木が順調に育つ
ように 間伐 などの手入れを行わなければなりません。
私たちは、すこやかな森林を育てていくために、地域の山主さんの
協力のもと「香取市持続可能な森づくり協議会」を立ち上げて、森林
の適切な管理と保全活動をはじめました。

道をつくる
森林の 手入れ は道をつくることからはじまります。道をつくると
いっても、コンクリートで 舗 装するわけではなく、土のままの 軽トラッ
クが１台 通れるほどの、こぢんまりとした 作業道です。
森林に 道をつくるためには、山の中を歩き回って地形 をよく観 察 し

森とくらし

ます。なるべく木を 伐らずに、地形に 沿って 道をつくるので当然、道
はくねくねと 蛇 行します。どういうふうに 道を通すのか大 地 と木々に

かつて森林はくらしを支えるエネルギー源でした。家族で 山の手入
れを行い、薪でご飯を炊いたり、お風呂を沸かしたり……。1980 年こ
き

ろまでは、地域の森林から木材を伐り出して家を建てるということも
めずらしくはありませんでした。
くらしを支える大切な森は、集落に住む人が共 同で 管 理していたこ
とが地籍図からも読み取れます。また子どもたちにとっては格好の遊
び 場 にもなっていました。コモンズとして森 林はくらしの 近くにあった
のです。

けんじゅ

香取市に住む 伊藤健壽さん（昭和 9 年生まれ）のおはなし
むかしは山によく入ってましたよ。木の使い
みちもたくさんありました。間伐した細い木は、
収穫した稲を “ おだがけ ”にして干すための材
料として使っていました。夏のお盆の時 期 に
は 木を伐ってきて 10 メートル以上の灯篭をつ
くる風習もありましたよ。それにどの家でも牛
を飼っていたから、小学生くらいの頃は毎朝、
山に入って草を刈ってきて牛に食べさせていましたね。夕ごはんの
ときの家族の話題は「明日の朝はどこの山の草を刈ろうか」って話
をしていたくらい、森は身近な存在でした。

寄り添いながら考えます。自 然 を無視して道をつくれば 崩 れやすく、
ときに災害の引き金となるような道になってしまいます。

木を伐る
私たちはたくさんの木を伐りません。森全体 から少しずつ、間引き
を行うようにして森が育つように、木を伐ります。ねらいを定めて伐り
たおすには、
「 追い 口 切り」という伝 統 的 な 技 術 があります。これは
木の正面と背面から 2 回に分けて切り込みを入れて、木が ゆっくり倒
れるようにコントロールします。根 元 で 作業している人の 安 全のため
の技術です。

皆伐型林業

自伐型林業

大規模委託型

小規模環境保全型

木をはこぶ
伐りたおした木は、だいたい 2.8メートルの長さに切って運びます。
スギの木は高さが 20メートルほどあるので、6 本くらいに切り分けられま
す。木の中心部が腐っていたり、曲がっていたりすることも多く、木材にで
きるか、薪で使うかなど、何に使えるかを見極めながら作業をすすめます。

薪をつかう
長いあいだ手入れがされてこなかった 森 林の木は、強 風で 倒 れやす
く弱っています。台風などで木がたおれて、そのまま放置されている森
林も多くあります。私たちは、こうした木を搬出して薪にしています。
薪は大型のボイラーから、小型のストーブまで、古くて新しい 燃 料とし
て注目されています。カーボンニュートラルで環境にもやさしい燃 料と
して薪の有効活用に取り組んでいます。

家具をつくる

森にある木でつくる
流通している多くの家具は、その家具に適した木材が選ばれてつく
られます。消費者や市場を中心としたモノづくりです。しかし、私た
ちは森にある木を中心として、その木でつくることができる家具をつ
くります。森林を中心としたモノづくりです。スギはやわらかく、加
工はしやすいですが、傷がつきやすいので家具ではあまり使われませ
ん。そうしたこともわかったうえで使っていただき生活に溶け込んで
いくような家具をつくります。いまの森に生活を合わせていく新しい
ライフスタイルです。

仕事をつくる
私たちは森にはいり、伐木から製材、家具づくりまでを香取地域で
行います。こうしたプロセスで地域の新しい仕事をつくり出します。
家具のデザインはシンプルで、工法や組み立て方もやさしくしました。
こうすることで、障害のある人や、家具づくりの未経験者も仕事とし
て取り組めるようになります。家具をつくることで、ゆたかな森林の
風景をつくり、地域の仕事づくりにもつながります。

木のあじわい
木には「年輪」と「節」があります。千葉で育つ木にははっきりと
わかる年輪がきざまれています。そして長い年月をかけて育った木には
大きな 節があります。年輪 や 節を見ることで 歴 史 的な天 候を読 み 取る
ことができ、その木がどんな環境で育ったのかがわかります。年輪や
節は 家 具の表 情をつくってくれます。大量生産された家具のような画
一 的な

製品

にはない、ひとつひとつの個性と表情が感じられる家

具になります。

地域の木材でつくったおもちゃを
赤ちゃんに贈る取り組み
森の輪（もりのわっこ）プロジェクトは自治体
や団体と協力し、その地域で生まれた赤ちゃん
に、その地域で生まれ育った木を使用し、加工
された「森の輪」を贈ります。栗源第一薪炭供
給所では2022年度からこの活動に参加し、香取
市と協力してこの取り組みを進めていきます。
地域内で生産された木材を直接市民に届けるこ
とは、森林の手入れの大切さを伝えて、森と人
とのつながりをつくるきっかけとなります。

この事業は 2021 年度 林 野庁林業成長産業化総合対策補助金
を活用して実施しています。また、事業の実施にあたり、香
取市および栗源地区のみなさんのご協力をいただいています。

事業実施者：社会福祉法人福祉楽団
栗源第一薪炭供給所
〒2 87- 0 105 千葉県香取市沢 2452 番 1
電話

0478 -70-5234

発行：香取市持続可能な森づくり協議会
栗源第一薪炭供給所
2022 年 3 月 24 日発行

デザイン

スツール 1KS
木材を贅沢に使った、厚めの座面が特徴的なスツールです。安定感のある

シルエットは背もたれが無くても落ち着いて座ることができます。本や飲
みものなどちょっとしたものを置くのにも便利です。

材 質

香取産のスギ・サワラなど

重 量

約 3kg

耐荷重

100kg

価 格

25,300 円（消費税込）

幅 36 ×奥行 30 ×高さ39cm

designed by teco
元来、樹木は太さ、曲がり、枝付き、年輪など一本一本が異なる表情をもちます。

○ 1K の家具を購入されるにあたって以下の点をご了承ください。
・デザインの形は同じですが木材の色、節、年輪の模様などは商品ごとに大きく異なります。

工房の隣の森で伐られたスギから生まれたこのスツールは、一つ一つの個性が現

・使用される環境によって、反りやヒビ割れを起こします。

れる生き物のような存在として考えました。スギは、木の中心部に近い赤身、樹

・コップやマグカップなど水分があるものを置くとシミができます。

皮に近い白太、それらが混じる源平といった異なる木色からなります。こうした

・傷がつきやすく、凹みなども起きやすいです。
○ 1Kの家具は「ヒマワリ」と「大豆」のオイルをベースとした自然塗料を使っています。
○ J I S S1203「家具 ―いす及びスツール― 強度と耐久性の試験方法」の耐久試験を行い
安全性を確認しています。

木色の違いや木目が豊かに見えるように、スツールを構成する部材の面積を大き
く、木目の流れが伸びやかに感じられるように材料を使っています。また、木材
の中でも比重が小さく柔らかいというスギの特性を生かし、４つ 脚 の 動物のよう
なボリューム感を表現しながらも軽量のスツールとなっています。さらに、部材
種類を 2 種として加工や接合の種類も限定して構成し、金物を用いずにホゾで組み
立てることで、シンプルに美しく仕上げています。こうして生まれたスツール
「1KS」は、人が座って使用することはもちろん、サイドテーブルなどの物置、踏
み台など、人の傍に寄り添うパートナーとなるスツールとなります。
（金野千恵）

teco
金野千恵／建築家／京都工芸繊維大学特任准教授。
2015 年より teco を立ち上げ、住宅から福祉、公共
施設、幅広い建築設計とともに、家具やアートイン
スタレーション、庭のデザイン、まちづくりまで、
仕 組みや制度を横断する環 境づくりを試みている。

くりもと

ご購入は電話かメールでお問い合わせください 栗源第一薪炭供給所（1K） 0478 -70-5234（ 10 -17 時／年末年始のぞく） info@1k-gn.com

詳細や最新情報はInstagramでご覧いただけます

@1k ̲ wood ̲ and ̲ furniture

ベンチ 1K B
ほどよい大きさで圧迫感の少ないコンパクトなベンチです。ゆったりくつ
ろげるように座面は少し低めに仕上げました。懐かしいたたずまいは時間
とともにお部屋になじみます。

材 質

香取産のスギ・サワラなど

重 量

約 8kg

耐荷重

160kg

価 格

41,800 円（消費税込）

幅 126 ×奥行 30× 高さ 35cm

designed by Atelier Bow-Wow
しょうぎ

神社の境内や、農家の軒先でよく見かける、木製の床几が今回製作したベンチ
○ 1K の家具を購入されるにあたって以下の点をご了承ください。
・デザインの形は同じですが木材の色、節、年輪の模様などは商品ごとに大きく異なります。

「1KB」
（イチケービー）のお手本です。足を結んだ貫の中央から「へ」の字に伸び
たわ

・使用される環境によって、反りやヒビ割れを起こします。

る頬杖が、人が座った際の座面の撓みに対し、つっかえ棒のように抵抗します。

・コップやマグカップなど水分があるものを置くとシミができます。

頬杖に伝わった力は、足を外側に開こうとしますが、貫間に渡した水平の繋ぎがこ

・傷がつきやすく、凹みなども起きやすいです。
○ 1K の家具は「ヒマワリ」と「大豆」のオイルをベースとした自然塗料を使っています。
○ JIS S1203「家具−いす及びスツール−強度と耐久性の試験方法」の耐久試験を行い
安全性を確認しています。

れに抵抗します。立てたときに地面から少し浮くように（あっ、
「K」に見えます！）
、
座面を支える上桁は少しはみ出しています。こうして少ない部材で作られた床几は、
丈夫で経済的、つくりも単純でわかりやすく、香取産のスギで作ることができます。
人々の暮らしのなかで作り繋がれてきた読み人知らずの傑作デザインだからこそ、
関わりしろが多いのです。今回は室内でも使えるように長さを約1.2メートルに、当
たっても痛くないようはみ出した桁の先端を丸にしました。軽く運びやすいので、
庭やテラスに持ち出したり、
複数並べて縁側にするのも良いでしょう。皆さんに使っ
ていただいて、読み人知らずのデザインを繋いで行けたら幸せです。
（塚本由晴）

アトリエ・ワン
1992 年に 塚本由晴と貝島桃代によって設立された東京を拠点と
する設計事務所で、2015年に玉井洋一がパートナーとして加わっ
た。建築設計から都市研究、コモンズの再構築まで、その活動は
多岐にわたる。「ふるまい学」という独自の理論に基づいて、世
界各地で住宅、公共建築、商業建築、公共空間を設計することを
通して、産業化しすぎた建築を人々の側に取り戻そうとしている。

くりもと

ご購入は電話かメールでお問い合わせください 栗源第一薪炭供給所（1K） 0478 -70-5234（ 10 -17 時／年末年始のぞく） info@1k-gn.com

詳細や最新情報はInstagramでご覧いただけます

@1k ̲ wood ̲ and ̲ furniture

