
都道府県会館1F 101大会議室10：30 ～16：00
 受付｜開場 10：002月26日
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第2部
中大規模木造建築物普及シンポジウム「先導的中大規模木造建築物 事例発表会」

10:30～12:10

13:00～16:00

事 例 発 表

事 例 発 表

基 調 講 演

第1部
医療・福祉施設木材利用促進シンポジウム 「木造福祉施設 事例発表会」

主　催  ： 一般社団法人  木を活かす建築推進協議会
共　催  ： 国土交通省、林野庁
後　援  ： 公益社団法人  日本建築士会連合会
　　　    一般社団法人  日本建築士事務所協会連合会
　　　    一般社団法人  日本建築構造技術者協会
　　　    一般社団法人  日本医療福祉建築協会

『福祉施設の耐火木造
 の現状と課題』
金沢工業大学建築学部
教授　佐藤 考一

①ユニット型特別養護
　老人ホーム「幸の郷」
『耐火木造軸組工法』
大久手計画工房
大井 幸次

②住宅型有料老人ホーム
　「あっとホーム鎌倉山」
『耐火木造枠組壁工法』
三井ホーム（株）
沖浦 博

①THE WOOD
『鉄骨造+木造軸組工法による
 6階建て複合ビル』
（株）腰越耕太建築設計事務所
代表取締役　腰越 耕太

⑦北川村温泉 ゆずの宿
『CLTパネル工法による長スパン構造を、 
 ウォールガーダーにて実現した温泉宿泊施設』
（株）倉橋建築計画事務所 設計部
主幹　池田 尚史

④松尾建設株式会社本店ビル
『国内初のＣＬＴ2時間耐火構造床』
松尾建設（株）工事原価本部 技術企画部
統括　田中 英明

②朝日村役場 新庁舎
　（地域材でつくる木造庁舎）
『先人から大切に受け継がれた木材
 を次世代につなぐ』
（株）宮本忠長建築設計事務所
設計長（宮本・倉橋設計共同企業体） 松橋 寿明

⑥北房こども園
　（北房地域新教育環境整備事業）
『岡山県真庭市北房こども園
 新築工事』
岡山県真庭市役所  建設部都市住宅課 
建築営繕室 室長　川端 次男

③はるのガーデン
　（サービス付き高齢者向け住宅）
『RC造＋木造(CLTパネル工法＋在来軸組  
 工法)の混構造による木造耐火建築物』
高橋設計
高橋 麻矢

⑤国際基督教大学 新体育施設
『用途に対応したLVL折板/汎用材アーチ
 /樹状アーチの３種類の大空間』
前田建設工業（株）ソリューション推進設計部
チーム長　永松 航介

平成30年度　国土交通省、林野庁補助事業

中大規模木造建築物普及シンポジウム



お申し込みは＜Web＞またはFAX申し込み用紙にてお申し込みください。
FAX: 03-6661-7262http://run-produce.jp/mokuzou/

ご参加申し込み者の個人情報は、お問い合わせ・ご質問への回答、情報提供のためにのみ使用し、他の目的には一切使用いたしません。
業務上の必要で委託する場合を除いて、ご了承なく第三者に提供することはありません。

氏　名
フリガナ

〒

会社名
団体名

住　所

業　種
□設計　□ハウスメーカー　□大工 / 工務店　□林業　□製造業　□木材流通業　□国または地方公共団体
□大学 / 研究機関　□公益団体 /NPO 法人　□その他（　　　　　　　　　　　　）

連絡先
TEL：　　　　　-　　　　　　-

E-Mail：

FAX（必須）：　　　　　-　　　　　　-

FAX 申し込み用紙

-

お問い合わせ：一般社団法人 木を活かす建築推進協議会　TEL：03-3560-2882

個人情報の取り扱いについて

定 員 150名参加費 無料
参加申し込み
Web QRコード締め切り
▶2/19（火）

2 0 1 9 年

参　加

参加希望に○をしてください。
（複数選択可）

一部 二部

〒102-0093 東京都千代田区平河町２丁目６－３

プログラム

※プログラム内容は予期なく変更されることがありますのでご了承ください

▶開会 ご挨拶 ・ 一般社団法人 木を活かす建築推進協議会　代表理事　大橋 好光
　　　　　　　　　　　　　 ・ 林野庁林政部木材利用課　課長　長野 麻子

▶基調講演
　『福祉施設の耐火木造の現状と課題 』
 　金沢工業大学建築学部　教授　佐藤 考一

▶事例発表
 ① ユニット型特別養護老人ホーム「幸の郷」 『耐火木造軸組工法』
 　 大久手計画工房　大井 幸次
 ② 住宅型有料老人ホーム「あっとホーム鎌倉山」 『耐火木造枠組壁工法』
 　 三井ホーム（株）　沖浦 博

▶開会 ご挨拶 ・サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）評価委員会 委員長
   東京都市大学 教授　大橋 好光
  ・国土交通省 住宅局 住宅生産課 木造住宅振興室
   室長　成田 潤也

▶事例発表
 ① THE WOOD 『鉄骨造+木造軸組工法による6階建て複合ビル』
 　 （株）腰越耕太建築設計事務所 代表取締役　腰越 耕太
 ② 朝日村役場 新庁舎（地域材でつくる木造庁舎） 『先人から大切に受け継がれた木材を次世代につなぐ』
 　 （株）宮本忠長建築設計事務所 設計長（宮本・倉橋設計共同企業体）　松橋 寿明
 ③ はるのガーデン（サービス付き高齢者向け住宅） 『RC造＋木造(CLTパネル工法＋在来軸組工法)の混構造による木造耐火建築物』
 　 高橋設計　高橋 麻矢
 ④ 松尾建設株式会社本店ビル 『国内初のCLT 2時間耐火構造床』
 　 松尾建設（株） 工事原価本部 技術企画部 統括　田中 英明
 ⑤ 国際基督教大学 新体育施設 『用途に対応したLVL折板/汎用材アーチ/樹状アーチの３種類の大空間』
 　 前田建設工業（株） ソリューション推進設計部 チーム長　永松 航介
 ⑥ 北房こども園（北房地域新教育環境整備事業） 『岡山県真庭市北房こども園新築工事』
 　 岡山県真庭市役所 建設部都市住宅課 建築営繕室 室長　川端 次男
 ⑦ 北川村温泉 ゆずの宿 『CLTパネル工法による長スパン構造を、ウォールガーダーにて実現した温泉宿泊施設』
 　 （株）倉橋建築計画事務所 設計部 主幹　池田 尚史

閉 会～終 了　　　

10:30 ｜

10:40 ｜

11:40 ｜

13:00｜

13:30  ｜

16:00
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10：30 ～16：00
 受付｜開場 10：00

都道府県会館1F 101大会議室

※敬称略

東京メトロ有楽町線・半蔵門線「永田町駅」5番出口から地下鉄連絡通路を経て徒歩約1分
東京メトロ南北線「永田町駅」9番出口から地下鉄連絡通路を経て徒歩約1分
東京メトロ丸ノ内線・銀座線「赤坂見附駅」から徒歩約5分

区立麹町中学校

JA共済ビル

砂防會館

赤坂プリンス
クラシックハウス

国道246号
（青山通り

）高速4号
新宿線

南北線
永田町駅

半蔵門線
有楽町線
永田町駅

参議院議長公邸

南北線
永田町駅

半蔵門線
有楽町線
永田町駅

銀座線
丸の内線
赤坂見附駅

銀座線
丸の内線
赤坂見附駅

参議院議長公邸

衆議院議長公邸

東急ホテル

都道府県会館1F
101大会議室

アクセス


