
【平成２７年度施工】
・施設名：設楽町立名倉保育園
・構造：木造平屋建
・延べ床面積：380.78m2
・県産材使用量：112m3（設楽町
産材112m3）
・主な樹種：スギ、ヒノキ
・施設の概要：
新園舎は、「地域で『みまもる』、
『あんしん』で『すこやか』な保
育園」というコンセプトにまとめ
基本実施設計に取り込み、また環
境への配慮、自然との共存といっ
た要素を加味し、構造材、内外装
仕上げ全体に、設楽町産材を積極
的に使用した木造平屋建ての園舎
となっています。

木材利用の促進事例集

ホール

保育室１

外観

保育室２（天井） ４１

保育室２（畳室）



【平成２５、２６年度施工】

・施設名：恵那市立中野方こども園

・構造：木造軸組（平屋）

・延べ床面積：562.69㎡

・木材使用量：136㎥

・主な樹種：ヒノキ、スギ

・施設の概要：

柱や梁などの構造材から床・天井に県
産材を使用しています。
また、子どもたちが使う机やイス、

テーブルにも木が使われています。

遊戯室には薪ストーブも設置されてお
り、木のぬくもりが感じられる施設と
なっています。
（「木造公共施設整備加速化事業」及
び「清流の国ぎふ森林・環境税」活用
事業）

木材利用の促進事例集

教室

外観

遊戯室薪ストーブ

４２



【平成２３～２４年度施工】
・施設名：高山市立東小学校
・構造：木造２階建
・延べ床面積：4,647m2
・主な樹種：スギ、ヒノキ、カラマツほか
・施設の概要：
県産材及び市産材利用
景観計画に基づき、形体・意匠を決め、２階

建てにしたことで周辺住宅への圧迫感を軽減し
ています。

木材利用の促進事例集

理科室

階段

外観

廊下・天井 ４３



【平成１４～１５年度施工】
・施設名：高山市立南小学校
・構造：木造２階建、一部鉄
筋コンクリート構造
・延べ床面積：6,687m2
・主な樹種：ヒノキ、スギ
・施設の概要：
木造校舎が市街地になじみ、

森林都市にふさわしい調和の
とれた景観を形成しています。
外装に木材を積極的に使用

し、２階建てにしたことで周
辺住宅への圧迫感を軽減して
います。

木材利用の促進事例集

廊下・天井

ふれあいギャラリー

テラス

外観

体育館４４



【平成２７年度施工】
・施設名：豊田市立寺部小学校・寺部こども園
・構造：木造２階建一部鉄筋コンクリート及び鉄骨造
・延べ床面積：10,592.14m2
（小学校8,270.61m2、こども園2,321.53m2)
・木材使用量：約1,390m3（小学校1,040m3、こども園約
350m3）（県産材約830m3うち市産材約730m3）
・主な樹種：スギ、ヒノキ
・施設の概要：
寺部小学校と寺部こども園を、市内で初めて合築によ

り移築整備しました。
特徴的な木材利用箇所は、構造体に一般に流通してい

る12㎝角の製材（ヒノキ）を主として使用し、これらを
組み合わせることで大きな柱や梁とするとともに、使用
する木材の一部を建設工事に先立ち確保することで県産
木材のほか市産材の最大利用に取り組みました。また、
要所に鉄骨造や鉄筋コンクリート造を併用することで、
他の小学校やこども園同様、通風や採光を確保した開放
感のある空間や特別教室などの大きな部屋、建築基準法
等による耐火基準の確保を「木造化」で実現しています。

木材利用の促進事例集

小学校（メディアセンター）

小学校（体育館）

外観

４５

全景（北東面） 全景（南面）



木材利用の促進事例集

寺部小（普通教室）

寺部小（交流室２）

４６

外観（正門）

こども園（遊戯室）こども園（地域交流室）

寺部小（ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ）

寺部小（昇降口）

こども園（保育室）寺部小（階段）



【平成２０年度施工】
・施設名：設楽町立名倉小学校
・構造：木造平屋建
・延べ床面積：2,581.32m2
・木材使用量：526.39m3
・主な樹種：スギ、ヒノキ、ツガ
・施設の概要：
名倉小学校の校舎は、構造材か

ら下地材まで「設楽町産材」を使
用し、腰壁に町有林で伐採したス
ギ材を使用しています。また普通
教室棟では、蓄熱式床暖房施設を
施し、床材に設楽町産スギ材を
50％圧縮した板材を使用すること
で、スギの利用拡大を図っていま
す。

木材利用の促進事例集

まるねホール

教室

コンピュータ室天井

外観

４７
ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ

コンピュータ室・図書室



【平成２５年度施工】
・施設名：東栄町立東栄小学校
・構造：木造平屋建
・延べ床面積：2,866m2
・木材使用量：595.089m3
・主な樹種：スギ、ヒノキ
・施設の概要：
東栄町産材を１００％使用した

木造校舎としており、防犯防災に
配慮し、平屋建てとしています。
また、職員室から小学校内外の

監理ができるように配慮されてお
り、講堂（屋内運動場）について
は、広めにスペースを取ることに
より、収納スペースが設けた。
また、省エネルギー対策として、

太陽光発電（２０Kw/h）、蓄熱式
床暖房としています。

木材利用の促進事例集

廊下

教室

屋内運動場の天井
（大断面集成材を使用）

教室の天井

外観

４８



【平成２３～２４年度施工】
・施設名：高山市立北陵中学校
・構造：木造２階建
・延べ床面積：2,005m2
・主な樹種：スギ、ヒノキ、カ
ラマツ、ヒメコマツほか
・施設の概要：
県産材及び市産材利用
景観計画に基づき、形体・意

匠を決め、２階建てにしたこと
で周辺住宅への圧迫感を軽減し
ています。
また、この辺りは寒冷地域で

あるため断熱性能を高める造り
としています。

木材利用の促進事例集

ﾋﾒｺﾏﾂの梁

図書室

階段

外観

廊下 ４９



【平成１８～１９年度施工】
・施設名：高山市立中山中学校

・構造：木造２階建、一部鉄
筋コンクリート構造
・延べ床面積：6,687m2
・主な樹種：スギ、ヒノキ、
カラマツ
・施設の概要：
木造校舎が背景の森林によ

く溶け込み、森林都市にふさ
わしい調和のとれた景観を形
成しています。
外装に木材を積極的に使用

し、２階建てにしたことで周
辺住宅への圧迫感を軽減して
います。

木材利用の促進事例集

廊下の天井

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾛﾋﾞｰ

外観

５０



【平成２１～２６年度施工】
・施設名：郡上市立大和中学校
・構造：木造（一部鉄筋コンク
リート造）２階建
・延べ床面積：2860.81m2
（91.8％が県産材、郡上市産材は、
使用木材の88.4％（うち構造材は
100％郡上市産材）
・主な樹種：スギ、ヒノキ
・施設の概要：
老朽化に伴う建て替えで、建設

にあっては、生徒たちが一日の大
半を過ごす活動の場であることか
ら、自然豊かで恵まれた環境を十
二分に活かした温かみと潤いのあ
る環境づくりを目指し、協議が進
められ、校舎棟については地元産
材をふんだんに使用した木造校舎
とし、屋内運動場についても内装
木質化するなど優れた学習環境・
生活環境の確保を図っています。

木材利用の促進事例集

図書室

生徒昇降口吹き抜け

教室

外観

２階廊下 ５１



【平成２７年度施工】
・施設名：飯山市文化交流館（愛称：
なちゅら）
・構造：鉄筋コンクリート造・一部鉄
骨造
・延べ床面積：3,900m2
・木材使用量：382.38m3
（県産材使用量372.97m3）
・主な樹種：カラマツ、ヒノキ
・設計者：隈 研吾
・施設の概要：
飯山市文化交流館（なちゅら）は、

北陸新幹線飯山駅に隣接し、近隣市町
村や県内外からのアクセスに恵まれ、
信越自然郷の持つ価値ある地域資源を
最大限活用した芸術文化の拠点、まち
の交流や商業的な活動などにぎわい拠
点として役割を担います。

木材利用の促進事例集

ナカミチ（多方面からアクセス
できる交流活動の拠点）

外観

大ホール

小ホール
５２



【平成２７年度施工】
・施設名：みんなの森 ぎふメディアコスモス

・構造：１階：鉄筋コンクリート（一部鉄
骨造）、２階：鉄骨造、木造（梁）
・延べ床面積：15,313.04m2
・県産材使用量：800m3（原木約2,000m3）
・主な樹種：ヒノキ（東濃ヒノキ）
・施設の概要：
みんなの森 ぎふメディアコスモスは

「知の拠点」の役割を担う市立中央図書館、
「絆の拠点」となる市民活動交流センター、
多文化交流プラザ及び「文化の拠点」とな
る展示ギャラリー等からなる複合施設です。
木製格子屋根は薄い木材を重ねた木造屋根
で、グローブに対応した起伏があります。
グローブ下はその周辺よりも自然光が多く
入る、明るい空間になります。
※グローブとは半透明で大きくて、床かから浮かん
だ逆さまの漏斗（じょうご）形状のかさのこと。

木材利用の促進事例集

ヤングアダルトのグローブ

外観

親子のグローブ ひだまりテラス

２階岐阜市立中央図書館

５３



【平成２６年度施工】
・施設名：飯山駅観光交流センター
・構造：鉄骨造２階建
・延べ床面積：1,003m2
・木材使用量：38.2m3（カラマツ
15.7m3、スギ22.5m3）
・主な樹種：カラマツ、スギほか
・施設の概要：
新幹線飯山駅開業に伴って、北信州

にふさわしい、広域観光のゲートウェ
イ機能強化を目的にした「信越自然郷
飯山駅観光案内所」「信越自然郷アク
ティビティセンター」「パノラマテラ
ス」の３つの施設を有した飯山市およ
び周辺９市町村からなる観光交流セン
ターとなっています。施設は長野県産
材を使った温もりのある雰囲気となっ
ており、夜に白く浮かび上がる光柱は
飯山の四季をモチーフにしたデザイン
が施されています。

外観

木材利用の促進事例集

空中通路
５４

階段

玄関デザイン（ブナ）

２階天井

方立柱（ﾎｵﾀﾞﾃﾊﾞｼﾗ）



【平成２６年度施工】
・施設名：道の駅もっくる新城
・構造：木造２階建
・延べ床面積：1073.69m2
・主な樹種：スギ、ヒノキ
・施設の概要：
道の駅もっくる新城は、三河の

木材をふんだんに使った建物で、
その造形美に惹かれる作りとなっ
ています。その建築材の「木」
（もく）と人々が集まる「来る」
（くる）から「もっくる」と名付
けられています。

木材利用の促進事例集

トイレ（左：男子用、右：女子用）

施設内部

外観（夜間）

外観（昼間）

足湯

５５



【平成２６年度施工】
・施設名：豊田森林組合本所
・構造：木造平屋建
・延べ床面積：735.64m2
・木材使用量：170m3 （地域材170m3）
・主な樹種：ヒノキ、スギ
・施設の概要：
新庁舎は木造建築を見て触ってその良さを伝

える建物で人間の五感に優しい作りとなってい
ます。玄関ホールは吹き抜けとして、地元産ヒ
ノキで小屋組を見せ、柱や壁、桧格子の明かり
とりなど工夫がされています。事務室は奥行き
が１０ｍの無柱空間が特長で陸梁・合掌は地域
材桧のラミナの集成材をトラス梁に使用してい
ます。施設の顔にもなる応接間の天井は７ｍの
無垢スギ中杢と松の竿廻りの仕様、テーブルは
屋久島の小杉、執務室のカウンターは欅厚板仕
様となっています。このほかにもスギ赤味の
「ささら子下見張り」で木造感があり重厚な作
りとなっています。

木材利用の促進事例集

応接間

執務室

玄関ホール
外観

５６



【平成２６年度施工】
・施設名：愛知トヨタ高辻本社ショウルーム
・構造：鉄骨造・一部木造
・延べ床面積：4,321.31m2
・木材使用量：カラマツ：110m3.スギ：37m3
・主な樹種：カラマツ、スギ
・施設の概要：
愛知トヨタ高辻ショウルームは、空港線沿い高辻交差点

南西角に位置し、“「木」のぬくもりとクルマの融合”を
コンセプトに、永続的に愛されるディーラーとして、地域
のランドマークとなるショウルームで、「また来たい」と
いわれるような癒やしの空間、そして「木」のぬくもりを
感じるデザインとなっています。
ショウルームは、大梁に「燃エンウッド」を採用してお

り、「燃エンウッド」は、純木の「荷重支持部」、モルタ
ルと木で構成された「燃え止まり層」、純木の「燃え代
層」の3層で構成され、事務所や商業施設の実現に必要なス
パン9mに対応した柱・梁など構造部材用の耐火集成木材を
採用しています。

木材利用の促進事例集

燃エンウッド

室内

外観

５７



【平成２６、２７年度施工】
・施設名：かしも明治座（文化財）
・構造：木造軸組（平屋）
・延べ床面積：740.8m2
・木材使用量：54.7m3
・主な樹種：クリ、サワラ、ヒノキ、ス
ギ、ネズコ
・施設の概要：
岐阜県指定の有形民俗文化財の文化

的・意匠的価値を損なわないよう修復工
事を実施。
創建当時（明治27年）と同じクリやサワ
ラの木の板で葺かれた「榑（くれ）葺き
屋根」に復元され国内唯一の板葺屋根の
芝居小屋として蘇りました。
音の響き・広がりが良く、地歌舞伎、ク
ラシックコンサートなどにも利用されて
います。

木材利用の促進事例集

室内

外観

５８



【平成２７年度】
施設名：樹木保全柵（加子母大杉）
所在地：中津川市加子母
木材使用量：1.35m3
樹種：アスナロ
概要：
大正３年に国指定天然木物に指定された
「加子母大杉」は樹齢千数百年といわれ、
県内でも屈指のスギの大木です。
この大杉の保全するために設置された柵
が老朽化したため、地域活動団体が、ボラ
ンティアで岐阜県産アスナロを使って新し
い木柵を設置しました。今後とも、この中津
川市加子母地域のシンボルでもある「加子
母大杉」を未来に末永く守り続けられるで
しょう。

木材利用の促進事例集

樹木保全柵

木柵 遠景
５９



【平成２７年度施工】
施設名：ヒノキ合板内装型休憩施設
＜休憩施設＞
・構造：木造軸組（平屋）
・延べ床面積：82.3m2
・木材使用量：11.3m3
・主な樹種：ヒノキ、スギ
＜トイレ＞

・構造：木造軸組（平屋）
・延べ床面積：26.1m2
・木材使用量：4.8m3
・主な樹種：ヒノキ、スギ
概要：
中津川市加子母地内の大型合板工場で生産

されたヒノキ合板を内装に使用しています。
壁や天井は厚さ12mm、床は厚さ28mmの「ぎふ
証明材」による合板で、宿泊利用者にとって
心安らぐ空間となっています。

木材利用の促進事例集

外観

休憩施設内装

６０


