
　長野県木材協同組合連合会では林業・木材産業の活性化と山

村の振興を図るには県産材の需要拡大が重要な課題であるとし

て、一般社団法人全国木材組合連合会の助成事業である「木造

住宅等地域材利用拡大事業」の指定を受け、木造建築等事例調

査事業を実施してきました。

　本事例集は、長野県林務部・各地方事務所並びに市町村担当

者の絶大なるご協力を得ながら、平成20年度から現在までに建

築された「木造公共建築物」を主体として89事例を収録いたし

ました。

　なお、今回は時間的な制約もあり公共建築物に絞って編集い

たしましたが、機会をとらえて民間施設や伝統建築物のとりま

とめも行うことができたらと希望を持っております。

　本冊子が広く活用され、地域における県産材の利用拡大と、

木の文化の継承等を目的として役立つことを願ってやみません。

　最後になりますが、本冊子の編集に当たりご尽力を賜りまし

た関係機関の諸兄に深甚なる敬意と謝意を表すものです。

長野県木材協同組合連合会理事長

細川 忠國

発刊のことば
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地 区 市町村 施設用途 施設名

佐 久

小諸市 児童交流施設 北大井地区児童・地域交流施設 4
川上村 中学校部室棟 川上中学校 部室棟 5
南牧村 障害者自立支援施設 南牧村障害者等憩いの家 6
佐久市 大沢森林整備拠点 交流体験施設 大沢森の分教場 7
小諸市 保育所 小諸市立東保育園 8

佐久穂町 障害者福祉施設 陽だまりの家（佐久穂町障害者福祉施設） 9
小諸市 休憩所 平成の森公園休憩所 10
立科町 保育園 たてしな保育園 11
佐久市 院内保育所 コッコの家（佐久総合病院 佐久医療センター 院内保育所） 12

上 小

青木村 学校・教育関連施設 青木小学校図工準備室 13
東御市 医療・社会福祉関連施設 東御市立助産所とうみ 14
青木村 学校・教育関連施設 青木村歴史文化資料館 15
青木村 その他施設 青木村殿戸資料館 16
上田市 その他施設 別所温泉森林公園公衆トイレ 17
東御市 児童福祉施設等関連施設 滋野保育園 18
東御市 児童福祉施設等関連施設 和保育園 19
長和町 児童福祉施設等関連施設 長和町ながと保育園 20
東御市 社会福祉施設等関連施設 在宅総合支援センターみまきの家 21
東御市 児童福祉施設等関連施設 田中保育園 22
上田市 児童福祉施設等関連施設 神科第一保育園 23

諏 訪

富士見町 交流施設 入笠交流施設 24
岡谷市 地域間交流研修施設 岡谷東部中学校 研究棟 25

下諏訪町 学校体育施設　 下諏訪中学校 屋内運動場（小体育館） 26
原 村 健康増進施設 中新田診療所 27

下諏訪町 地域交流センター　 高浜健康温泉センター「ゆたん歩 」゚ 28
富士見町 停車場（待合室） 富士見パノラマリゾート 駐車場内待合室 29

上伊那

伊那市 地域交流施設 青島交流センター 30
伊那市 地域交流施設 小原交流センター 31
伊那市 地域交流施設 下県交流センター 32

南箕輪村 療育施設 たけのこ園 33
宮田村 保育施設 こうめ保育園 34

南箕輪村 学校施設 南箕輪中学校音楽教室 35
伊那市 地域交流施設 御園地域交流センター 36

南箕輪村 保育施設 南原保育園 37
伊那市 複合福祉施設 みぶの里 38
飯島町 複合型医療介護福祉施設 生協総合ケアセンターいいじま 39

木材
利用施設

建設事例集

C o n t e n t s
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地 区 市町村 施設用途 施設名

下伊那

飯田市 公衆トイレ 山の神公衆トイレ 40
根羽村 林業生産活動拠点施設 根羽村木材流通センター 41
飯田市 公衆トイレ 沢城湖公衆トイレ 42
高森町 学校トイレ 高森南小学校屋外トイレ 43
阿智村 イベント施設等 朝市広場（イベント棟・トイレ棟） 44
根羽村 展示施設 住宅普及センター 45
大鹿村 公衆トイレ，休憩施設 役場屋外トイレ，笹山休憩施設 46
泰阜村 研修施設 Iターン者拠点交流施設（山のレストラン） 47
喬木村 展示・資料館 阿島傘展示施設 48
阿智村 博物館・資料館 満蒙開拓平和記念館 49
飯田市 社会教育施設 上山区民センター 50
松川町 保育園 名子統合保育園（木質内装） 51
阿智村 研修・多目的交流等施設 上郷農山村交流センター 52
根羽村 高齢者福祉施設 ねばねの里「なごみ」 53
飯田市 研修・多目的交流等施設 野底山森林公園管理棟 54

木 曽

木曽町 先駆的施設 きそふくしま保育園 55
木曽町 公衆トイレ 福島公衆トイレ 56
木曽町 交流施設 キャンプ場バンガロー 57

南木曽町 学校関連施設 南木曽町立南木曽小学校（第1期改築・第2期改築） 58
木曽町 学校関連施設 木曽町立福島小学校 59

南木曽町 地域交流施設 木造音楽棟 60
木祖村 地域交流施設 青年の家（地域交流施設） 61
木祖村 社会教育施設 笑ん館（木祖村社会教育施設） 62
大桑村 地域交流施設 下在地区地域交流施設 63

松 本

安曇野市 林業生産活動拠点施設 もくりゅう館 64
山形村 地域交流施設 下大池コミュニティセンター 65
松本市 社会福祉施設 高宮児童センター 66
塩尻市 社会福祉施設 楢川保育園 67
松本市 社会福祉施設 島内児童センター 68

安曇野市 自然観察・教育文化施設 長峰山展望台（安曇野市展望施設） 69
朝日村 森林体験施設 野俣沢キャンプ場 簡易宿泊棟 70
朝日村 森林体験施設 緑の体験館 簡易宿泊棟 71
松本市 社会福祉施設 あがた児童センター 72
塩尻市 市庁舎 市民ホール 内装木質化 73
朝日村 社会福祉施設 あさひ保育園 74

長 野

坂城町 公衆トイレ 中之条公衆トイレ 75
信濃町 学校施設 信濃町小中学校 76
須坂市 保育所 須坂市立 仁礼保育園 77
須坂市 保育所 須坂市立 高甫保育園 78
須坂市 保育所 須坂市立 相之島保育園 79
長野市 JR長野駅 長野駅駅前広場 大庇 80

北 信

中野市 児童交流施設 平岡放課後児童クラブ 81
中野市 展示施設 土人形資料館 82
栄村 集会施設 箕作集落センター 83

飯山市 学校施設 城北中学校 84
中野市 地域材展示施設 創森館 85

山ノ内町 集会施設 穂波温泉区コミュニティーセンター 86
飯山市 交流施設 野坂田 地域交流センター 87

野沢温泉村 交流施設 ねんりん 88
飯山市 体験施設 森林セラピー 体験施設 89

野沢温泉村 交流施設 虫生地域交流センター 90
中野市 運動施設 マレットゴルフ休憩施設 91

野沢温泉村 防災施設 前坂地域防災センター 92
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