
間伐材を用いた

木製品カタログ
京都木材加工センター





はじめに

　京都府の森林は、平安京造営以来山仕事に従事する人々の地道な努力と樹木、木材への愛着
によって支えられ今日に至っています。森林は木材生産だけでなく、膨大な保水力で資源を養
い、洪水や山腹の崩壊を防ぎ、日々の豊かで安全な暮らしを守っています。加えて、都市住民
を中心とした保健休養やレクリエーションの場として、また地球温暖化防止や大気の浄化など
の環境保全に果たす役割も注目されています。このような森林も間伐等の森林整備を通じ、適
切に管理されてこそ、その役割を発揮するのです。
　 更に、伐採された間伐材(木材)を有効に利用し、流通させることにより林業の６次産業化が
進み、「川上から川下まで」のつながりが構築されます。
　京都府森林組合連合会京都木材加工センターは、京都府内で生産された間伐材を丸棒製品に
加工し、土木資材等として供給することで「川上」と「川下」をつなぐ役割を果たしています。
　この冊子は丸棒製品の使用事例を紹介したもので、間伐材の活用を促進するために作成しま
した。木材は人にも環境にも優しい「再生産可能な資源」であり、私たちの生活に役立ってい
ることを皆様にご理解頂き、間伐材から生産された木製品の積極的な活用について御協力頂け
ければ幸いです。



▲

上流
　　木製治山ダム（台形型）

左岸

右岸

下流

木製治山ダム（台形型） 木製治山ダム（λ型）

丸太筋工

治山施設

   治山施設では、木製治山ダム、木製フトンカゴ、木製残存型枠、丸太筋工等に使用され

ています。

　　木柵、木製フトンカゴ

　　木柵

　　木製治山ダム（λ型）

木製フトンカゴ
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木製山腹表示板

丸太伏工　

木製残存型枠

木製堤名板

落石防止壁工

木製階段

京森ブロック
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▲

　　左側

　　右側

柵類

　柵類では、転落防止柵、立入防止柵、護岸、防風柵等に使用されています。

　親水公園の遊歩道

転落防止柵(格子)

　　　立入防止柵

転落防止柵（格子） 立入防止柵

低水護岸（2段） 板柵護岸
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防風柵 静砂垣

木製転落防止柵 杭柵

落石防護柵 ウッドレール

ログガード（表側） ログガード（裏側）
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▲

ﾀｲｺ半割ﾍﾞﾝﾁ：L900×W400×H380

ベンチ･小物類

丸太半割ﾍﾞﾝﾁ：L1800×W300×H400 丸棒タイコﾍﾞﾝﾁ：L1800×W360×H430

ヒノキベンチテーブル
  　　L1800×W1540×H750

プランターカバー(縦型) プランターカバー(横型)
L720×W280×H200 L740×W280×H200
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▲ 間伐材工事用看板

1400×1100ﾀｲﾌﾟ

1400×550（Aﾀｲﾌﾟ）

1400×550（Bﾀｲﾌﾟ）
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丸棒1400×550ﾀｲﾌﾟ

使用例

丸棒1400×1100ﾀｲﾌﾟ
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▲

LB1075C-B（ﾀﾅﾘｽCY加圧防腐処理）

使用例

間伐材バリケード
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▲ その他の木製品

門柱

パーゴラ

四阿 　　　道標

バス停
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丸棒看板

車止め

四脚鳥居支柱 二脚鳥居支柱

木製案内板
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注入前

b

　c

完成
注入後

　d e

～木材を長持ちさせるために～

　 木材を少しでも腐りにくくするために、当センターでは加圧注入による防腐･防蟻処理を
行っています。この処理を行った木材は、無処理のものと比べ耐腐朽性が３～５倍向上しま

　乾燥を終えた木材を注薬缶(写真b）に入

す。防腐剤はタナリスCYを使用しており、これは（公社）日本木材保存協会(JWPA）の認
定薬剤であることは勿論のこと、優良木質建材等認証(AQ）のＣＵＡＺ及びＪＡＳ保存薬剤
のCUAZに該当します。

　人工乾燥

　生材状態のままでは木材内部に水分が多
く含まれるため防腐剤が入りません。そこ

れ、前真空→液入れ→加圧→液戻し→後真

で丸棒加工をした木材に蒸気式乾燥機(写真a）

空の工程を経て加圧注入を行います。この
間約8時間を要します(写真c→写真d)。更
に加圧注入を終えた材は2日程度の養生を
させて出荷可能となります(写真e)

で人工乾燥を施します。乾燥日数は木材の
太さにもよりますが、３日から１週間程度
で含水率３０％以下まで乾燥させます。

　加圧注入

12



製　品　名 備　考 材積[m3] 掲載項

木製治山ダム部材（変形λ型）　 1
　　　　　　　L4.0m　Φ20×17cmタイコ 1本 ¥9,000 白木 0.116
　　　　　　　L3.5m　Φ20×17cmタイコ 1本 ¥8,910 〃 0.101
　　　　　　　L3.0m　Φ20×17cmタイコ 1本 ¥6,560 〃 0.087
　　　　　　　L2.5m　Φ20×17cmタイコ 1本 ¥6,460 〃 0.072
　　　　　　　L2.0m　Φ20×17cmタイコ 1本 ¥4,490 〃 0.058
　　　　　　　L1.8m　Φ20×17cmタイコ 1本 ¥4,210 〃 0.052
　　　　　　　L1.6m　Φ20×17cmタイコ 1本 ¥3,760 〃 0.046
　　　　　　　L1.4m　Φ20×17cmタイコ 1本 ¥3,590 〃 0.040
　　　　　　　L1.2m　Φ20×17cmタイコ 1本 ¥2,960 〃 0.035
　　　　　　　L1.0m　Φ20×17cmタイコ 1本 ¥2,500 〃 0.029
　　　　　　　L0.8m　Φ20×17cmタイコ 1本 ¥2,050 〃 0.023
　　　　　　　L0.6m　Φ20×17cmタイコ 1本 ¥2,040 〃 0.017
　　　丸鋼釘（I型）L=0.45m　Φ16mm 1本 ¥215 生地

木製治山ダム部材（台形型）　 1
　　　L2.0m　Φ20×17cmタイコ4ﾂ穴 1本 ¥5,210 白木 0.058
　　　L2.0m　Φ20×17cmタイコ2ﾂ穴 1本 ¥4,850 〃 0.058
　　　L2.0m　Φ20×17cmタイコ穴ﾅｼ 1本 ¥4,490 〃 0.058

　　寸切りﾎﾞﾙﾄL=0.56m　Φ16mm 1ｾｯﾄ ¥245 生地

　　丸鋼釘（I型）L=0.30m　Φ16mm 1本 ¥145 〃

　　丸鋼釘（L型）L=0.30m　Φ16mm 1本 ¥180 〃

木製フトンカゴ部材 1
　　　L=2.0m　Φ12×10cmﾀｲｺ2ﾂ穴 1本 ¥1,610 白木 0.021
　　　L=1.5m　Φ12×10cmﾀｲｺ2ﾂ穴 1本 ¥1,310 〃 0.016
　　　L=1.0m　Φ12×10cmﾀｲｺ2ﾂ穴 1本 ¥890 〃 0.010

　　寸切りﾎﾞﾙﾄL=1.0m　1/2ｲﾝﾁ 1ｾｯﾄ ¥220 生地

　　寸切りﾎﾞﾙﾄL=0.6m　1/2ｲﾝﾁ 1ｾｯﾄ ¥190 〃

　　ｺｰﾁﾎﾞﾙﾄL=0.15m　Φ12mm 1本 ¥90 〃

丸太筋工部材 1
　　　　　　横木　L=2.0m　Φ10cm 1本 ¥1,220 白木 0.016
　　　　　　杭木　L=0.6m　Φ10cm（2本筋用） 1本 ¥490 〃 0.005
　　　　　　杭木　L=0.8m　Φ10cm（3本筋用） 1本 ¥610 〃 0.006

木製残存型枠　　　　　　 白木 100m2当たり ¥718,940 （金具含む） 6.352 2

丸太伏工部材　　 2
　　　L=2.0m　Φ18×15cmﾀｲｺ半割 1本 ¥1,670 白木 0.023

　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　〃 1本 ¥2,890 ﾀﾅﾘｽCY加圧防腐処理 0.023

京森ブロック 1組 ¥4,180 白木 0.036 2
　　　〃 1組 ¥5,840 ﾀﾅﾘｽCY加圧防腐処理 0.036

木製堤名板　
　　　　0.5m×0.4m　間伐材接合　固定金具 1枚 ¥49,800 表層WPC　 2

木製山腹表示板
　　　　0.5m×0.4m　間伐材接合　固定金具 1基 ¥52,900 表層WPC　支柱 根枷 2

　(木製堤名板及び木製山腹表示板を除く)

参考単価（平成29年度）

*上記は4t車１車（約4m3）以上の運賃込み単価であり、少量の場合は別途見積とします。

丸棒等製品参考単価表①　（消費税別）



製　品　名 備　考 材積[m3] 掲載項

低水護岸(2段)　　　タナリスCY加圧防腐処理 10m当たり ¥360,000 木材、ボルトのみ 2.336 3
板柵護岸　　　　　　　　　　　白木 〃 ¥83,400 木材、ボルトのみ 0.715 3
立入防止柵　　タナリスCY加圧防腐処理 15m当たり ¥73,200 木材のみ 0.390 3
転落防止柵(格子)　タナリスCY加圧防腐処理 1m当たり ¥23,300 運搬費、組立、取付費 3

基礎工事費除く

木製静砂垣　　　　　　　　白木 10m当たり ¥36,300 木材のみ 0.315 4
木製転落防止柵　　タナリスCY加圧防腐処理 14m当たり ¥74,400 木材、ボルトのみ 0.420 4

製　品　名 備　考 材積[m3] 掲載項

丸太半割ベンチ　 5
L1800×W300×H400　ﾀﾅﾘｽCY加圧防腐処理 1基 ¥73,000 運賃除く 0.2160

丸棒タイコベンチ　 5
L1800×W360×H430　ﾀﾅﾘｽCY加圧防腐処理 1基 ¥23,000 運賃除く 0.1160

ﾋﾉｷﾍﾞﾝﾁﾃｰﾌﾞﾙ　 L1800×W1540×H750 1基 ¥150,000 〃 0.1467 5
ﾌﾟﾗﾝﾀｰｶﾊﾞ-(縦型)　L790×W280×H200 1基 ¥4,100 〃 0.0144 5
ﾌﾟﾗﾝﾀｰｶﾊﾞ-(横型)　L740×W280×H200 1基 ¥3,800 〃 0.0150 5
間伐材工事用看板　1400×1100タイプ 1基 ¥7,800 運賃、文字除く 0.0316 6
間伐材工事用看板　1400×550Aタイプ 1基 ¥6,300 〃 0.0230 6
間伐材工事用看板　1400×550Bタイプ 1基 ¥6,300 〃 0.0202 6
間伐材工事用看板　1400×1100(丸棒)タイプ 1基 ¥14,500 〃 0.0417 7
間伐材工事用看板　1400×550(丸棒)タイプ 1基 ¥12,000 〃 0.0355 7
間伐材バリケード　LB1075C-B(塗装) 1基 ¥9,900 運賃除く 0.0136 9
間伐材バリケード　　LB1075C-B(ﾀﾅﾘｽCY加圧防腐処理) 1基 ¥10,500 〃 0.0136 9

規　　格 1本単価 1束本数 1束単価 材積[m3] 備考
L0.45m　3cm×3cm ¥70 100本 ¥7,000 0.0400
L0.45m　4.5cm×4.5cm ¥100 25本 ¥2,500 0.0225
L0.45m　6cm×6cm ¥180 20本 ¥3,600 0.0320
L0.6m　4.5cm×4.5cm ¥150 25本 ¥3,750 0.0300
L0.6m　6cm×6cm ¥230 20本 ¥4,600 0.0440
L1.0m　4.5cm×4.5cm ¥200 10本 ¥2,000 0.0200

*測量杭は束販売を基本とします。

参考単価（平成29年度）

　のある場合は別途見積とします。
*上記柵類は100m以上且つ一連直線の場合の単価であり、100m未満または複数連、曲がり、勾配

6月1日から適用

丸棒等製品参考単価表②　（消費税別）

参考単価（平成29年度）

丸棒等製品参考単価表③　（消費税別）

平成29年度測量杭単価表(運賃･消費税別)
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