
サステナブル建築物等先導事業(木造先導型) 採択事業一覧※　（採択後に中止・取下げされた案件を除く。）

　※：前身事業を含む。

●事例発表会（竣工後） ●木造先導資料

令和４年度 http://www.sendo-shien.jp/04/casepresentation/ http://www.sendo-shien.jp/document/

令和３年度 http://www.sendo-shien.jp/03/casepresentation/

令和２年度 http://www.sendo-shien.jp/02/casepresentation/

令和元年度 http://www.sendo-shien.jp/31/casepresentation/

年度 プロジェクト名称
都道
府県

市区
町村

提案者
（建築主等）

用途

駒沢大学駅リニューアルプロジェクト（新築ビル木造化） 東京都 世田谷区 東急電鉄㈱ 店舗・事務所
（仮称）兜町12プロジェクト 東京都 中央区 平和不動産㈱ 宿泊施設
国立駅南口開発商業棟計画 東京都 国立市 ㈱JR中央線コミュニティデザイン 店舗
京橋第一生命ビルディング建替計画 東京都 中央区 第一生命保険㈱ 事務所・店舗
東京藝術大学国際交流拠点（仮称） 東京都 台東区 国立大学法人東京芸術大学学長 学校
（仮称）溜池プロジェクト新築工事 東京都 港区 野村不動産(株) 事務所
（仮称）洗足池プロジェクト 東京都 大田区 東京建物(株) 共同住宅
足立区江北木密移転先プロジェクト 東京都 足立区 (公財)東京都都市づくり公社 店舗、共同住宅
（仮称）東中野１丁目新築プロジェクト 東京都 中野区 大島土地建設(株) 事務所、店舗
みやぎ登米農業協同組合本店・なかだ支店新築工事 宮城県 登米市 みやぎ登米農業協同組合 事務所
新梅田寮建設工事 宮城県 仙台市 (株)大林組 寄宿舎
東京木工場建替計画 東京都 江東区 清水建設(株) 工場
（仮称）都島プロジェクト新築工事 大阪府 大阪市 オリオン建設(株) 事務所、店舗、共同住宅
岡山大学複合施設（津島北）（仮称）整備工事 岡山県 岡山市 国立大学法人岡山大学 学校
警固計画 福岡県 福岡市 (株)竹中工務店 共同住宅
木でつくるマンションプロジェクト 東京都 稲城市 三井ホーム(株) 共同住宅
ジューテック本社ビル新築工事 東京都 港区 (株)ジューテック 事務所
(仮称)道玄坂一丁目計画 東京都 渋谷区 東急不動産(株) 事務所、店舗
(仮称)兜町85プロジェクト 東京都 中央区 平和不動産(株) 事務所、店舗
東洋木のまちプロジェクト（高層棟） 千葉県 鎌ケ谷市 (株)東洋ハウジング 共同住宅、事務所、店舗
大崎市鳴子総合支所庁舎等複合施設建設事業 宮城県 大崎市 宮城県大崎市 庁舎、公民館
製材多層パネルを用いたアトリエ実験棟 秋田県 美郷町 (有)もるくす建築社 実験棟
大子町新庁舎建設事業 茨城県 大子町 茨城県大子町 庁舎
（仮称）恵比寿西1 丁目計画 東京都 渋谷区 サッポロ不動産開発(株) 事務所、店舗
奈義町立こども園建設工事 岡山県 奈義町 岡山県奈義町 認定こども園
ST-PJ 埼玉県 本庄市 沖電気工業(株) 工場
特別養護老人ホーム 朝老園 改築工事 福岡県 福岡市 (社福)朝老園 特別養護老人ホーム
中央大学多摩キャンパス学部共通棟新築工事 東京都 八王子市 (学)中央大学 学校
（仮称）ＯＹプロジェクト計画 神奈川県 横浜市 (株)大林組 研修所
京丹波町新庁舎整備事業 京都府 京丹波町 京都府京丹波町 庁舎
ＣＬＴ遮音実験棟新築工事 大阪府 吹田市 (一社)日本CLT協会 実験棟
（仮称）大通西1丁目計画 北海道 札幌市 三菱地所(株) 店舗、宿泊施設
銀座８丁目計画 東京都 中央区 ヒューリック(株) 店舗
（仮称）横須賀二葉一丁目病院計画 神奈川県 横須賀市 (社福)サンフェニックス 病院
光・風・木と遊ぶプロジェクト 高知県 南国市 (学)平成学園 認定こども園、放課後児童クラブ

成城学園初等学校　本校舎建替工事 東京都 世田谷区 (学)成城学園 学校
（仮称）千代田区岩本町３丁目プロジェクト 東京都 千代田区 三菱地所(株) 事務所
（仮称）東陽３丁目計画 東京都 江東区 (株)竹中工務店 共同住宅
海士町ホテル魅力化プロジェクト・ジオ拠点施設 島根県 海士町 島根県海士町 宿泊施設、文化施設
（仮称）エルピザの里改築計画 千葉県 千葉市 （社福）清輝会 知的障害者福祉施設
桐朋学園大学仙川キャンパス第二期工事 東京都 調布市 (学)桐朋学園 学校
茶屋ヶ坂アパート建替え計画 愛知県 名古屋市 清水建設(株)名古屋支店 共同住宅
（仮称）タクマビル新館（研修センター） 兵庫県 尼崎市 (株)タクマ 事務所
（仮称）高知学園新学部棟８号館 高知県 高知市 (学)高知学園 学校
CLT国内展開PJ（都市から地方へ） 東京都 中央区 三菱地所(株) 展示場
CLTを壁・床に利用したログハウス 神奈川県 横浜市 (株)フェニックスホーム 実験棟（展示場）
有明アリーナ（仮称）（２７）新築工事 東京都 江東区 東京都 体育館・集会所
（仮称）泉区高森2丁目プロジェクト 宮城県 仙台市 三菱地所(株) 共同住宅
住友林業筑波研究所新研究棟新築工事 茨城県 つくば市 住友林業(株)筑波研究所 事務所
（仮称）特別養護老人ホームひまわり計画 神奈川県 横浜市 （社福）育生会 特別養護老人ﾎｰﾑ・保育所
厚沢部町認定こども園新築工事 北海道 厚沢部町 北海道厚沢部町 認定こども園
（仮称）柳小路南角Ⅱ期新築工事 東京都 世田谷区 東神開発(株) 事務所・店舗
北海道産カラマツ・トドマツを活用したCLTモデル実験棟 北海道 旭川市 （地独）北海道立総合研究機構 実験棟
ＡＦＲＷ(炭素繊維複合木質材料)実用一号物件 東京都 日野市 帝人(株)東京研究センター 実験棟（事務所）
CLTパネルを用いたパッシブデザイン低層オフィス（津野町森林組合　新事務所）新築工事 高知県 津野町 津野町森林組合 実験棟（事務所）
平取町国民健康保険病院改築事業 北海道 平取町 北海道平取町 病院
鉄骨造+木造軸組工法による6階建て複合ビル計画 東京都 大田区 (株)アライホールディング 事務所・共同住宅
各務ビル新築工事 東京都 豊島区 ＜個人＞ 診療所・共同住宅
ツーバイフォー高耐力壁（SSW-14）を使用したオープン工法による（仮称）４階建 エム・グループ本社ビル新築工事 長野県 長野市 (株)MoNOplan 店舗・事務所
朝日村新庁舎建設工事 長野県 朝日村 長野県朝日村 事務所・店舗
井ノ内保育園新築工事 京都府 長岡京市 （社福） 京都明星社会福祉会（設立準備団体） 保育園
東和ハイシステム(株)　社員寮新築工事 岡山県 岡山市 東和ハイシステム(株) 事務所・倉庫・社員寮
長門市本庁舎建設事業 山口県 長門市 山口県長門市 庁舎
（仮称）はるのガーデン新築工事 高知県 高知市 （社福）ふるさと会 高齢者福祉施設
松尾建設(株)　新社屋建設計画 佐賀県 佐賀市 松尾建設(株) 事務所
都市住宅に国産材をたくさん使う杉三層クロスパネルJパネル 東京都 荒川区 ＜個人＞ 専用住宅
国際基督教大学　新体育施設　建設プロジェクト 東京都 三鷹市 (学)　国際基督教大学 体育館
北房地域新教育環境整備事業 岡山県 真庭市 岡山県真庭市 認定こども園
（仮称）アイサワ工業(株)社員寮新築工事 岡山県 岡山市 アイサワ工業(株) 共同住宅
北川村温泉ゆずの宿改築工事 高知県 北川村 高知県北川村 宿泊施設
ＣＬＴモデル実証棟「東北大学都市・建築学専攻セミナールーム」 宮城県 仙台市 宮城県ＣＬＴ等普及推進協議会 実験棟(セミナールーム）
CLTの木部材特性を活かしたユニット化による平屋建て中規模木造建築（倉庫）凡用モデルの実証実験 新潟県 新潟市 大新合板工業(株) 実験棟（倉庫）
CLT外部現わし利用技術検証プロジェクト 山梨県 山中湖村 （一社）木のいえ一番振興協会 実験棟（住宅）
サステナブル木造実験棟新築工事 静岡県 浜松市 日本エコシステム(株) 実験棟（事務所）
小規模オフィスにおけるＣＬＴプロトタイプの実証と普及啓発 高知県 馬路村 馬路村森林組合 実験棟（事務所）
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（仮称）ポラスグループ建築技術訓練校 新築工事 埼玉県 越谷市 (株)住宅資材センター 事務所
新豊洲ブリリアランニングスタジアム 東京都 江東区 太陽工業(株) スポーツ練習場
（仮称）セルフ片山・新潟屋団地店　新築工事 新潟県 新潟市 片山商事(株)　 店舗
石巻中心市街地再生町家スタイル推進プロジェクト（立町二丁目4番地区） 宮城県 石巻市 石巻中心市街地再生まちづくり再開発協議会 店舗・共同住宅・宿泊施設
国分寺フレーバーライフ社本社ビル新築工事 東京都 国分寺市 (株)フレーバーライフ社 事務所
（仮称）特別養護老人ホーム　第二足立新生苑 東京都 足立区 （社福）聖風会 特別養護老人ホーム等
京都の地域産木材による京都木材会館プロジェクト 京都府 京都市 京都木材協同組合 事務所・店舗・共同住宅
住友林業筑波研究所　新検証棟 茨城県 つくば市 住友林業㈱筑波研究所 研究施設
神奈川大学　横浜キャンパス　国際センター 神奈川県 横浜市 (学)神奈川大学 学校
栄光学園　７０周年事業　校舎建設計画 神奈川県 鎌倉市 (学)栄光学園　 学校
枠組壁工法６階建て実大実験棟プロジェクト 茨城県 つくば市 （一社）日本ツーバイフォー建築協会 実験棟
木質材料需用拡大のためのＣＬＴパネルの特質をいかした試作棟 茨城県 つくば市 （一社）日本ＣＬＴ協会 実験棟（モデルハウス）
高知県自治会館新庁舎建築工事 高知県 高知市 高知県市町村総合事務組合 事務所
オガールベース整備事業 岩手県 紫波町 オガールベース(株) 事務所・店舗・体育館・宿泊施設

紫波町新庁舎整備事業 岩手県 紫波町 紫波シティホール(株) 庁舎
国見町庁舎新築工事 福島県 国見町 福島県国見町 庁舎
（仮称）入間ログハウス３階建て複合施設　建設工事 埼玉県 入間市 (株)フェニックスホーム 事務所・店舗・共同住宅
（仮称）スパビレッジ・ホリカワ　プロジェクト 福岡県 久留米市 医療法人社団堀川会 有料老人ホーム・デイサービス
（仮称）ハウステンボススマートホテルプロジェクト 長崎県 佐世保市 ハウステンボス(株) 宿泊施設
（仮称）音ノ葉グリーンカフェ新築工事 東京都 文京区 音羽建物(株)グリーン事業本部 店舗
チャーム四條畷木造老人ホームプロジェクト 大阪府 四条畷市 ＜個人＞ 有料老人ホーム
(株)日新倉庫棟計画 鳥取県 境港市 (株)日新 倉庫
赤羽の集合住宅プロジェクト 東京都 北区 ＜個人＞ 店舗・共同住宅
特別養護老人ホーム　国見の里　計画 福島県 国見町 ＜個人＞ 特別養護老人ホーム
北見信用金庫紋別支店新築工事 北海道 紋別市 北見信用金庫 銀行
銀座２丁目５階建ツーバイフォー耐火店舗併用共同住宅 東京都 中央区 (株)サブデュー 店舗、共同住宅
仮称：サウスウッド新築計画 神奈川県 横浜市 (株)横浜都市みらい 事務所・店舗・診療所
ミサワホーム事務所ビル新築工事 静岡県 静岡市 ミサワホーム(株)、(株)ミサワホーム総合研究所 事務所
（仮称）サービス付高齢者賃貸住宅ふたば建設工事 三重県 松坂市 (株)キハタトレーディング サービス付き高齢者賃貸住宅
大阪木材仲買会館新築 大阪府 大阪市 大阪木材仲買協同組合 店舗
（仮称）コープさっぽろエコ店舗計画
（枠組壁工法による大規模エコ店舗） 北海道 函館市 北海道環境サービス(株) 事務所
新発田ガス新社屋建設工事 新潟県 新発田市 新発田ガス(株) 事務所
地域病院建築事業（川湯の森病院新築工事） 北海道 弟子屈町 医療法人共生会 病院
（仮称）ポラテックビル新築工事 埼玉県 越谷市 ポラテック(株) 事務所
２×４木造耐火構造による暮らし継ぐ３世帯４階建住宅 東京都 千代田区 ＜個人＞ 個人住宅
大田区矢口木造老人ホームプロジェクト 東京都 大田区 （有）円宿 有料老人ホーム
下馬の集合住宅プロジェクト 東京都 世田谷区 ＜個人＞ 共同住宅
地域密着型小規模特別養護老人ホーム笠木メジロ苑建設工事 三重県 多気町 （社福）笠木御所桜会 特別養護老人ホーム
ハートホーム宮野増築工事 山口県 山口市 （社福）青藍会 特別養護老人ホーム
ツーバイフォー木造耐火構造による３階建て特別養護老人ホーム 香川県 多度津町 （社福）善心会 特別養護老人ホーム
（仮称）港区立港南四丁目公益施設新築工事 東京都 港区 東京都港区 保育園、複合施設
杉戸町立泉保育園園舎改築事業 埼玉県 杉戸町 埼玉県杉戸町 保育所
蔵波台社宅プロジェクト 千葉県 袖ヶ浦市 吉野石膏(株) 共同住宅
都市部における屋上ガーデン付木造ラーメン構造３階オフィスビルの建築 愛知県 名古屋市 (株)ディーファクト 事務所

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度
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