
No.北-1 こもれび遊歩道 
[建物概要] 
■所在地   北⾒市 
■完成年度  H21 
■用途種類  医療・福祉関連施設 
■構造    木造（外構施設） 
■延⻑・面積 ［木道］146.8m ［ぶどう棚］39.6m2 
 
[木材使用の内容] 
■木材使用量     19m3 
■使用樹種      カラマツ 
 
[施設概要・ＰＲ] 
 森林は⼆酸化炭素を吸収し、森林資源の循環利用が温暖化防⽌に⼤きな役割を果たしています。 
 また、再⽣可能な森林から⽣み出される木材を使った製品を⻑く使うことが炭素を⻑期で固定するこ
ととなり、住みよい環境社会の実現に役⽴ちます。 

当法⼈が運営する施設の⼊居者・利用者の憩いの場になり、地域住⺠へ当施設を開放することにより
交流の場として活用することができます。 
 
[工法等の特徴] 
 木道は組⽴納品とし、床材はインサイジングを施し防腐加圧注⼊をしたので JAS 規格の K4 に概当し
ます。木材の表面は滑り⽌めと歩きやすさのために波型加工を施し、踏み板の横には落下防⽌を取り付
けました。 
 ぶどう棚(パーゴラ)には角材ではなく円柱材を使用しました。⼿触りも良く角がないので危険度をなく
し、⾒た目に安らぎを与えます。地際にはネオカバーを施し木材の腐⾷を防⽌しています。 
 ⾞椅⼦・歩⾏者の⽅々に安⼼して使用して頂く事と安全を第⼀に考え製作・設置しました。 
 
[整備にあたり苦労したところ] 
 既存の地盤の高さに合わせた木道の設置が多少⼿間取りましたが、全般的にはスムーズに設置が終わ
りました。 
 
■設 計 者■ 置⼾林産流通加工協同組合連合会 
 
◆施設所有者◆ 社会福祉法⼈きたの愛光会  



No.北-2 ⼦ども総合支援センター「きらり」 
[建物概要] 
■所在地   北⾒市 
■完成年度  H22 
■用途種類  医療・福祉関連施設 
■構造    木造 2 階建 
■延床面積  1,468m2 
 
[木材使用の内容] 
■木材使用量     230m3 

うち地域材使用量  153m3 
■使用樹種      （構造、内外装）カラマツ、（内装床材）シラカバ 
 
[施設概要・ＰＲ] 
 本施設は、発達が⼼配される児童の療育や指導援助、児童の⼦育てや発達相談、⼦育て家庭が集い交
流できる⼦育て支援を⾏う施設です。地域材をふんだんに使用し木造化・木質化した事で、⼦ども達は
木のぬくもりを感じ、明るく遊びまわる施設となり、木と地域への愛着が育まれております。 
 
[工法等の特徴] 
 本施設の構造材は、カラマツの⼤断面湾曲集成材、内外装にはカラマツ、床材にはシラカバのフロー
リングを使用しています。2 階の広場は⻑スパンの梁を使用し、柱のない広々と活動できる部屋としてい
ます。 
 
[整備にあたり苦労したところ] 
 ⼦ども総合支援センターという事で、障害のある⼦ども達がゆったりとくつろげ、個々にあった保育
ができ、職員が⼦どもに目が⾏き届くような部屋の配置を検討して参りました。 
 
■設 計 者■ 日本工房・新計画工房・Y’s 特定委託業務協同企業体 
 
◆施設所有者◆ 北⾒市 

  



No.北-3 特別養護⽼⼈ホーム「こもれびの⾥」 
[建物概要] 
■所在地   北⾒市 
■完成年度  H23 
■用途種類  医療・福祉関連施設 
■構造    内装木質化 
■延床面積  472.00m2 
 
[木材使用の内容] 
■木材使用量     1m3 

うち地域材使用量  1m3 
■使用樹種      トドマツ 
 
[施設概要・ＰＲ] 
 施設の⼊居者や来客者に木の温もりを感じて頂くため、内装に地域材を利用しました。これにより、
施設⼊居者の⽣活に安らぎがあたえられ、社会福祉にも寄与できると考えます。地域住⺠などの来客者
に対しても施設開放するため、ホール、リビング・ダイニングを施工しているため、地域材利用の普及
啓発に貢献できると考えております。 
 
[工法等の特徴] 
 羽目板やフロ－リングなどの内装にトドマツやタモなどの地域材をふんだんに使用しておりますが、 
利用者への安らぎを提供する施設のため、トドマツの⽩く柔らかい⾊合いの羽目板を選択しました。 
 
[整備にあたり苦労したところ] 
 内装の木質化を追加工事で実施したため、材料の決定や⼿配、施設開放スケジュールの調整に苦慮い
たしました。 
 
■設 計 者■ 高橋建築企画 
 
◆施設所有者◆ 社会福祉法⼈きたの愛光会 
  



No.北-4 北⾒市営スケートリンク管理棟 
[建物概要] 
■所在地   北⾒市 
■完成年度  H24 
■用途種類  学校・教育関連施設 
■構造    木造 2 階建 
■延床面積  476.72m2 
 
[木材使用の内容] 
■木材使用量     86m3 

うち地域材使用量  86m3 
■使用樹種      カラマツ、トドマツ       
 
[施設概要・ＰＲ] 
 平成 24 年度に北⾒市市営スケートリンクの管理棟を木造で整備しました。 

構造材や羽目板、フローリングに地域材を使用しており、約 86ｍ3 の木材を使用しています。 
木造にすることで、市⺠が地域の木材に触れることができ、木への愛着や地域材有効活用等の普及啓

発を図られます。 
 
■設 計 者■ 清和・アルファ・Y’s 特定委託業務共同企業体 
 
◆施設所有者◆ 北⾒市 

  



No.北-5 北⾒くるみ幼稚園「こどもの国」 
[建物概要] 
■所在地   北⾒市 
■完成年度  H26 
■用途種類  医療・福祉関連施設 
■構造    木造平屋建 
■延床面積  341m2 
 
[木材使用の内容] 
■木材使用量     71.8m3 

うち地域材使用量  71.8m3 
■使用樹種      トドマツ、カラマツ 
 
[施設概要・ＰＲ] 
 当施設は、0 歳から 6 歳までがご利用頂ける特定教育・保育施設の認定こども園です。年間に多くの
乳幼児と、そのご家族が利用する施設であるため、より良い環境の中で教育・保育をする事を感じ、木
材をふんだんに利用した施設の増築をしました。木彫りのテラスで思い切り木に触れて遊んだり、保育
室等に使用したカラマツの温もりや香りの中で、木育に寄与して参りたいと思います。 
 
[工法等の特徴] 
 外壁及び内壁の腰壁部分にカラマツ羽目板、構造材も道産の松材を使用し木材の自然な雰囲気を出し
ました。 
 
[整備にあたり苦労したところ] 
 認定こども園という事で、法的に内装準不燃が適用され、壁等への木材の使用が制限される為、準不
燃材料としてみなされる塗料の選定に苦慮しました。 
 
■設 計 者■ 株式会社ダイイチ 
 
◆施設所有者◆ 学校法⼈北⾒明和学園 

  



No.北-6 
[建物概要] 
■所在地   
■完成年度  
■用途種類  
■構造    
■延床面積  
 
[木材使用の内容
■木材使用量

うち地域材使用量
■使用樹種 
 
[施設概要・ＰＲ
 エントランス及びプール本体の梁部分に構造用集成材を使用しています。
 構造材の表しにより、外観からの木造イメージの演出や、親しみやすく暖かみのある空間が演出され
ています。 
 内装等の木質化を図るとともに、特に⼤空間において音の反響を抑制する効果の高い木製ルーバーを
壁面等に使用しました。
 
[工法等の特徴
 施設の⼀部ゾーンを
 
[整備にあたり苦労したところ
 必要な強度のラミナをそろえることに苦労しました。
 
■設 計 者■
 
◆施設所有者
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施設概要・ＰＲ] 
エントランス及びプール本体の梁部分に構造用集成材を使用しています。
構造材の表しにより、外観からの木造イメージの演出や、親しみやすく暖かみのある空間が演出され
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エントランス及びプール本体の梁部分に構造用集成材を使用しています。
構造材の表しにより、外観からの木造イメージの演出や、親しみやすく暖かみのある空間が演出され

内装等の木質化を図るとともに、特に⼤空間において音の反響を抑制する効果の高い木製ルーバーを
壁面等に使用しました。 

施設の⼀部ゾーンを RC 造とすることにより、プール等他のゾーンの木造化を実現しました。

整備にあたり苦労したところ] 
必要な強度のラミナをそろえることに苦労しました。

ドーコン・清和委託業務共同企業体

北⾒市 

  

北⾒市⺠温⽔プール 

学校・教育関連施設 
RC 造 

       

エントランス及びプール本体の梁部分に構造用集成材を使用しています。
構造材の表しにより、外観からの木造イメージの演出や、親しみやすく暖かみのある空間が演出され

内装等の木質化を図るとともに、特に⼤空間において音の反響を抑制する効果の高い木製ルーバーを

造とすることにより、プール等他のゾーンの木造化を実現しました。

必要な強度のラミナをそろえることに苦労しました。

ドーコン・清和委託業務共同企業体

エントランス及びプール本体の梁部分に構造用集成材を使用しています。
構造材の表しにより、外観からの木造イメージの演出や、親しみやすく暖かみのある空間が演出され

内装等の木質化を図るとともに、特に⼤空間において音の反響を抑制する効果の高い木製ルーバーを

造とすることにより、プール等他のゾーンの木造化を実現しました。

必要な強度のラミナをそろえることに苦労しました。 

ドーコン・清和委託業務共同企業体 

エントランス及びプール本体の梁部分に構造用集成材を使用しています。
構造材の表しにより、外観からの木造イメージの演出や、親しみやすく暖かみのある空間が演出され

内装等の木質化を図るとともに、特に⼤空間において音の反響を抑制する効果の高い木製ルーバーを

造とすることにより、プール等他のゾーンの木造化を実現しました。

 

エントランス及びプール本体の梁部分に構造用集成材を使用しています。 
構造材の表しにより、外観からの木造イメージの演出や、親しみやすく暖かみのある空間が演出され

内装等の木質化を図るとともに、特に⼤空間において音の反響を抑制する効果の高い木製ルーバーを

造とすることにより、プール等他のゾーンの木造化を実現しました。

構造材の表しにより、外観からの木造イメージの演出や、親しみやすく暖かみのある空間が演出され

内装等の木質化を図るとともに、特に⼤空間において音の反響を抑制する効果の高い木製ルーバーを

造とすることにより、プール等他のゾーンの木造化を実現しました。

構造材の表しにより、外観からの木造イメージの演出や、親しみやすく暖かみのある空間が演出され

内装等の木質化を図るとともに、特に⼤空間において音の反響を抑制する効果の高い木製ルーバーを

造とすることにより、プール等他のゾーンの木造化を実現しました。 

構造材の表しにより、外観からの木造イメージの演出や、親しみやすく暖かみのある空間が演出され

内装等の木質化を図るとともに、特に⼤空間において音の反響を抑制する効果の高い木製ルーバーを



No.北-7 CLT セミナーハウス 
[建物概要] 
■所在地   北⾒市 
■完成年度  H26 
■用途種類  その他 
■構造    木造 2 階建（CLT 構造） 
■延床面積  143.19m2 
 
[木材使用の内容] 
■CLT 木材使用量   75m3 

うち地域材使用量  70m3 
■使用樹種      カラマツ 
 
[施設概要・ＰＲ] 
 最先端の木質パネル”CLT”を使い、日本初の非住宅 CLT 構造施設として建築しました。日本では CLT
は杉材の利用から始まったため、カラマツによる CLT は本施設が日本初の試みです。 

断熱施工を外張り断熱とし、内装は構造現しを基本にしました。1 階床と⼀部の腰板や⽔廻り、天井以
外はすべて CLT 現しで、カラマツの美しい木目を⽣かした内装となっています。 
 
[工法等の特徴] 
 “CLT”（Cross Laminated Timber）、日本語で「直⾏集成板」と呼ばれる、挽き板の繊維⽅向が層ご
とに直交するように重ねて接着した木造構造用パネルを使用しています。最⼤ 2,700×6,000mm の⼤判
パネルにあらかじめ窓などの開口部を加工することにより、現場でのシンプルかつスピーディーな施工
を実現させ、今回のセミナーハウスでは構造部の建⽅が 3 日間で完成しました。 
 床と壁は U 型引張⾦物や L 型⾦物、帯⾦物などを使って接合し、床同⼠はスプライン接合で施工。⾦
物とビスによる接合⽅法に改良したことで、CLT 本来の施工性がさらに向上し、⼤幅な工期短縮に成功
しています。 
 
[整備にあたり苦労したところ] 
 ⼤判パネルの連続による施工誤差が重なり直⾏壁の取り付けに苦労しましたが、非構造壁のまぐさ部
分で施工誤差を吸収することができました。 

また、内装現しのため、施工時に傷がつかないよう木枠による保護などの対応をしました。 
 
■設 計 者■ 株式会社日本システム設計 
 
◆施設所有者◆ 協同組合オホーツクウッドピア 

 


