
全国各地で行われる
ウッド・チェンジ協議会会員主催等の

イベントについて
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ウッド・チェンジ協議会

「木材利用促進月間」等に実施する取組の概要

東急建設株式会社

【開催日時】 2022年10月19（水）・20（木）

【開催場所】 アクセスサッポロ（札幌市白石区）

【住所】 札幌市白石区流通センター4丁目3番55号

【主催者】 一般社団法人日本能率協会

【規模】 来場者数（予定）6000名
※同時開催店含む

【対象者】 主として展示会開催地域の「発注・
施工・ 建設・工事」に関わる決裁を
持った 関係者が商談目的で来場します

。
【参加登録】 北海道 都市開発・建設総合展2022

ホームページより事前登録

【問い合わせ先】 日本能率協会 来場者ヘルプデスク
（株式 会社ケイ・スリー・クリエーシ
ョン）TEL︓03-6809-2707

詳細情報

北海道 都市開発・建設総合展2022北海道 都市開発・建設総合展2022

イベント名

都市開発や建設現場における「資材・技術・工法・管
理・対策」の最新の製品・技術サービスを一堂に集め、
主に「発注・施工・建設・工事」の関係者との商談と情
報交流を促すことで、北海道における持続可能な社会資
本整備、建設業の生産性向上、安全・安心な地域経済の
構築を目指します。

テーマ・目的

開催イメージ

2021年 会場の様子2022年 パンフレット
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ウッド・チェンジ協議会

「木材利用促進月間」等に実施する取組の概要

株式会社シェルター

【開催日時】
随時 ※事前登録時にご希望の日時をご入力下さい。

【開催場所】
髙惣木工ビル

【住所】
宮城県仙台市宮城野区榴岡2丁目5番5号

【主催者】
株式会社シェルター

【参加登録】
WEBによる事前申込み
https://shelter.inc/news/main/10151

【問い合わせ先】
株式会社シェルター（担当︓菊地）
023-647-5200／toiawase@shelter.inc

詳細情報

日本初の製材による純木造7 階建て 「髙惣木工ビル」ご見学
イベント名

“杜の都” 仙台駅東口正面に建つ日本初の製材による純木
造7階建てビル。複数の製材を束ね合わせて製作する柱や梁、
木質耐火部材“COOL WOOD” 等、最先端の木造技術を採
用し、全国の既存インフラを活用できる木造ビルを実現しました。
林業振興、地方創生、環境負荷の低減など多方面にメリットの
ある、中高層木造建築のモデルケースです。
◆東北初の「SGEC/PEFC-CoCプロジェクト認証」取得
◆令和3年度木材利用優良施設コンクール農林水産大臣賞受賞

見学イメージ

開催イメージ

テーマ・目的
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ウッド・チェンジ協議会

「木材利用促進月間」等に実施する取組の概要

ナイス株式会社

【開催日・会場】
10月6日（木）・7日（金）︓小牧市場
10月13日（木）・14日（金）︓相模原市場
10月13日（木）・14日（金）︓岡山市場
10月14日（金）︓宇都宮市場
10月27日（木）・28日（金）︓福岡市場
10月28日（金）︓多賀城物流センター
10月28日（金）︓滋賀市場
【主催者】ナイス株式会社
【対象者】どなたでも
【参加登録】 不要
【問い合わせ先】ナイス㈱資材事業本部 営業推進部

TEL︓045-503-0176

【その他】

詳細情報

木フェス（全国7カ所で開催）
イベント名

テーマ・目的

開催イメージ

住宅や非住宅における国産材の利活用を提案

そのほか、
・横浜市木材利用促進イベント
・川崎市公共建築物木質化リノベーション推進事業に参加

一般消費者からプロユーザーまでを対
象に、実演を交えながらナイスオリジナ
ル木材製品を紹介

国産材仕様の躯体や体感ルームを通
じて、躯体材及び内外装材を紹介し、
国産材での木質化を提案

ウッドショック・資材インフレに対応した持続可能な国産材
のサプライチェーンの構築に向け、地域の工務店様・住宅
会社様、設計事務所様等に向けた国産材ファーストの
ネットワーク構築、標準仕様化を提案し、生産者である
林業経営者様、製材事業者様と、国内需要家である
工務店様、建設事業者様とお施主様を結び、顔の見える
関係づくり・信頼の輪を構築する。
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ウッド・チェンジ協議会

「木材利用促進月間」等に実施する取組の概要

公益社団法人日本建築士会連合会
詳細情報

全国大会式典、記念対談、セッション等第64回建築士会全国大会あきた大会
「建築」で挑戦︕郷土のこれから
～け、け、けの秋田で まずかだれ～

イベント名

建築士会の全国大会は、毎年1回全国の建築士会会員が一堂
に会し、建築文化の進展、建築士会会員の連帯、一般市民の建
築士への理解の促進等を図るもの。
近年、大会では、木造建築物に係るプログラムの位置づけが大き
くなっている。

テーマ・目的

開催イメージ

9月グランドオープンの県市連携文化
施設「あきた芸術劇場ミルハス」を主会
場に、大会式典、記念対談、交流セッ
ション等多彩なプログラムを実施。

【記念対談】 秋田杉、そして建築の挑戦
モンテ・カセム 氏（国際教養大学理事長・学長）
仙田満 氏（環境建築家・国際教養大学図書館設計者）

【木の建築賞セッション】 第16回木の建築賞（東北大会）
受賞作品の紹介と、受賞者と選考委員が語る木の建築賞

【秋田セッション】 秋田杉と傘型屋根の「ブックコロセウム」
設計担当者が案内する「国際教養大学図書館」の見学

【開催日】 10月14日（金）
【開催場所】 あきた芸術劇場ミルハス等
【主催】 日本建築士会連合会
【共催】 建築士会東北ブロック会 【主管】秋田県建築士会
【規模】 3000人
【対象者】 建築士会会員（記念対談は一般参加可）
【問い合わせ先】 秋田県建築士会

【木のまちづくりセッション】 林業とウッドショックと木造建築
木のまちづくり部会メンバーによる地域産材を利用した地域型
の住宅と中大規模木造建築に関するセッション
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ウッド・チェンジ協議会

「木材利用促進月間」等に実施する取組の概要

株式会社シェルター

【開催日時】
令和4年10月11日（火）
※受付開始は各回の30分前からです。
①10:00～11:00 ②11:00～12:00 ③13:00～14:00
④14:00～15:00 ⑤15:00～16:00
【開催場所】
シェルターインクルーシブプレイス コパル
（山形市南部児童遊戯施設）
【住所】
山形県山形市大字片谷地 580-1
【主催者】
株式会社シェルター
【定員】
300名程度
【参加登録】
WEBによる事前申込み
https://shelter.inc/news/main/11169
【問い合わせ先】
株式会社シェルター（担当︓土田）
023-647-5200／toiawase@shelter.inc
【その他】
・参加費無料
・お申込み頂いた方には設計・運営関係者の特別座談会を
Youtubeにて限定公開いたします。

詳細情報

シェルターインクルーシブプレイス コパル（山形市南部児童遊戯
施設）完成見学会

イベント名

美しい山並みに呼応する雲のような屋根が特徴的な本施設
は、「障がいの有無や、人種、言語、家庭環境に関わらず、多
様な個性や背景を持った全ての子どもたちの遊びと学びの場」と
いう基本方針を持つ、全国的にも事例の少ないインクルーシブ施
設です。体育館と大型遊戯場は山形市産カラマツ集成材の
アーチ梁で構成されており、訪れた人をあたたかく迎え入れます。
◆「第16回キッズデザイン賞」 受賞
◆「日本空間デザイン賞2022」 入賞

テーマ・目的

前回開催の様子

開催イメージ
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ウッド・チェンジ協議会

「木材利用促進月間」等に実施する取組の概要

株式会社シェルター

【開催日時】
見学可能時間内で随時受け付けております。
見学可能時間︓9時～17時（日曜、祝日を除く）

【開催場所】
株式会社シェルター 本社駐車場

【住所】
山形県山形市松栄1-5-13

【主催者】
株式会社シェルター

【参加登録】
WEBによる事前申込み
https://shelter.inc/news/main/11147

【問い合わせ先】
株式会社シェルター（担当︓菊地）
023-647-5200／toiawase@shelter.inc

詳細情報

新たな木材活用の提案「Global Bowl」 ご見学
イベント名

Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13「パビリオン・トウキョウ
2021」の一環として製作、展示されていた「Global Bowl」（設
計︓平田晃久建築設計事務所）を、木材加工・施工を行った
シェルター敷地内に移設、展示しています。
ねじれたり、からまったりしてできたような複雑な形状は、木材を削り
出して製作した形の異なる102のパーツを組み合わせて作られてい
ます。

テーマ・目的

開催イメージ

展示の様子
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ウッド・チェンジ協議会

「木材利用促進月間」等に実施する取組の概要

一般社団法人日本プロジェクト産業協議会（JAPIC）

【開催日時】
2022年10月12日（水）14︓30～16︓30

【開催場所】
都市センターホテル3階コスモスホール（対面＋オンライン配信）

【住所】
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-1

【主催者】
（一社）日本プロジェクト産業協議会（JAPIC）

【規模】
対面︓80～100名程度（定員になり次第締切）
オンライン︓原則制限なし

【対象者】
一般参加者可

【参加登録】
以下のサイトからお申し込みください。
http://www.ringyoufukkatsu-shinrinsaisei.jp/conference/221012.html

【問い合わせ先】
一般社団法人日本プロジェクト産業協議会(JAPIC)
事業企画部 大野、竹内
TEL︓03-3668-2885
メール︓ringyo_fukkatsu@japic21.or.jp

詳細情報

林業復活・地域創生を推進する国民会議（第８回）
イベント名

本国民会議は、国産材の需要拡大を通して地域経済の活性化
を目指すべく、全国の民間企業や団体をはじめ、広く国民にその必
要性を発信し、機運醸成を図ることを使命とし2013年に発足。
「木」を新しい材料としてとらえ、木造建築の新しい可能性を探っ
ていく事例紹介や、国民会議ワーキンググループの活動について
様々なテーマに沿って報告・共有。気運醸成を図る。

テーマ・目的

開催イメージ

「第６回『林業復活・地域創生を推進する国民会議』」
（2019年5月16日に都内で開催）の様子
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ウッド・チェンジ協議会

「木材利用促進月間」等に実施する取組の概要

一般社団法人全国木材組合連合会

【開催日時】令和４年10月31日（月）
14:00～16:30
1)木材利用優良施設等コンクール表彰式
＜優良施設部門(特別賞)＞
・内閣総理大臣賞 ・国土交通大臣賞
・文部科学大臣賞 ・環境大臣賞
・農林水産大臣賞 ・林野庁長官賞
・木材利用推進中央協議会長賞
・審査委員会特別賞
＜国産材利用推進部門＞
・農林水産大臣賞

2)記念講演（長野麻子氏︓演題未定）
※参加方法等の詳細はHPに掲載予定

【開催場所】木材会館7階ホール
【住所】 東京都江東区新木場1-18-8
【主催者】 木材利用推進中央協議会
【協力】 公益社団法人国土緑化推進機構
【協賛】 都道府県木材利用推進協議会
【後援】 農林水産省、国土交通省、環境省、文部科学省、

森林(もり)を活かす都市(まち)の木造化推進協議会
【規模】 会場50名、WEB参加100名予定
【対象者】 受賞者、協議会会員、一般参加者等
【参加登録】事前登録 ※登録方法未定
【問合せ先】 TEL 03-3580-0335

FAX 03-3580-3226

詳細情報

木材利用優良施設等コンクール表彰式

イベント名

木材利用分野の拡大や特色ある木材利用に資する施設等
を対象として、その関係者を表彰するコンクールの表彰式を執り
行います。今年度は、文部科学大臣賞が新設され、5大臣賞
が授与されます。
また、国産材利用の拡大に向けた取組を積極的に行っている
建築事業者等を表彰する「国産材利用推進部門」が新設さ
れ、最優秀者には農林水産大臣賞が授与されます。

テーマ・目的

開催イメージ

優良施設部門では内閣総理大臣賞をはじめとする特別賞、
国産材利用推進部門では農林水産大臣賞が授与されます。
また、表彰式に合わせ、記念講演を開催します。

（表彰式イメージ） （記念講演イメージ）
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ウッド・チェンジ協議会

「木材利用促進月間」等に実施する取組の概要

一般社団法人全国木材組合連合会

◎ 建築知識実務セミナー
【開催日時】
令和４年10月28日（月）14:00～16:30
1) 「森と一緒に考える、JAS製材の木造建築」
講師 アトリエフルカワ一級建築士事務所古川泰司氏

2) 「みんなの都市木造を考える」
講師 東京大学生産技術研究所教授腰原幹雄氏

【開催場所】 東京ビックサイト 東展示棟
【主催者】 エクスナレッジ（建築知識）
【協賛】 一般社団法人 全国木材組合連合会
【対象者】 設計士・施工業者向け
【参加登録】 WEBによる事前登録制
【規模】 会場150名

◎ ジャパンホームショー 出展
【出展者】 静岡県木材協同組合連合会

三重県木材協同組合連合会
石川県木材産業振興協会
奈良県木材協同組合連合会
宮崎県木材協同組合連合会

詳細情報

第44回 ジャパンホームショー
コラボレーションセミナー協賛と地域木材団体の出展

イベント名

住まいから、ビル、まちまで建築に関する情報・技術・製品をプロに
提案できる専門展示会で、「森と一緒に考える、JAS製材の木造
建築」及び「みんなの都市木造を考える」をテーマにセミナーを開催。

各地域の木材団体による「地域からのウッドファースト実践、JAS
材等木材需要拡大」の発信。

テーマ・目的

開催イメージ

・設計士や施工業者向け セミナーを開催。
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ウッド・チェンジ協議会

「木材利用促進月間」等に実施する取組の概要

https://www.mhc.vrbooth.net/2021/

三井ホームコンポーネント株式会社

【開催日時】
令和4年10月26日（水）～10月28日（金）

【開催場所】
東京ビッグサイト 東展示棟

【住所】
東京都江東区有明3-11-1

【主催者】
一般社団法人 日本能率協会

【規模】
来場予定者︓約20,000名

【対象者】
建築設計事務所、総合建設・ゼネコン、工務店等

【参加登録】
Webによる事前登録

【問合せ先】
事務局︓【TEL】03-3434-1988

【メール】jhbs@jma.or.jp

詳細情報
ジャパンホーム＆ビルディングショー2022
イベント名

SDGsへの取組みと、三井ホームコンポーネントの企業
活動を壁パネルに表現。直近1～2年の情報を可視化
し、実例写真を展示することで、市場から求められている
「木造化」の推進をテーマと致したい。

テーマ・目的

開催イメージ

壁パネルに企業活動を表現し、実例写真を展示紹介

写真は、昨年度のイベント時のものです。

https://www.mhc.vrbooth.net/2021/
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ウッド・チェンジ協議会

「木材利用促進月間」等に実施する取組の概要

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所

【開催日時】
令和4年10月5日（水）13:00～16:40（受付12:30～）
【開催場所】
現地会場︓ 一橋大学 一橋講堂（学術総合センター内）
オンライン ︓ Zoom ウェビナー
【住所】
東京都千代田区一ツ橋2-1-2
【主催者】
（国研）森林研究・整備機構 森林総合研究所
【参加登録】
参加無料。下記HPから事前登録してください。
【問い合わせ先】
森林総合研究所 広報普及科 広報係
〒 305-8687 茨城県つくば市松の里1
Tel: 029-829-8372 Email: kouho@ffpri.affrc.go.jp
【その他】
詳しい情報・ご登録はこちらから（森林総合研究所HP）
https://www.ffpri.affrc.go.jp/event/2022/20221005ffprilec/index.html

詳細情報

2022年度 森林総合研究所 公開講演会
「ネットゼロエミッション達成のための森林の役割」

イベント名

我々を取り巻く社会は逆戻りできない気候変動への挑戦のス
テージを迎えています。森林、木材は大気中の二酸化炭素を吸
収し、固定するという重要な役割を果たします。本講演会では、
カーボンニュートラルに向けて森林・林業・木材産業は何ができるか
などについて、最新の研究を中心に紹介します。

テーマ・目的

開催イメージ

パンフレット 前回の様子

展示会場

講演会場
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ウッド・チェンジ協議会

「木材利用促進月間」等に実施する取組の概要

株式会社 大林組

【開催日時】 2022年 10/7（金）～10/14（金）
7︓00～22︓00（下記展示スペース）

【開催場所】 横浜市役所 １F展示スペースB
【住所】 神奈川県横浜市中区本町6丁目50-10
【主催者】 横浜市
【規模】 パネル展示、技術紹介動画
【対象者】 一般市民
【参加登録】 入場自由
【問い合わせ先】 株式会社 大林組 営業総本部︓森

mori.takashi.ha@obayashi.co.jp

【その他】

詳細情報

高層木造建築「Port Plus」展示会（横浜市役所）
イベント名

高層木造建築「Port Plus」の紹介
テーマ・目的

開催イメージ

高層木造建築「Port Plus」について、一般市民を対象に
幅広く紹介
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ウッド・チェンジ協議会

「木材利用促進月間」等に実施する取組の概要

株式会社 大林組

【開催日時】 2022年 10/26（水）
10:00～12:00

【開催場所】 日本丸メモリアルパーク
【住所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-1-1

訓練センター第1･2会議室
【主催者】 横浜市建築局
【規模】 60人
【対象者】 市内設計者、施工者、行政関係者等
【参加登録】 事前登録
【問い合わせ先】 横浜市建築局営繕企画課︓松尾

no00-matsuo@city.yokohama.jp

【その他】

詳細情報

木材利用促進研修会（横浜市役所）
イベント名

日本初の構造純木造耐火建築物
～Port Plus 大林組横浜研修所～

テーマ・目的

開催イメージ

高層木造建築「Port Plus」について、市内設計者等を対
象に、研修会を実施
・Port Plusの概要、建築・構造計画について
・各種技術開発について
・木造木質化建築の推進により創出される価値について
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ウッド・チェンジ協議会

「木材利用促進月間」等に実施する取組の概要

一般社団法人中大規模木造プレカット技術協会

【開催日時】
11/30 13︓00～(予定)
【開催場所】
東海プレカット 大口工場
【住所】
愛知県丹羽郡大口町河北2丁目2
【主催者】
一般社団法人中大規模木造プレカット技術協会
【規模】
30人程度
【対象者】
意匠設計者・構造設計者・施工業者・現場監督等
【参加登録】
メールまたはFAX

【問い合わせ先】
一般社団法人中大規模木造プレカット技術協会
https://www.precut.jp/

詳細情報

JISトラスマニュアル講習会
イベント名

汎用性がある木造トラスの設計手法、および加工方法、組立・
施工手順などについて習得することにより、低層非住宅木造を木
質感ある魅力的な建築でかつコストに配慮した計画を行えるよう
にする。

テーマ・目的

開催イメージ
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ウッド・チェンジ協議会

「木材利用促進月間」等に実施する取組の概要

株式会社シェルター
詳細情報

【開催日時】
令和4年9月30日（金）～10月10日（月）
12:00～20:00（最終日は16:30最終入場、17:00閉館）
【開催場所】
大阪駅・中央北口前 うめきたシップホール
【住所】
大阪市北区大深町4-1 うめきた広場
【主催者】
特定非営利活動法人アートアンドアーキテクトフェスタ
【入場料】
1,000円
【参加登録】
記念シンポジウム、ギャラリーイベント等に参加する場合
WEBによる事前申込み
https://u35.aaf.ac/

【シェルタートークイベント 「都市（まち）に森をつくる」】
令和4年10月3日（月）13:00～15:00
詳細・申込み
https://u35.aaf.ac/event/2022/form03.htm
【問い合わせ先】
株式会社シェルター（担当︓菊地）
023-647-5200／toiawase@shelter.inc

「Under 35 Architects exhibition 2022」（U-35展）

イベント名

今年で13回目となる、これからの活躍が期待される35歳以下の
出展候補者を全国から募り、ひと世代上の建築家の厳正な審査
を経て選出された建築作品の展覧会です。10月3日開催のシェル
ターのトークイベント「都市（まち）に森をつくる」では、木造建築の
新たな可能性を感じて頂ける最新事例をご紹介いたします。

テーマ・目的

開催イメージ

U-35展の様子
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「木材利用促進月間」等に実施する取組の概要

ウッド・チェンジ協議会

銘建工業株式会社

【開催日時】
10月29日(土)12︓00～17︓00
10月30日(日)10︓00～17︓00
【開催場所】
イオンモール岡山5F おかやま未来ホール
【住所】
岡山県岡山市北区下石井1丁目2番1号
【主催者】
一般社団法人岡山県建築士会／岡山県
【対象者】
どなたでも
【参加登録】
不要
【問い合わせ先】
一般社団法人岡山県建築士会
電話︓086－223-6671
【その他】
無料

詳細情報

一般社団法人岡山県建築士会創立７０周年記念事業
建築フェス2022

イベント名

「つむぐ～色々な人との関係を“つむいで”未来に“つなぐ”～」
子どもから大人まで“建築”を身近に感じ、建築の世界を
楽しんでいただけるイベント

テーマ・目的

開催イメージ
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ウッド・チェンジ協議会

「木材利用促進月間」等に実施する取組の概要
キノマチプロジェクト（竹中工務店,Deep Japan Lab,グリーンズ,ココホレジャパン）

詳細情報まちと森が活かしあう社会をつくる

キ ノ マ チ 大 会 議 2 0 2 2
イベント名

テーマ まちと森がいかしあう社会をつくる
まちに木造・木質建築が増えてきました。あらためて森とのかかわ
り方、木材という資源の使い方、今に生きる私たちが森にできるこ
とを様々な分野の人と領域を超えて考えます。

テーマ・目的

イベントの概要

進行予定︓
12:00-12:15 オープニングセッション
12:15-13:00 キーノートスピーチ
13:00-14:30 トークセッション①
14:30-15:30 キノマチピッチタイム（前半）
15:30-17:00 トークセッション②
17:00-18:00 キノマチピッチタイム（後半）
18:00-19:30 トークセッション③
19:30-20:00 クロージングセッション

日 程︓ 2022年10月26日（水）12:00-20:00
実施方法︓ オンライン（Zoom 「ミーティング」形式）
参加費 ︓ 先着300名様無料、301名以降︓1,000円
申込方法︓ キノマチウェブ イベントページから（peatixでのお申込みになります）

https://kinomachi.jp/4693/
主 催︓キノマチプロジェクト

竹中工務店, Deep Japan Lab
グリーンズ, ココホレジャパン

お申込みはこちらから→

今年のテーマは「まちと森がいかしあう社
会をつくる」。赤池先生のキーノートス
ピーチから始まって、３つのテーマでの

①

③

②

パネルディスカッション、各分野でご活躍中
の話題の方々からのプレゼンをコンテンツと
する盛りだくさんのイベントになります。
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「木材利用促進月間」等に実施する取組の概要

ウッド・チェンジ協議会

【会員名】 株式会社 大林組

【開催日時】 2022年 10/19（水） 13:00
～12/23（金） 23:59
※24時間閲覧可能

【開催場所】 オンライン
【住所】
【主催者】 株式会社 大林組
【規模】 オンライン展示
【対象者】 一般
【参加登録】 不要
【問い合わせ先】 OBAYASHI VISION SHOWCASE 2022 

事務局
visionshowcase@ml.obayashi.co.jp

【その他】 オンライン展示サイト（10/19 13:00～）
https://www.obayashi-visionshowcase.com/

詳細情報

OBAYASHI VISION SHOWCASE 2022（オンライン）
イベント名

大林組創業130周年記念・大林グループの総合展示会の中で、
高層木造建築「Port Plus」をはじめとする木造関連技術を紹介

テーマ・目的

開催イメージ

高層木造建築「Port Plus」をはじめ、大林組が取組む木
造関連技術を、オンラインで幅広く紹介
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