
平成 25年度 住宅市場技術基盤強化推進事業 成果報告書 

 

Ⅰ事業の概要 

 Ⅰ―１ 提案の名称 

 木造に携わる人材育成教育策および木造建築の普及振興策について 

 Ⅰ―２ 事業のテーマ 

     地域に根ざした木造住宅・建築物等に関する需要の拡大及び資材供か 

     ら設計・施工に至るまでの関連事業者等による総合的な地域住宅生産 

体制（人材の確保・育成を含む）の強化に関する方策の検討 

 Ⅰ―３ 事業内容の概要、具体の取り組み内容 

  １）事業目的 

近年、大工・工務店の設計・デザイン・コンサルティング能力が落ち

ており、これらに秀でた人材を養成するため、教育機関の設立が喫緊

の課題と考える。同時に、現在活動中の大工・工務店の、設計・デザ

インや受注をサポートする情報センターづくりが要求される。本事業

では、これらの機関を実現するための調査・分析を実施し、その全体

像を明らかにすることを目的とする。またこの取り組みは、広島県の

みならず全国で応用できるような汎用性のある成果を生み出すこと

も目的とする。 

２）事業内容 

    【１】広島県内外の建築・住居系の学校の教科内容実態調査 

      ①広島県内の建築系の高校・専門学校・短大・大学、および、京

都、熊本、岐阜などの木造建築教育専門学校の実態調査をアンケ

ートやヒアリングで行い、教育体制、教科内容、シラバスなどを

精査 

         ②①の分析 問題点・課題の抽出 

         ③調査報告書の作成 

【２】広島県下のプレカット事業者および大工・工務店の調査と、そ

れらが関わる住宅プラン実態調査 

         ①アンケート調査 

         ②訪問ヒアリング調査 

         ③①・②に基づき、プレカット事業者および大工・工務店が抱え

る課題・問題点の抽出および人材ニーズ、スキルアップニーズ等

の分析 

         ④工務店などが作成する家づくりプランの構造的問題点の分析 

         ⑤調査報告書の作成 



【１】および【２】の調査・分析を踏まえ、教育機関および情報センターの

全体像を明らかにする 

【３】木造住宅振興のための教育機関の全体像策定 

①学校教育法第 4 条第１項の規定による学校設置認可用カリキュ

ラムの策定 

②学校の社会的位置付けと特長 

③科目別シラバスの作成 

④木造振興のための人材養成方法 

⑤学生のスキル・資格取得対応策 

⑥まとめ 

【４】木造住宅設計・デザイン支援センター（仮称）の全体像策定 

      ①支援センターのスキーム作成 

      ②運営方法  

      ③関連業界との連携折衝 

      ④運営に関するモデル作成 

      ⑤まとめ 

 

Ⅱ 事業の成果 

 ①「地域に根ざした木造住宅生産体制強化チャート」（別添 ①）と「人材育成

チャート」（別添 ②）および「木の学校の入学・実践教育・就職 相関イメ

ージ」（別添 ③）を策定できた。 

②広島県内外の、建築・住居系の学部・学科を有する大学・高専・専門学校・

高校の木造建築教育の実態を、アンケートやヒアリングおよび現場に携わ

っている建築系大学教員等識者の会議を通して調査・分析し、現状の問題

点や課題を浮かび上がらせた（別添 ④）。その結果、木造建築振興のための

人材を育成する教育機関の教育体制、教育内容、シラバス等を策定できた。

（策定内容の詳細は 別添 ⑤ ～ ⑤－４） 

②広島県下のプレカット業者と大工・工務店に対するアンケート・ヒアリン

グ調査および地域経済系学識者、林業・住宅業界のリーダー各位による識者

会議を経て、それぞれが抱える課題・問題点を抽出するとともに、人材ニー

ズ、スキルアップニーズを分析した（別添 ⑥）。その結果、諸  問題を解決

すべく構想していた「家づくり情報相談センター」のスキ ームが顕わとな

り、具体案が策定できた。（全体像は別添 ⑦） 

 

これらの成果は、広島県のみにとどまらず全国に汎用性のあるものであり、国が推進す

る地域木造建築振興に大いに寄与するものと確信する。 



Ⅲ 目標設定、実施内容等の妥当性等の点検と今後の取組 

交付申請時における目標は、①木造教育機関の設立に向けて、教育体制や教  

育内容、シラバスを策定すること②住宅業界の課題・問題点およびニーズを 

抽出し、それらをクリアするセンターの具体案を策定する、の 2点であった。 

今回の実施内容に照らし、この目標は妥当性を有していると判断できる。今 

後は、策定した内容を下記日程で実現すべく取り組んで行く。 

①木の学校（教育機関） 

  平成 26年 4月  学校設置認可申請及び指定科目申請 

  平成 26年 4月～６月  組織づくり（教員・事務方）  教室設置 

  募集要項制作 

  平成 26年 7月～12月  開校周知  開校諸準備  学生募集活動 

  平成 27年 1月～3月   入学試験 

  平成 27年 4月     開校 

②家づくり情報・相談センター 

  平成 26年 4月～9月  体制づくり  関連業界との連携折衝  

 業界・ユーザー向け PR活動   

  平成 26年 10月     開設 

以 上 



木造に詳しい建築士育成

（学校教育法による学校）

総合的な地域住宅生産体制の強化

施工グループ

材料グループ

設計グループ

・大工

・工務店

・リフォーム会社

・単品業者

・プレカット会社

・製材

・材木店

・林業家

・プランニング

・意匠設計

・構造設計

・CAD オペ

施　工市　民

行　政

高校卒・大学生・社会人

住まいのユーザー

・木造建築物の普及

・住宅の耐震化

・県産材消費拡大

・助成措置等

受講

入学 インターンシップ

人材

スキルアップ・研修

協賛

広報

相談

情報発信

指導・協力

見積

契約・施工

情報

協賛

協力

地域に根ざした木造住宅生産体制強化チャート

登録

家づくり情報・相談センター

木造建築をサポートする

木造スクール

木の学校

教　育

施工グループ

の研修

市民

家づくり講座

連
携

・木造スクールの企画・運営

・家づくり情報発信

・空家再生バンクの運営

・家づくりの相談

・プランニング、意匠設計

別添　①



・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力
・交渉力
・ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ表現力
・洞察力
・情報収集力

提案力

・企画力
・創造力 
・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ力
・美的感性
・問題解決能力

　　
・建築知識
・設計,CAD
・木材,木構造
・住宅施工
・住宅再生
　　　　　　　　

人材育成チャート
◎住宅に関し技術力とﾃﾞｻﾞｲﾝ力に裏打された提案力のある人材育成

技術力 デザイン力

即戦力化

HOLZ  BAUHAUS　木の学校

木の学校HOLZ  BAUHAUS

実
践
的
教
育

別添　②



  ・高校新卒生
　　・文系大学卒生

　　　　 ・大学在学生(Wｽｸｰﾙ)
　　・社会人（OL）

　　　　・住宅会社社員研修
　　・高感度生活者

　　
　　　　　　・ﾌﾟﾚｶｯﾄ業界

・住宅,ﾘﾌｫｰﾑ会社
　　　　　　　　   ・林業,木材関係会社

　　　　　　・家具,ｲﾝﾃﾘｱ
　　　　　　　　　・設備,建具,その他
　　　　　　　　・住宅設計事務所

木の学校の入学・実践教育・就職　相関イメージ

講
師
、
実
習
の
場
提
供

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ会社 学生

人
材
ﾆｰ
ｽﾞ
・
入
学
者
紹
介

人
材
派
遣

情
報
、
ﾉｳ
ﾊｳ
提
供

卒
後
、
建
築
士
０
年
受
験実

践
重
視
の
教
育

ﾊﾞｳﾊｳｽ的
教
育

    資
格
取
得

在
学
中
、
Ｉ
Ｃ

社員研修

就職・ﾊﾞｲﾄ先

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

木
の
学
校

インターンシップ

  ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ先

木の学校
HOLZ  BAUHAUS

地方自治体
林　業 協力

プレカット業界
連携

1．木造ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科（修業2年）

　　　　　　　建築士０年

　　　　　　ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

2．木造建築学科（夜間）(修業2年)

　　　　　　ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

別添　③



別添 ④ 

 

木の学校設置に関する調査のまとめ 

 

大学のアンケート調査や識者会議、訪問調査、ヒアリング調査などから木造教育の実態と

新しい木造教育に求められる人材像と木の学校のイメージが明らかになった。 

 

＜明らかになったこと＞ 

・木に詳しい建築士が地方都市にはほとんどいない 

・プレカット業界に木造に詳しい建築士が不足している 

・地方の建築系大学には木や木構造を専門分野とする専任教員は不在で、これらに関する

専門建築教育は欠落している 

・分業化の弊害で、構造性能・合理性がハウスメーカー、大手ビルダーの家より劣る 

・地場の木造住宅業界には技術者育成プログラムがないので「木の学校」が教育を担う必

要性がある 

・中小工務店はよい人材が採用し難い 

・木造の市場が創れる（営業開発が出来る技術者）人材がほしい 

・木造建築に特化した学校が各県に 1校は必要 

 

＜求められる人材像＞ 

・木と木構造、構造力学にも強い建築士 

・プランニング力、デザイン力のある人材 

・平面プランニングと構造設計が出来る人材 

・住まいや暮らしの基礎知識を持ったコミュニケーション能力の高い人材 

・リフォームやリノベーションの出来る人材 

・環境時代にふさわしいエコ、省エネ、創エネ教育 

・現場管理だけでなく、技能者をコントロールできるマネージメント力 

・混構造のわかる技術者（RC造、S造、木構造の知識が必要） 

・住宅ファイナンスに強い人材 

・実務の知識、技術、資格などを身に付けた人材 

 

＜期待される木の学校のイメージ＞ 

・卒業後建築士を０年で受験できる 

・社会人が学べる夜間コースが必要 

・実践的な実務教育を軸にした教育システム（課題解決型教育） 

・ベテランの技能職人、工務店経営者などを講師とした講義を組む 



・就職のミスマッチを防ぐ仕組み（インターシップの構築） 

・卒業後就職が保証される仕組み（パートナーシップの構築） 

 （パートナー会社との連携により、インターンシップによる仕事体験と就職先の安定化） 

・社会的ニーズの高い技術や資格を取得させる 

・プレカットに対応した技術教育が必要（汎用性の CAD） 

・少ない定員制で学校経営をサポートする仕組み（行政、業界の支援） 

以 上 



別添 ⑤ 

木の学校全体像 

１．学校名 

  HOLZ BAUHAUS  木の学校 

２．設立趣旨 

  戦後植林された杉や桧が収穫期を迎え、また温暖化対策などからも木造建築や内装の

木質化の振興策が推進されています。一方地方都市における工務店、地域木造建築ビ

ルダー、プレカット業界に木に詳しい木造建築技術者が不足しており、木造建築や内

装の木質化の市場を創るコミュニケーション能力の高い木造建築技術者が嘱望されて

おります。 

また、都市における建築物の木造化や木質化は低炭素社会に向けた重要な方策であり、

諸外国においても CLT（ｸﾛｽ･ﾗﾐﾈｲﾃｯﾄﾞ･ﾃｨﾝﾊﾞｰ）による木造中高層ビルの建築がはじま

っており、木造建築技術者の育成が求められる時代となっています。 

以上のような時代背景の下、地方都市の木造振興に資する人材育成のために、広島に

全国のモデルとなりうる新しい教育システムによる木の学校を設立します。 

３．基本理念 

  実学、実務教育を目指し、BAUHAUS 的教育を行う 

４．教育方針 

  ① 木造振興を目的に、行政および業界との連携により、地域社会に役立つ人材教育

を行う 

② 木と木構造、構造力学にも強い建築技術者を育成する 

③ 住まいや暮らしの基礎知識を身に付けた、コミュニケーション能力の高い人材を

育成する 

④ 環境時代にふさわしいエコ、省エネ、創エネ教育を行う 

⑤ 新築住宅およびリフォーム・リノベーションの出来る人材を育成する 

５．本学の特長 

① 技術力、デザイン力、コミュニケーション能力を磨く 

木造建築の専門知識を身に付けるとともにプランニング力、デザイン力、そして住

まいや暮らしの幅広い知識を磨く 

②  少人数制で木造建築に関する実践的高次元教育 

私立大学のようなマスプロ教育ではなく、理解度が確認できる少人数で、卒業後す

ぐに戦力になりうる実践的教育を行う 

③ パートナー会社との連携により、インターンシップによる仕事体験と就職先の安定  

 化。工務店、地域ビルダー、プレカット会社等とパートナーシップを結び、在学中

の中長期インターンシップにより実務を体験する 



④ 社会的ニーズの高い実務に役立つ資格を取得 

2年間で指定科目の単位を取得し、在学中にインテリアコーディネーターなど実務

に役立つ資格の取得を目指す 

⑤ 全日制と夜間コースを設け、W スクール、社会人向けなど多様な学び方に対応 

    高校新卒者、社会人対象の昼間コースと、文系を含めた在学中の学生の W スクー

ル、働きながら建築士受験資格の取得を目指す方などを対象とする夜間コースを

設ける 

６．目指す資格 

    ●2 級建築士、木造建築士の受験資格 ●インテリアコーディネーター 

●木造設計検定 3 級 ●住環境デザイナー ●省エネ建築診断士 

●ホームインスペクター ●2 級施工管理技士 ●CASBEE 戸建評価員 など 

７．設置学科 

  学 科 名 
昼夜 

の別 

修業 

年限 
入学定員 収容定員 

木造デザイン学科 昼間 2 年 25 名（1 学級） 50 名 

木造建築学科 夜間 2 年 25 名（1 学級） 50 名 

   ①木造デザイン学科（昼間 2年制）の育成方針 

   木と木造軸組み構造に詳しく且つプランニング力、デザイン力に優れ顧客対応力の

ある建築士を育成。RC 造の木質化リフォーム、木造リフォーム、リノベーションの

提案、施工管理の出来る人材として育成し、在学中にインテリアコーディネーター

の資格取得を目指す 

  ②木造建築学科（夜間 2年制）の育成方針 

   木と木造軸組構造に詳しく且つプランニング力、デザイン力に優れ顧客対応力のあ

る建築士を育成。在学中にインテリアコーディネーター資格取得を目指す 

８．入学予定者の属性 

  高校卒業者、Ｗスクール、大学からの転入者、文系大学卒業者、進路変更を目指す社 

会人、住宅・木材関連業界の社員、住宅関連業界での活躍を目指す好感度生活者 等 

９．学則・・・（省略） 

10．授業時間割・・・別添 ⑤－１  ⑤－２ 

11. 指定科目に該当する科目・・・（省略） 

12．カリキュラム・・・別添  ⑤－３  ⑤－４ 

13．シラバス・・・（省略） 

以 上 

 

 



別添⑤-１

時間 月 火 水 木 金 時間 月 火 水 木 金

1
9：00
～

10：30
住居材料学 住宅一般構造 建築計画 設計製図Ⅰ 1

9：00
～

10：30

木質構造力学
演習

住宅施工 住宅施工演習 CAD演習

2
10：40
～

12：10
住宅設備 住宅構造力学

インテリア演習
Ⅰ

建築計画演習 設計製図Ⅰ 2
10：40
～

12：10

木質構造力学
演習

住宅積算見積
インターンシッ

プ実習
住宅施工演習 CAD演習

3
13：00
～

14：30
住宅史 木構造

インテリア演習
Ⅰ

住宅計画演習 設計製図Ⅰ 3
13：00
～

14：30
住宅ビジネス 設計製図Ⅲ 住宅測量演習 CAD演習

4
14：40
～

16：10

インテリア演習
Ⅰ

住宅計画演習 4
14：40
～

16：10
住宅企業研究 設計製図Ⅲ

5
16：20
～

17：50
5
16：20
～

17：50

時間 月 火 水 木 金 時間 月 火 水 木 金

1
9：00
～

10：30
木のデザイン インテリア計画 住景観計画 設計製図Ⅱ 1

9：00
～

10：30
住宅関連法規

木質化リ
フォーム演習

住宅施工実習 卒業設計

2
10：40
～

12：10
木材学

住環境デザイ
ン論

住宅模型演習 設計製図Ⅱ 2
10：40
～

12：10
住宅関連法規

木造リフォー
ム演習

インターンシッ
プ実習

住宅施工実習 卒業設計

3
13：00
～

14：30
木工基礎 伝統工法

インテリア演習
Ⅱ

住宅模型演習 設計製図Ⅱ 3
13：00
～

14：30
グループ研究

木造設計検定
演習

卒業設計

4
14：40
～

16：10

インテリア演習
Ⅱ

4
14：40
～

16：10
グループ研究

木造設計検定
演習

5
16：20
～

17：50
5
16：20
～

17：50

木造デザイン学科1年次前期（480H）　

木造デザイン学科1年次後期（420Ｈ）

木造デザイン学科２年次前期（420H）

木造デザイン学科２年次後期(390H)

木造デザイン学科　時間割



別添⑤-２

時間 月 火 水 木 金 土（隔週）

1
18：20

～
19：50

住居材料学 住宅一般構造
インテリア演習

Ⅰ
建築計画 設計製図Ⅰ 設計製図Ⅰ

2
20：00

～
21：30

住宅設備 住宅構造力学
インテリア演習

Ⅰ
建築計画演

習
設計製図Ⅰ 設計製図Ⅰ

時間 月 火 水 木 金 土（隔週）
0

1
18：20

～
19：50

木の
デザイン

インテリア計画
インテリア演習

Ⅱ
住景観計画 設計製図Ⅱ 設計製図Ⅱ

2
20：00

～
21：30

木材学
住環境デザイン

論
インテリア演習

Ⅱ
住宅計画

演習
設計製図Ⅱ 設計製図Ⅱ

時間 月 火 水 木 金 土（隔週）

1
18：20

～
19：50

木質構造
力学演習

住宅施工 住宅ビジネス
住宅施工

演習
CAD演習 CAD演習

2
20：00

～
21：30

木質構造
力学演習

住宅積算見積 住宅企業研究
住宅施工

演習
CAD演習 CAD演習

時間 月 火 水 木 金 土（隔週）

1
18：20

～
19：50

住宅関連
法規

木質化リフォー
ム演習

住宅模型演習 住宅史 卒業設計 卒業設計

2
20：00

～
21：30

住宅関連
法規

木造リフォーム
演習

住宅模型演習 木構造 卒業設計 住宅測量演習

木造建築学科（夜間）1年次前期（330H） 

木造建築学科（夜間）１年次後期（330H）　

木造建築学科（夜間）２年次後期（330H）　

木造建築学科（夜間）2年次前期（330Ｈ）　　

木造建築学科（夜間）　時間割



別添 ⑤－3 

木造デザイン学科カリキュラム 

 

＜育成する人材のイメージ＞ 

木と木造軸組構造に詳しく且つプランニング力、デザイン力に優れ顧客対応力のある建築

士を育成。RC 造の木質化リフォーム、木造リフォーム、リノベーションの提案、施工管理

の出来る人材育成し、在学中にインテリアコーディネーターの資格取得を目指す。 

（木造建築士、二級建築士は卒業後０年で受験できる） 

＜1 年次講義科目＞ 

◎1 年前期 

21、 住居材料学：1 年前期：2 単位：建材の基礎知識、木質建材、金属材料、左官材料、エコ材料 

14、住宅設備：1 年前期：2 単位：住宅設備、住宅機器、空調設備、設備設計計画、省エネ設備、創エネ 

12、住宅史：1 年前期：2 単位：日本住宅史概要、明治以降の住宅変遷、産業革命後、住宅の工業化 

18、住宅一般構造：1 年前期：2 単位：S 造、RC 造、SRC 造、枠組壁工法、木造軸組工法 

15、住宅構造力学：1 年前期：2 単位：力学の基礎知識、単純梁、応力、トラス構造、断面設計 

19、木構造：1 年前期：2 単位：木造の軸組、床組、小屋組、接合部、架構計画、大規模木造 

39、インテリア演習Ⅰ：1 年前期：6 単位：インテリアコーディネーター１次資格試験対策 

06、建築計画：1 年前期：2 単位：建築計画の基礎知識、寸法計画、単位空間の設計計画、透視図法 

08、建築計画演習：1 年前期：2 単位：寸法計画演習、単位空間の設計計画演習、パース演習 

09、10、住宅計画演習：1 年前期：４単位：間取りプランニング演習、フリーハンドプラン表現手法 

間取りプランニングの課題演習、平面プランのプレゼン手法 

01、建築設計製図Ⅰ：1 年前期：６単位：図学、製図のＪＩＳ規格、図面の読み方、縮尺、エスキース 

                 フリーハンド演習、階段、平面プランニング、平面図 

 

◎1年後期 

23、木のデザイン；１年後期：2 単位：木材振興策、林業、製材、乾燥、木材のＪＡＳ規格、集成材 

                  CLT, 海外の事例、混構造デザイン、木製家具  

22、木材学：１年後期：2 単位：木材の分類、生態、樹木の特徴、樹種の特徴、銘木、木材の適材適所 

30、木工基礎：１年後期：2 単位：木材加工機の基礎知識、木工の道具の基礎知識と使い方、プレカット 

07、インテリア計画：1 年後期：2 単位：インテリアエレメント、空間の把握、パースガイド、海外情報 

13、住環境デザイン論：1 年後期：2 単位：音、光、熱、空気の住環境計画、色彩計画、省エネ計画 

20､ 木造伝統工法：1 年後期：2 単位：古民家の構造、和風建築の知識、茶室の構成、和室の造作、古民家 

40、インテリア演習Ⅱ：1 年後期：４単位：インテリアコーディネーター２次資格試験対策、IC の実務 

11、住景観計画：２年後期：2 単位：建物の配置計画、住宅の外構デザイン、ガーデニングプランイングﾞ 

37、住宅模型演習：２年前期：４単位：起し絵図、住宅模型、外構等の模型制作 縮尺１/100、１/50 

02、建築設計製図Ⅱ：1 年後期：６単位：立面図、展開図、矩計図、伏図、軸組図、詳細図 



＜2 年次講義科目＞ 

◎2 年前期 

16、17、木質構造力学演習：2 年期：4 単位：壁量計算、軸組構造計算演習、耐震補強診断と補強 

                片持ち梁、単純張り、はね出し張り、3 階建など計算 

35、住宅ビジネス：：２年前期：2 単位：資金計画、登記手続き、ヒヤリング、接客マナー、ディベート 

36、住宅企業研究：２年前期：2 単位：工務店、住宅産業、インテリア産業の概要、プレカット業界 

24、住宅施工：２年前期：2 単位：工程管理、安全管理、手続き、着工から完成までの各工事 

25、住宅積算見積：２年前期：2 単位：積算手法、住宅の積算、木材、下地、仕上げなどの積算見積 

03、建築設計製図Ⅲ：2 年前期：４単位：課題設計、コンセプト、ゾーニング、エスキース、プレゼン 

41、インターンシップ：2 年前期：各５単位：企業研修：オープンデスクや現場研修などで得た学習をレ

ポートにまとめる 

26、27、住宅施工演習：２年後期：4 単位：工程表の作成、原価管理演習、安全衛生管理の書類作成など 

                     施工課程における工事別の職種と施工方法、 

31、住宅測量演習：２年前期：2 単位：敷地の平板測量、ﾏﾝｼｮﾝの住戸実測、戸建住宅の実測作図演習 

05、建築ＣＡＤ演習：２年前期：６単位：①JWCAD の操作テクニックとＰＣの基礎スキルを身につける 

②JWCAD の実施設計トレースを習熟する 

  ③3 次元 CAD の操作及びＰＣ操作テクニックを身につける  

 

◎２年後期 

32、住宅建築関連法規：２年後期：４単位：建築法規の体系、単体規定、集団規定、建築士法、消防法 

38、グループ研究：２年後期：４単位：住宅生産、木造建築における法律、新技術などのグループ研究 

33、木質化リフォーム演習：２年後期：2 単位：マンションリフォームのヒヤリングから実測調査方法、

プランニング、見積り、施工管理、までの一連の流れを疑似体験

演習 

34、木造リフォーム演習：２年後期：2 単位：戸建住宅リフォームのヒヤリングから施工管理、リノベー

ション 

41、インターンシップ：2 年後期：各５単位：企業研修：オープンデスクや現場研修などで得た学習をレ

ポートにまとめる 

28、29、住宅施工実習：2 年後期：４単位：自然塗装実習、壁紙実習、湿式塗壁実習、現場見学演習 

                 木材加工実習 

04、卒業設計：2 年後期：６単位：戸建、古民家再生、マンション住戸の 設計作品をまとめる 



別添 ⑤－4 

 

木造建築学科（夜間）カリキュラム 

 

＜育成する人材のイメージ＞ 

木と木造軸組構造に詳しく且つプランニング力、デザイン力に優れ顧客対応力のある建築

士を育成。RC 造の木質化リフォーム、木造リフォーム、リノベーションの提案、施工管理

の出来る人材育成し、在学中にインテリアコーディネーターの資格取得を目指す。 

（木造建築士、二級建築士は卒業後０年で受験できる） 

＜1 年次講義科目＞ 

◎1 年前期 

21、 住居材料学：1 年前期：2 単位：建材の基礎知識、木質建材、金属材料、左官材料、エコ材料 

14、住宅設備：1 年前期：2 単位：住宅設備、住宅機器、空調設備、設備設計計画、省エネ設備、創エネ 

18、住宅一般構造：1 年前期：2 単位：S 造、RC 造、SRC 造、枠組壁工法、木造軸組工法 

15、住宅構造力学：1 年前期：2 単位：力学の基礎知識、単純梁、応力、トラス構造、断面設計 

39、インテリア演習Ⅰ：1 年前期：４単位：インテリアコーディネーター１次資格試験対策 

06、建築計画：1 年前期：2 単位：建築計画の基礎知識、寸法計画、単位空間の設計計画、透視図法 

08、建築計画演習：1 年前期：2 単位：寸法計画演習、単位空間の設計計画演習、パース演習 

01、建築設計製図Ⅰ：1 年前期：６単位：図学、製図のＪＩＳ規格、図面の読み方、縮尺、エスキース 

                 フリーハンド演習、階段、平面プランニング、平面図 

 

◎1年後期 

23、木のデザイン；１年後期：2 単位：木材振興策、林業、製材、乾燥、木材のＪＡＳ規格、集成材 

                  CLT, 海外の事例、混構造デザイン、木製家具  

22、木材学：１年後期：2 単位：木材の分類、生態、樹木の特徴、樹種の特徴、銘木、木材の適材適所 

07、インテリア計画：1 年後期：2 単位：インテリアエレメント、空間の把握、パースガイド、海外情報 

13、住環境デザイン論：1 年後期：2 単位：音、光、熱、空気の住環境計画、色彩計画、省エネ計画 

40、インテリア演習Ⅱ：1 年後期：４単位：インテリアコーディネーター２次資格試験対策、IC の実務 

11、住景観計画：２年後期：2 単位：建物の配置計画、住宅の外構デザイン、ガーデニングプランイングﾞ 

09、住宅計画演習：1 年前期：２単位：間取りプランニング演習、フリーハンドプラン表現手法 

間取りプランニングの課題演習、平面プランのプレゼン手法 

02、建築設計製図Ⅱ：1 年後期：６単位：立面図、展開図、矩計図、伏図、軸組図、詳細図 

 

 

 

 



＜2 年次講義科目＞ 

◎2 年前期 

16、17、木質構造力学演習：2 年期：4 単位：壁量計算、軸組構造計算演習、耐震補強診断と補強 

                片持ち梁、単純張り、はね出し張り、3 階建など計算 

 

24、住宅施工：２年前期：2 単位：工程管理、安全管理、手続き、着工から完成までの各工事 

25、住宅積算見積：２年前期：2 単位：積算手法、住宅の積算、木材、下地、仕上げなどの積算見積 

35、住宅ビジネス：：２年前期：2 単位：資金計画、登記手続き、ヒヤリング、接客マナー、ディベート 

36、住宅企業研究：２年前期：2 単位：工務店、住宅産業、インテリア産業の概要、プレカット業界 

26、27、住宅施工演習：２年前期：4 単位：工程表の作成、原価管理演習、安全衛生管理の書類作成など 

                     施工課程における工事別の職種と施工方法、 

05、建築ＣＡＤ演習：２年前期：６単位：①JWCAD の操作テクニックとＰＣの基礎スキルを身につける 

②JWCAD の実施設計トレースを習熟する 

  ③3 次元 CAD の操作及びＰＣ操作テクニックを身につける  

 

◎２年後期 

32、住宅建築関連法規：２年後期：４単位：建築法規の体系、単体規定、集団規定、建築士法、消防法 

33、木質化リフォーム演習：２年後期：2 単位：マンションリフォームのヒヤリングから実測調査方法、

プランニング、見積り、施工管理、までの一連の流れを疑似体験

演習 

34、木造リフォーム演習：２年後期：2 単位：戸建住宅リフォームのヒヤリングから施工管理、リノベー

ション 

37、住宅模型演習：２年前期：４単位：起し絵図、住宅模型、外構等の模型制作 縮尺１/100、１/50 

12、住宅史：1 年前期：2 単位：日本住宅史概要、明治以降の住宅変遷、産業革命後、住宅の工業化 

19、木構造：1 年前期：2 単位：木造の軸組、床組、小屋組、接合部、架構計画、大規模木造 

28、29、住宅施工実習：2 年後期：４単位：自然塗装実習、壁紙実習、湿式塗壁実習、現場見学演習 

                 木材加工実習 

04、卒業設計：2 年後期：５単位：戸建、古民家再生、マンション住戸の 設計作品をまとめる 

31、住宅測量演習：２年前期：１単位：敷地の平板測量、ﾏﾝｼｮﾝの住戸実測、戸建住宅の実測作図演習 

 



別添 ⑥ 

 

 

家づくり情報相談センター設置に関する調査のまとめ 

 

工務店、プレカット業界のアンケート調査や識者会議、訪問調査、ヒアリング調査なとか

ら当機関に求められる機能や役割、運営などが明らかになった。 

 

＜明らかになったこと＞ 

・工務店、プレカット業界に木に詳しい建築士が不足している 

・住宅メーカーや大手施系事務所のような新卒者を育成するシステムがプレカット業界や

工務店にはない 

・営業職など木造軸組に詳しくない人が住宅プランを作成するケースが多く、架構が悪く

不都合な木造住宅も建てられている 

・市民は家づくりやリフォームにおいて中立的な立場で相談できるところを求めている 

・市民に対する家づくりの情報は大手住宅メーカー等の広告宣伝に支配されており、木造

住宅の真の良さを情報発信する機能が社会にない 

 

＜求められる役割＞ 

・地域の木造振興において市民、行政、業界の要の役割を担う 

・工務店は人材育成支援と設計デザイン支援を求めている 

・実務通じて技術者を育成する木の学校を補完するシステムを担う 

・工務店等施工業者に対する省エネ、耐震技術など新技術講習会など 

・長期優良住宅や中規模木造の構造計算等の工務店技術サポート 

・新築、リフォームにおいて専門家によるプランニング 

・会員の工務店、単品業者に対しての受注センター機能 

・市民に対して木造建築の魅力を啓発するための継続的な情報発信 

・既存住宅の性能や価値についての診断、評価 

・家づくりやリフォームにおける生活改善に関する継続的な講座やイベント 

・木の魅力を知らない市民が増えており、木育の体系的な推進を図る 

・団地、空家再生など街づくりへの提案 

・資金相談、相続相談等住まいや暮らしに関わる相談機能 

・関連機関や関係者による情報ネットワークの構築を支援する機能 

 

 

 



＜運営方法のイメージ＞ 

・経営主体は行政主導でもなく民間営利でもなく、街づくりの NPOなど非営利の立場が好

ましい 

・木の学校との連携で新しい付加価値の創造が重要 

・木造振興の一環で行政の支援が不可欠で業界団体の協力も必要 

・行政、マスコミとの連携により市民への情報発信 

・センターが設計事務所として経営的に成り立つ仕組み作りが必要 

・県外の木造振興機関等との連携が必要 

・受益者負担の原則で応分の負担をする 

以 上 



別添 ⑦ 

家づくり情報相談センター全体像 

１．機関名 

   家づくり情報相談センター 

２．設立趣旨 

  東日本大震災以降、エネルギーの見直しが迫られている今日、省エネ・創エネのため

に低炭素社会に向けた住まいと住まい方の推進が必要な時代となっています。一方、

戸建住宅建築の主要な役割を担っている地域の中小工務店には、情報や省エネ技術が

十分浸透していない状況があります。 

地域の木造住宅、木造建築の生産体制の強化を図るためには、中小工務店に対する省

エネ技術や設計のサポートが必要と考えられ、また併せて、地域の木造振興には、生

活者に対するパッシブ住宅など経済性の高い省エネ情報の発信や家づくり相談などの

サービス機能を担う機関の設置が欠かせません。 

本相談センターは、地域の木造建築教育機関（木の学校）と連携し、地域の木造振興

を目的に、安全、安心、快適、省エネな木造の家づくりをサポートするために設立し

ます。 

３．設置者 

   行政の指導、協力、支援の下、まちづくり NPO法人など、中立的非営利組織が運営主体

となることを検討 

４．特色 

   教育部門（木の学校、工務店等の技術研修、市民家づくり講座）と施工部門（施工パ

ートナー）との連携による新しい木造住宅生産体制の仕組み（資料②－１参照） 

５．業務内容 

   ① 市民対象の家づくり講座（行政、マスコミとの連携） 

② 設計者、工務店対象の技術情報セミナー（住宅省エネ化技術講習会など） 

③ 工務店等の支援（設計デザイン、省エネ等情報、受注促進） 

④ 家づくりの相談、リフォーム、リノベーションの相談（団地再生バンク） 

⑤ プレカット技術支援（中大規模木造建築の技術、構造設計など） 

⑥ 省エネ性能の調査、診断（ゼロエネルギー住宅の普及、創エネ、畜エネ） 

⑦ 中古住宅の診断、評価（ホームインスペクション） 

６．運営方法 

   ① 市民から相談対応は相談シートを記入頂き、内容に応じた専門家が対応する（家づ

くりの一般相談に関するものはセンターのスタッフが対応） 

② 経費は設計、デザイン、調査、技術セミナー等による収入に加え協賛金、運営分担

金などで賄う（（運営分担金は運営細則で定める） 



③ 施工パートナー会社はセンター経由の受注について運営分担金を負担する 

④ 協力、協賛会社が運営の支援を行う 

⑤ 木造建築に精通した建築設計事務所が運営のサポートを行う 

⑥ 市民への案内はホームページ等ウエブを活用する 

７．設置までの準備事項 

  ・行政、木造関連業界の協力、支援等 

・木の学校との連携 

・マスコミ関係との提携 

・施工グループとのパートナシップ連携 

・ホームページの構築 

・運営（経営）方法・体制の構築 

・スタッフの教育 

以 上 

 

 

 

 



識 者 会 議 開 催 概 要 

 

今回の住宅市場基盤強化推進事業の具体案を作成するに当たり、各方面へのア

ンケートやヒアリング実施したほか、広島県内外の大学教員、林業・住宅業界

リーダー、マスコミ関係者、経済界および行政担当者による識者会議を計 4回

開催し、延べ 36人の参加を得た。 

開催日と参加人数は以下の通り 

 第 1回 平成 25年 11月 19日（火） 7人 

      第 2回 平成 25年 11月 28日（木） 11人 

      第 3回 平成 26年 1月 21日（火  10人 

      第 4回 平成 26年 2月 14日（金）  8人 

この会議では、木の学校および情報相談センター両機関の構想に対し、それぞ

れの立場から多彩な意見・提案が出され、両機関の全体像策定に反映された。 

（その要旨は次頁以降を参照） 

 

 



識者会議における木の学校に関する意見・提案 

 

①木造建築に特化した学校にしてほしい 

 ・ただ、カリキュラムは資格取得に対応したものでなければならないし、指定科目をクリ

アしなければならない。 

 ・カリキュラムとシラバスはぎりぎりのところまで絞り込み（木造以外）、当局の指導を

受けながら足していくのが良いだろう。 

 ・シラバスは最初総花的に作り削っていく 

②実習が多くなりすぎると学生に負荷がかかる・・・定員割れの一因 

③育てる学生のイメージを明確にしておく 

 ・市場を創られる人材・・・木造振興に繋がる 

 ・木の良さを伝えられるプロフェッショナル 

 ・木のエンジニア、デザイナー、プロモーター育成 

 ・現場管理ではなく、技能者をコントロールできる人材 

 ・稼げる人材 ・プレゼン能力に長けた人材 

 ・プレカット技術者を育てる 

   スマートなネーミングの考案が必要 

 ・プランニングと構造設計ができる人材 

 ・ファイナンスに強い人材も育てる必要あり 

 ・ユーザーに自信を持って木を勧められる人材。実際の現場では現在、完工後のクレー

ムやトラ 

ブル回避やメンテナンスのし易さを優先するあまり、無垢の使用を進めていないのが現

実である 

④今の大学教育では、木の知識・木を使う知恵は身につかない。その点、カリキュラムを見る限り

に於いてだが木の学校は大いに期待できる。もっと言えば、大学院の機能も持てるのではないか 

⑤大学、高校、専門学校では建築系学科が減りつつある。学生集めが厳しいことの証左。木の学

校は、他にない、これまでにない特色・特長を打ち出す必要がある。 それは例えばカリキュラム

編成であり、ダブルスクール提案や文系への勧誘であろう 

⑤社会人を受け入れる態勢を敷く 

 ・退職して学ぶ ・働きながら学ぶ ・非建築系の受け入れ 

 ・社会人専用のコースがあっても良い 

⑥就職率・就職先が肝要・・・学校生き残りのキーポイント 

 ・ちなみに、受け入れ側は、基本的な技能を持っているか、コミュニケーション能力はど

うか、などを見る。デザイン面はその後のこと 

 ・現況、専門学校生は工務店止まり。学校教育内容と現場のギャップがある。（指定科目

と実務現場とのギャップ） 



 ・工務店に元気がないところが多く、就職環境は厳しい 

⑦教育は出口から教える 

 「こういう事が分からないといけないからこういう事を学ぶ必要がある」 

⑧授業内容について 

・非住宅の大型木造が出来てくるので RCや鉄骨も教える必要がある 

・濃密な授業が要請される。会社で 3年くらいかけて教える内容を 1年で 

・生産性アップの仕方も教えてほしい 

・住宅だけにとらわれない、全体を見渡せる教育を 

・木に詳しい人を 2年で育てるのは至難の技 

・インターンシップや卒業制作では、高齢者住宅のリフォームや公共施設などのメンテ

ナンスに関われば、メディアも取り上げやすく PRになる 

⑨講師像 

 ・大工や工務店社長を講師に迎える 

  優秀な学生は彼らに引っ張られるだろう 

 ・熱血漢も必要。社会にアッピールできる 

⑩木の学校設立については全員が賛意 

⑪経営主体および運営費について（最大のポイント） 

 ・「各種学校」で生徒が集まるか疑問 

 ・公立や既存学校への組み込みも考えられる 

 ・永続性のある事業でなくてはならない。少ない定員設定なので授業料だけではとても

運営はできないだろう 

 ・学校の特色、輩出する人材像、ターゲットを明らかにし、川上・川下業界のスポンサ

ーなどによる経営安定策を具体的に策定することによりビジョンを明確に示すことが

肝要。それが出来れば、設立の趣旨の根本は「木造の振興」にあり、これは行政の施

策と一致するので、補助金等も得やすくなるのでは。広島県には森林税がある 

 以 上 

 



識者会議における 家づくり情報相談センターに関する意見・提案 

 

相談センターに求められる機能・役割 

 ①技術者・技能者の待遇はよくない。よって、木の学校卒業生の就職斡旋や仕事斡旋が必

要 

 ②育てた人材を成長させるシステムが要る 

 ③大手ゼネコン・ハウスメーカーや大手設計事務所は、大学出の新入社員を鍛えるシス

テムを持っている。木造技術者が育たないのは、木造設計事務所が無いからである。

そういう技術者を育てる役割も。 

 ④木造が好きでも受け入れ先や仕事がないのが現実。仕事を取ってくるセンターであっ

てほしい 

 ⑤情報提供・技術提供の仕組み構築が肝要 

 ⑥ユーザーにファイナンス情報も伝える 

 ⑦家の評価を公平にできる機能 

 ⑧「相談センターの専門家と相談したらいい案が次々出てくる」「大手メーカーの営業マ

ンにないレベルだ」というような風潮を作る。 

  啓蒙・啓発活動が大事 

 ⑨木・木造の広報活動に期待する 

  ・大手メーカーの宣伝力・集客力に対抗してほしい 

  ・例えば、小中学生や潜在顧客に木の良さをアッピールする活動 

    セミナー、イベント、広報など。 

  ・新聞業界はこの 20年に亘り「NIE（新聞を教育に）」活動を続け一定の成果を上げて

いるが、木の教育も木に親しみを持たせる活動を小さい頃から実施する必要がある 

 ⑩街づくりへの提案も要求される。 

  ・木造の美しい街並み  ・経済行為との整合性 

 ⑪過去同じようなセンターが全国に出来たがうまく機能しなかった。どこに欠陥や隘路

があったのか検証すべし 

 ⑫ターゲット像を明確にしておく必要 

 ⑬リフォーム・リノベーションの需要が多いのではないか。但し、リフォームは「保守・

営繕」が目的ではなく、「生活改善」を旗印にアピールする必要がある。そのためには

家の構造を良く知る大工が要求される 

 ⑭広島県では、県産材や国産材の供給システムが整いつつある。しかし、川上・川下単

独では何も解決しない。今後 50年を見据え、国産材を主役とした官民一体の取り組み

が必要。そのためにも当相談センターはモデルとして機能するのではないか。また、

森林再生のも大いに叶う事業である。地域の経済成長に資する活動は行政も応援しや

すいのでは 



 ⑮広島市域の 3 分の 2 にあたる約 6 万ヘクタールが山林であるが、そのうちの半分は手

入れがなされていない現状で憂慮される事態である。また、木造の構造計算ができる

人材がおらず、東京の業者に発注している。 

  一方、市の施設の改修・増築では木質化が進んでいる。これらに地元材が使われれば

手入れ不足の山林も甦るのではないか。このような現況を見たとき、当相談センター

構想や木の学校設立は、行政の施策とも合致し、広島県の森林税の一部を充てること

は、県産材の消費につながるという観点で使えるのではないか。 

 ⑯相談センター事業の社会貢献 

  １．地域経済への貢献 

    木材消費  工務店の活性化  雇用の増大 

    地産地消のシステム確立 

  ２．環境への貢献 

    山林の再生  災害防止  

  ３．市民・行政への貢献 

    （特にリフォーム市場で）悪質業者の排除 （ユーザー教育） 

 ⑰相談センターは行政としても有難い機関である。他県には行政が設置したセンターは

あるが広島県にはない 

 ⑱国の成長戦略として中古住宅の流通があり、そのためにはリフォーム・リノベーショ

ンが欠かせない。相談センターはその流れに沿って対応できる機関である。空家は増

えるばかりであるが、今回の相談センターの構想が実現し全国へ普及すれば空家再生

の中核機関となるのでは。そして、相談センターは行政と組んで空家再生に邁進すべ

し。また、公的イメージが必要であるとの観点からも官民一体でないとうまく行かな

い。 

  ただ、官が前面に出ると前例が多々ある通り機能しない。相談センターの役割は大き

い。 

 ⑲相談センターが、単に“木を使いましょう”というだけでは人は動かない。キャッチ

フレーズに工夫を凝らさねばならない。それは、木+デザイン+健康+安全+安心をベー

スに、例えば“癒しの健康素材と家づくり”あるいは“地球にやさしく人にやさしい

家づくり”相談室センターなどである。 

 ⑳地場の住宅業界は木造で生きている。木造振興に繋がる相談センターは 

  業界にとっても有用である。家づくりの地産地消といえる 

 

相談センターの運営主体・運営方法は？ 経費は？ 

 ①相談は多岐・多彩に亘るので多くの人が要るのでは 

 ②苦情対応窓口になりかねない 

 ③株式会社にすると商売と思われ敬遠されがち。 



 ④公的機関にすると単なる情報提供の域を出られず、相談者とのギャップが生じる。情

報発信が難しい   

 ⑤官民から支援を募り、非営利法人で運営するような方法が受け入れられやすい。 

⑥同じ相談機能を持つ、マスコミ運営住宅展示場の PR力、イベント力、華やかさなどと

どう差別化を図り対抗して行くか。 

 行政に、社会性のある事業として認識してもらい、行政との連携や行政の支援は欠か

せないのでは。また、マスコミとの連携も同様。 

⑥マスメディアと連携の上、ニュースやパブリシティを上手に利用し知名度を上げる戦

略が要る。そのためには例えば、「木育」をキーワードに 

 展開し、（これから家を建てる）若い世代を取り込めばメディアは反応しやすい。 

        

     以 上 



識者会議における木造建築振興全般に関する意見・提案 

 

木造建築について 

 ①木造建築は振興の法律ができても進んでいない。特に非住宅部門。 

  ・耐火などに問題がある 

  ・非住宅の需要がないから設計者が地元にいない。居ないから案件が生じると東京へ

の発注となる（コスト増） 

  ・県産材に詳しい建築士がいない。木材業界と設計業界との情報交換の場がない 

 ②産学官共同でないと進まない  

  ・公共施設に木を使う仕組み作りが必要。成功シナリオとモデルが要る 

  ・大型公共施設の骨組みは木では出来なくとも、内装で木質化を図る 

  ・工務店で出来る仕事を出してもらう仕掛けが必要 

 ・川上から川下までの全体構図作成が望まれる 

③新築が増えないと木材振興には繋がらない。リフォーム、リノベーショ 

ンでは量は知れている。同じく大規模木造建築が推進されるべき 

 ④設計士の育成には時間が掛かる。標準化と生産性の向上が鍵 

 ⑤若い人が好むデザインの開発、大量生産の仕組み構築が要求される 

 ⑥施主へのインパクトあるインセンティブが必要 

 

木の教育について 

 ①小学校から木の教育が必要。広島市では 5年生の机の天板を木にしてる。 

  （5年生で林業の授業がでてくるため）傷ついたりするのが悩み 

 ②木そのものの情報を正しく教えたい。「木は傷ついたり腐ったりするの」 

  傷んだら替えればよい 

 ③消費者教育も肝要。木造希望・木への憧れを醸成する活動が必要 

 

工務店・大工について 

 ①リーマンショック以降、それまでと比べ大工・工務店が建てた家は８％ 

  ダウンしている（大手メーカーやビルダーは大きく伸ばしている） 

 ②大工の数は現在 39.8万人であるが、2020年には 20万人になるとの予想がある。「魅力

がない（経済的）」「誇りが持てない」が主因 

 ③工務店は疲弊している。大工が減ってきている現実があり、工務店は大工の雇用が出

来ないので、大工が減ったら会社存亡の危機となる 

 ④国の政策として「工務店を育てる」があるのか。無ければ提言する必要があるのでは

ないか 

 ⑤国の補助金制度には限界があり、囲い込みの手段に使われていないか 



今後の木造住宅政策等について 

 ①人口が減る中、新築も当然少なくなる。広島県だけでも築 40年超の住宅が 40万戸以上

あるが、この再生にこそ活路があるのでは 

 ②大工の減少は深刻。文化財の修復もままならなくなる可能性がある 

 ③手刻みできる技能を持った大工養成が急がれる 

 ④現在空き家再生事業は、主に田舎を中心に展開されているようだが都市圏こそ急務で

ある。団地そのものの高齢化、住人の高齢化は待ったなし。 

  空き家を再生し、リーズナブルな価格で子育て世代に販売する行政の施策が必要。そ

うすると世代間交流も深まり地域が活性化する。世代間が支え合う態勢が見えてくる。 

以 上 
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