
No.清-1 ひまわり団地 
[建物概要] 
■所在地   清⾥町 
■完成年度  H21〜H25 
■用途種類  住宅関連施設 
■構造    RC 造 2 階建（内装木質化） 
■延床面積  1,655m2（5 棟分） 
 
[木材使用の内容] 
■木材使用量     99.6m3 

うち地域材使用量  正確な数量不明 
■使用樹種      ナラ、セン 
 
[施設概要・ＰＲ] 
 本施設は、⽼朽化した公営住宅を建替えとして建設しています。 
 
[工法等の特徴] 
 本施設は、床・壁に町内メーカーの木質内装材を使用し、木材の温かみを感じるようにしました。 
 
[整備にあたり苦労したところ] 
 意匠、耐久性にも配慮し、適材適所に努めました。 
 
■設 計 者■ 株式会社日本工房 
 
◆施設所有者◆ 清⾥町 

  



No.清-2 町⺠会館 
[建物概要] 
■所在地   清⾥町 
■完成年度  H22 
■用途種類  地域活動関連施設 
■構造    RC 造 2 階建（内装木質化） 
■延床面積  976m2 
 
[木材使用の内容] 
■木材使用量     4.8m3 
■使用樹種      ナラ、セン 
 
[施設概要・ＰＲ] 
 本施設は地域内交流や都市農村交流の拠点となり、地域活動の活性化を図る施設として建設されまし
た。 
 
[工法等の特徴] 
 本施設は、床・腰壁に町内メーカーの木質内装材を使用し、木材の温かみを感じるようにしました。 
 
[整備にあたり苦労したところ] 
 建築基準法および意匠にも配慮し、適材適所に努めました。 
 
■設 計 者■ 株式会社日本工房 
 
◆施設所有者◆ 清⾥町 

  



No.清-3 ホテル緑清荘 
[建物概要] 
■所在地   清⾥町 
■完成年度  H22 
■用途種類  その他 
■構造    RC 造 3 階建（内装木質化） 
■延床面積  1,752m2 
 
[木材使用の内容] 
■木材使用量     3.8m3 
■使用樹種      ナラ、セン 
 
[施設概要・ＰＲ] 
 本施設は滞在宿泊型交流⼈⼝の拡⼤及び地場農産物のブランド化を通して地域活性化を図る施設とし
て建設されました。 
 
[工法等の特徴] 
 本施設は、床・腰壁に町内メーカーの木質内装材を使用し、木材の温かみを感じるようにしました。 
 
[整備にあたり苦労したところ] 
 建築基準法および意匠にも配慮し、適材適所に努めました。 
 
■設 計 者■ 日本都市設計株式会社 
 
◆施設所有者◆ 清⾥町 

  



No.清-4 札弦センター 
[建物概要] 
■所在地   清⾥町 
■完成年度  H23 
■用途種類  地域活動関連施設 
■構造    RC 造平屋建（内装木質化） 
■延床面積  760m2 
 
[木材使用の内容] 
■木材使用量     13m3 
■使用樹種      ナラ、セン、トドマツ、ニレ 
 
[施設概要・ＰＲ] 
 本施設は地域内交流や都市農村交流の拠点となり、地域活動の活性化を図る施設として建設されまし
た 
 
[工法等の特徴] 
 本施設は、内装全般に町内メーカーの木質内装材を使用し、木材の温かみを感じるようにしました。 
 
[整備にあたり苦労したところ] 
 建築基準法および意匠にも配慮し、適材適所に努めました。 
 
■設 計 者■ 株式会社アトリエアク 
 
◆施設所有者◆ 清⾥町 

  



No.清-5 パパスランドさっつる 
[建物概要] 
■所在地   清⾥町 
■完成年度  H24 
■用途種類  その他 
■構造    RC 造平屋建（内装木質化） 
■延床面積  1,120m2 
 
[木材使用の内容] 
■木材使用量     31m3 
■使用樹種      ナラ、セン 
 
[施設概要・ＰＲ] 
 本施設は、新たな農産物直売や特産品加工販売施設を備え、交流⼈⼝の増加を図る施設として建設さ
れました。 
 
[工法等の特徴] 
 本施設は、床、腰壁に町内メーカーの木質内装材を使用し、木材の温かみを感じるようにしました。 
 
[整備にあたり苦労したところ] 
 建築基準法および意匠にも配慮し、適材適所に努めました。 
 
■設 計 者■ 日本都市設計株式会社 
 
◆施設所有者◆ 清⾥町 

  



No.清-6 光岳小学校 
[建物概要] 
■所在地   清⾥町 
■完成年度  H24 
■用途種類  学校・教育関連施設 
■構造    S 造平屋建（内装木質化） 
■延床面積  642m2 
 
[木材使用の内容] 
■木材使用量     38m3 
■使用樹種      ナラ、セン、シナ 
 
[施設概要・ＰＲ] 
 本施設は、新耐震基準以前の屋体および⼀部校舎を⽼朽化も伴っていたことから改築しています。 
 
[工法等の特徴] 
 本施設は、床・壁に町内メーカーの木質内装材を使用し、木材の温かみを感じるようにしました。 
 
[整備にあたり苦労したところ] 
 建築基準法および意匠、耐久性にも配慮し、適材適所に努めました。 
 
■設 計 者■ 日本都市設計株式会社 
 
◆施設所有者◆ 清⾥町 

  



No.清-7 清⾥町⺠プール 
[建物概要] 
■所在地   清⾥町 
■完成年度  H26 
■用途種類  学校・教育関連施設 
■構造    木造平屋建 
■延床面積  997.97m2 
 
[木材使用の内容] 
■木材使用量     157m3 

うち地域材使用量  156m3 
■使用樹種      トドマツ、カラマツ、セン 
 
[施設概要・ＰＲ] 
 この施設は、町内産材のカラマツを⼤断面集成材に使用して建設した木造のプールです。 
 ⼀般用 25ｍプール 5 コースと幼児用プールを備えたプールですが、健康増進を図るため、⼀般用プー
ルのうち２コースはフィットネスに使用しやすいよう水深を調整できるようにしています。多様な方が
利用しやすいようプールにも階段やスロープを設置し、ユニバーサルトイレも設置しています。隣接す
る温泉施設より源泉を引き込むことでランニングコストの低減も図っています。 
 
[工法等の特徴] 
 プールは、湿度が⾼く塩素を使用する施設ですが、この施設は、⽐較的形状が単純であり、熱を伝え
にくい木材の特徴を⽣かし、木造とすることで結露や錆が少ない建物となっています。 

また、集成材を表すことで、寒冷地に建つプールですが、木材特有の温かみのある空間となっていま
す。さらには、地域メーカーの銘木合板を内装に使用することで、木目の美しさも感じられます。 
 
[整備にあたり苦労したところ] 
 多湿な施設となるため、接合部はエポキシ樹脂を注⼊することで接合⾦物の発錆を防いでいます。さ
らに、換気性能を⼗分に確保し、集成材も防腐処理することで耐久性を向上させています。外装にもカ
ラマツ羽目板を使用していますが、雨水がかかりにくいよう工夫しています。 
 町内産のカラマツを使用するに当たっては、伐採の時期など業者間での連携を⾏いました。 
 
■設 計 者■ 日本都市設計株式会社 
 
◆施設所有者◆ 清⾥町 

  



No.清-8 さっつる団地 
[建物概要] 
■所在地   清⾥町 
■完成年度  H26 
■用途種類  住宅関連施設 
■構造    木造平屋建 
■延床面積  147m2 
 
[木材使用の内容] 
■木材使用量     34m3 

うち地域材使用量  29m3 
■使用樹種      トドマツ、カラマツ、ナラ、セン 
 
[施設概要・ＰＲ] 
 本施設は、⽼朽化した公営住宅を建替えであり、木造住宅で新築しています。 
 
[工法等の特徴] 
 本施設は、町内産材および道産材を構造材に使用し、床・壁に町内メーカーの木質内装材を使用し、
木材の温かみを感じるようにしました。 
 
[整備にあたり苦労したところ] 
 町内産材を使用するにあたっての調整と、意匠、耐久性にも配慮し、適材適所に努めました。 
 
■設 計 者■ 株式会社日本工房 
 
◆施設所有者◆ 清⾥町 

  



No.清-9 ひまわり団地 
[建物概要] 
■所在地   清⾥町 
■完成年度  H26 
■用途種類  住宅関連施設 
■構造    木造平屋建 
■延床面積  201m2 
 
[木材使用の内容] 
■木材使用量     48m3 

うち地域材使用量  42m3 
■使用樹種      トドマツ、ニレ、セン、シナ 
 
[施設概要・ＰＲ] 
 本施設は、⽼朽化した公営住宅を建替えであり、木造住宅で新築しています。 
 
[工法等の特徴] 
 本施設は、町内産材および道産材を構造材に使用し、床・壁に町内メーカーの木質内装材を使用し、
木材の温かみを感じるようにしました。 
 
[整備にあたり苦労したところ] 
 町内産材を使用するにあたっての調整と、意匠、耐久性にも配慮し、適材適所に努めました。 
 
■設 計 者■ 株式会社日本工房 
 
◆施設所有者◆ 清⾥町 

 

 


