
【平成２６年度施工】
・施設名：あがた児童センター
・構造：木造2階建て
・延べ床面積：667m2
・木材使用量：168m3（県産材使用量
131m3）
・主な樹種：アカマツ、カラマツ、スギ
・施設の概要：
地域の児童施設の拠点として建設され、

放課後には沢山の子供たちが学習室や遊戯
室に集まる。
遊戯室は、壁板に県産材のカラマツを使

用し、塗装は木目が残る薄めの白色を使用
している。

木材利用の促進事例集

外観

２１外観



【平成２１年度施工】
・施設名：小原交流センター
・構造：木造平屋建
・延べ床面積：305.37m2
・主な樹種：ヒノキ、カラマツ
・木材使用量：62m3（県産材使用量58m3）
・施設の概要：
当施設は、タカトウコヒガンザクラで有

名な高遠城址公園近くにあり、梁と桁にカ
ラマツ地域材、柱にヒノキ地域材を使用し、
景観に溶け込んだ施設です。都市と地域住
民の交流や地域の高齢者等の活動に活用さ
れています。

木材利用の促進事例集

交流室

外観

和室交流室２２



【平成２０年度施工】
・施設名：青木島交流センター
・構造：木造平屋建
・延べ床面積：285.18m2
・木材使用量65m3（県産材使用量
58m3）
・主な樹種：ヒノキ、カラマツ、
アカマツ
・施設の概要：
当施設は、柱と腰壁に地域材

（区有林）のヒノキを使用し、地
域住民に親しまれる交流施設とし
て活用されています。

木材利用の促進事例集

廊下(腰板：ヒノキ、床：カラマツ）（左・右写真）

外観

２３
玄関（使用木材を展示）



【平成２６年度施工】
・施設名：多機能型施設 かみなり村北
館
・構造：木造２階建
・延べ床面積：649.43m2
・木材使用量：138.18m3（県産材使用量
100m3）
・主な樹種：カラマツ、スギ
・施設の概要：

特定非営利活動法人岐阜羽島ボラン
ティア協会は、平成12年に羽島市内に身
体障害者デイサービスセンターを開設。
その後、障害福祉サービス事業、子育て
支援事業や社会的養護活動に取り組んで
きました。今回整備した「かみなり村北
館」は、平成28年4月新設の県立羽島特別
支援学校の児童生徒を受け入れる施設と
して整備したものです。県産材をふんだ
んに使用し、木の香りとぬくもりを感じ
ながら、ゆったりと落ち着いて利用でき
る施設となっています。

木材利用の促進事例集

児童室

外観

喫茶室

２４ ぎふの木でまるごと木製品導入事業による家具



【平成２５年度施工】
・施設名：室屋クラブ
・構造：木造軸組（平屋）
・延べ床面積：266.6m2
・木材使用量：61.17m3
・主な樹種：ヒノキ、スギ
・施設の概要：
「県産材需要拡大施設等整備事業」の
助成を受け、柱や梁などの構造材を含
め、床や天井に木材を使用しています。
室屋区の集会や地域の学習会など幅

広く利用され、施設利用者に木材の良
さを感じていただける施設となってい
ます。
また、使用木材のうち９８％以上を

岐阜県産材とし、地域材の需要拡大に
寄与しています。

木材利用の促進事例集

室内

外観

２５



【平成２２年度施工】
・施設名：みたけ健康館
・構造：木造平屋建
・延べ床面積：105.73m2
・木材使用量：37.03m3
・主な樹種：スギ、ヒノキ
・施設の概要：
みたけ健康館は、「介護予防」を重視

した地域支援事業の充実を目指し、その
拠点施設として整備された施設です。65
歳以上の高齢者の介護予防を目的とし、6
種類のトレーニングマシンなどを設置し、
健康運動指導士やスポーツトレーナーな
どによるトレーニングを行い、高齢者の
心身機能の改善や体力低下を予防すると
共に利用者間の仲間づくりなどを支援し
ています。

木材利用の促進事例集

室内

外観

２６



【平成２５、２６年度施工】
・施設名：恵那たんぽぽ大井ホーム
・構造：木造軸組（平屋）
・延べ床面積：300.72m2
・木材使用量：85.6m3
・主な樹種：ヒノキ、スギ
・施設の概要：
「県産材需要拡大施設等整備事業」の助

成を受け、腰板や天井に木材を使用するこ
とで木の香りが漂っています。施設利用者
が木のやさしさを感じることができる落ち
着いた生活空間を提供しています。

木材利用の促進事例集

室内

外観

２７



【平成２６年度施工】
・施設名：地域密着型特別養護老人ホームほ
たるの里千手
・構造：木造平屋建
・延べ床面積：1,403m2
・木材使用量：331m3（県産材使用量291m3）
・主な樹種：ヒノキ、スギ、カラマツ
・施設の概要：
視界に入るもの、肌に触れるものの多くに

木材が使われ、安らぎが感じられる施設です。
畳の廊下や木のフローリングにより、転倒

時等の衝撃が小さく、また、冬場でも床暖房
と間違えるぐらい暖かく感じるよう配慮され
ています。
・採光に配慮した開放的な作りで、自然な明
るさを実現しました。

木材利用の促進事例集

リビング

外観

２８

暖炉付きカフェ



【平成２５年度施工】
・施設名：特別養護老人ホーム万年青苑
・構造：木造軸組（平屋）２棟
・延べ床面積：675.3m2
・木材使用量：181.1m3
・主な樹種：ヒノキ、スギ
・施設の概要：
「清流の国ぎふ森林・環境税」を活用し、地

元東濃ひのきをふんだんに使った共同生活介護
施設となっています。梁や桁などには集成材や
梁丸太を使用することで、広い居間の区間を確
保しており、木の香りや木の温かみが感じられ
る施設となっています。

木材利用の促進事例集

室内

外観

２９



【平成２２年度施工】
・施設名：障害福祉施設陽だまり
の家
・構造：木造平屋建
・延べ床面積：562.69m2
・木材使用量：127.68m3（県産材
使用量127.68m3）
・主な樹種：カラマツ
・施設の概要：
広大な森林面積を誇る佐久穂町

に関係の深い森林資源の利用促進
を図り、内装材についてもできる
限り地元カラマツ材等利用し、木
の温もりが感じられる地域に親し
まれる建物としました。
日中活動をしている障害者に

とっても落ち着いた場の提供と
なっています。併せて設置した唐
松ストーブの炎が来所者、利用者
の心を穏やかしてくれます。

木材利用の促進事例集

廊下

外観

３０

玄関



【平成２５年度施工】
・施設名：障がい者生活介護施設 優が丘
・構造：木造軸組（平屋）
・延べ床面積：236.5m2
・木材使用量：47.03m3
・主な樹種：スギ、ヒノキ等
・施設の概要：
常時介護を必要とする重度の障がい者が、

身体機能を向上させるため、リハビリやレ
クリエーション等の諸活動を行う介護施設
を、県産材を100％使用して建築しており、
利用者が木のぬくもりを感じ、快適に利用
できる施設としています。

木材利用の促進事例集

室内（訓練作業室）

室内（訓練作業室）

３１



【平成２６年度施工】
・施設名：児童発達支援ｾﾝﾀｰ豊橋市高山学園
・構造：木造平屋建（一部２階建）
・延べ床面積：881.42m2
・木材使用量：240m3（うち県産材136m3）
・主な樹種：スギ
・施設の概要：
高山学園は、発達障害等のある児童に日常生

活の基本的動作や必要な知識・技能を習得させ
ることにより、集団適応性、社会性を養い、心
身の穏やかな発達を目指すことを目的とする通
所施設ですが、療育を実施する上での機能面や
園児に木のもたらすやすらぎや温もりが感じら
れるような配慮をしています。
八角形の遊戯室の空間を広く見せることと間

伐材を有効に活用することのできる大断面集成
材を使用するにあたり、３社による木造主架構
の工法を選定比較し、県産材を使用することと、
製材、集成材加工、仕上加工において地元業者
が活用できる工法を採用しています。

木材利用の促進事例集

廊下

外観

遊戯室

指導室
３２



【平成２６年度施工】
・施設名：白川村国民健康保険

白川診療所
・構造：木造平屋建
・延べ床面積：213.56m2
・木材使用量：136m3（岐阜証明材：73m3、
県性能表示材：37m3、JAS製品使用量26m3）
・主な樹種：スギ、ヒノキ
・施設の概要：
施設の機能に則ったコンパクトな内装と、

景観に配慮し木調の落ち着いた印象のある
外観となっています。

木材利用の促進事例集

外観

待合室
３３



【平成２６年度施工】
・施設名：入善町立さわすぎ保育所
・構造：木造平屋建
・延べ床面積：984.40m2
・県産材使用量：300m3
・主な樹種：富山県産スギ、カラマ
ツ（集成材）
・施設の概要：
木材使用量の55％に富山県産スギ

材を活用した保育所です。構造材を
現しとし、壁や天井、外壁の一部を
スギ板張りとしており、施設内には
自然光が十分に入り、木の温もりに
包まれる保育所となっています。

木材利用の促進事例集

保育室

玄関ホール

外観

３４



【平成２５～２６年度施工】
・施設名：立山町立かがやき保育園
・構造：木造平屋建
・延べ床面積：1,394.76m2
・主な樹種：スギ、ヒノキ
・施設の概要：
施設の構造材、内装材等として富山県産材

を使用し、保育園児や保護者、施設を訪れる
地域住民に木の魅力を感じていただける施設
となっています。

木材利用の促進事例集

遊戯室

オープンスペース

外観

３５



【平成２４～２６年度施工】
・施設名：東御市立和保育園
・構造：木造平屋建
・延べ床面積：1,424.44m2
・木材使用量：約251m3（長野県産材約
206m3（東御市産材約108m3））
・主な樹種：カラマツ
・施設の概要：

和保育園は、３歳未満児保育の増加な
ど多様化する保育ニーズに対応するため、
平成21年７月に制定した「市立保育園改
築基本計画」に基づき、和地区の「旧和
保育園」と「旧西部保育園」が統合し、
新たに「和保育園」として、平成26年
（2014年）４月２日に開所式が行われま
した。

新しい園舎は、「木造公共施設整備事
業補助金」及び「合併特例債」を主な財
源とし、未来を担う子どもたちの豊かな
情操を養うため、園舎の骨組みや内装に
は、可能な限り地元和地区の山林で伐採
した材木や長野県産材を使用し、木の温
かみが感じられるように建設しました。

木材利用の促進事例集

５歳児室

遊戯室

外観

３６

キャノピー（日よけ･雨よけ
の目的で、ベランダや出入口
の上部に差しかける屋根）

廊下



【平成２７年度施工】
・施設名：川上村立かわかみ保育園
・構造：木造平屋建
・延べ床面積：1,979.54m2
・木材使用量：国産材435m3（県産
材使用量：324m3（川上村産244m3）
・主な樹種：カラマツ
・施設の概要：
LVL加工によって強度と機能を向

上させた川上村産カラマツ構造材を
使用しました。森林を核として親し
く交流のある根羽村産の杉や大桑村
産のヒノキを保育室とサンルームに
活用しています。木のにおいや感触
の違いを感じ取り、子ども達の豊か
な心が養われることを期待していま
す。

木材利用の促進事例集

０歳児保育室

遊戯室

外観

３７



【平成２５～２６年度施工】
・施設名：飛騨市立

河合保育園
・構造：木造平屋建

一部鉄骨造
・延べ床面積：659.46m2

（木造部分523m2）
・木材使用量：213.91m3（県
産材165.90m3）
・主な樹種：スギ、ヒノキ
・施設の概要：
「市民がいつまでも安心し

て暮らせるまち」を基本に、
安心して子育てができるまち
を目指し、地元の木材をふん
だんに使用した温もりのある
園舎としています。

木材利用の促進事例集

廊下

遊戯室

玄関ホール

外観

３８



【平成２４～２５年度施工】
・施設名：下呂市立たけはらこども園
・構造：木造一部鉄骨平屋建
・延べ床面積：1,507m2
・県産材使用量：300m3
・主な樹種：スギ、ヒノキ、マツ
・施設の概要：
市産材や県産材をふんだんに使用す

ることで、木の温もりが感じられる優
しい木造施設となっています。
構造材の一部にカラマツ集成材を使

用することにより、保育室などを広く
開放的な空間としたほか、床にスギ圧
縮無垢フローリング材を、壁にはヒノ
キの板材を使用することにより、それ
ぞれの木材の風合いを生かした園舎と
なっています。

木材利用の促進事例集

廊下

教室

保育室

外観

３９



【平成２６、２７年度施工】
・施設名：多治見市立星ヶ台保育
園
・構造：鉄骨造平屋建
・延べ床面積：1,915.28m2
・木材使用量：27.98m3
・主な樹種：ヒノキ、スギ
・施設の概要：
木の香る快適な教育施設等整備

事業の助成を受け、床と壁に木材
を使用しています。内装に木材を
多く使用することで、建築の基本
コンセプトである「やさしさ、ふ
れあい、ぬくもり」のある保育園
を現しています。

木材利用の促進事例集

室内

外観

４０


