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A1 岩波邸新築工事 基本設計・実施設計・監修 1999.1〜1999.7 岩波 倍勇 山梨県高根町 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ） 90.59㎡

A2 山崎さんの別荘新築工事 基本設計・実施設計・監修 1999.7〜1999.9 山崎 美奈子 山梨県高根町 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ） 104.34㎡

A3 蟹江邸新築工事 基本設計・実施設計・監修 1999.11〜1999.12 蟹江俊彰 愛知県安城市 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ） 138.48㎡

A4 知識邸新築工事 基本設計・実施設計・監修 1999.12〜2000.12 知識博隆 愛知県安城市 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ） 130.61㎡

A5 山田邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 1999.12〜2000.11 山田 稔 長野県穂高町 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ） 226.00㎡

A6 吉沢邸新築工事 基本設計 1999.12 吉沢 英輝 長野県三郷村 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ） 135.89㎡

A7 中村邸新築工事 基本設計・実施設計・監修 2000.1〜2000.6 中村 重信 三重県御浜町 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ）　 93.34㎡

A8 塩島邸新築工事 基本設計・実施設計・監修 2000.2〜2000.11 塩島 充博 長野県三郷村 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ） 130.00㎡

A9 木下邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2000.4〜2000.11 木下訓夫 長野県松本市 　木造（在来）　　　 165.00㎡

A10 伊藤邸新築工事 基本設計 2000.8 伊藤孝佳 長野県池田町 　木造（在来）　　 240.00㎡

A11 森上邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2000.5〜2000.10 森上弘平 長野県穂高町 　木造（在来）　　　 167.10㎡

A12 清水邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2000.6〜2001.3 清水欣広 愛知県安城市 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ） 132.70㎡

A13 犬塚邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2000.8〜2001.3 犬塚嘉之 愛知県安城市 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ） 150.39㎡

A14 松下邸新築工事 基本設計 2000.9 山本忠男 長野県穂高町 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ）  55.00㎡

A15 多田納邸新築工事 基本設計 2000.10 多田納芳信 山梨県高根町 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ）　  66.00㎡

A16 林邸新築工事 基本設計 2000.10 林信久 長野県軽井沢町 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ）　 240.00㎡

A17 大門青木邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2001.1〜2001.11 青木正次 長野県塩尻市 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ）　 117.00㎡

A18 辺見邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2001.1〜2001.12 辺見道明 長野県穂高町 　木造（在来）　　 165.00㎡

A19 伊藤邸新築工事 基本設計 2000.5〜2000.12 伊藤孝佳 長野県池田町 　木造（在来）　　　 165.00㎡

A20 高林邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2001.4〜2001.11 高林啓子 京都市右京区 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ）　  66.60㎡

A21 佐々木邸新築工事 基本設計・実施設計・監修 2001.4〜2001.8 佐々木健一 長野県松本市 　木造（在来）　　    99.00㎡

A22 柿崎邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2001.8〜2003.3 柿崎真二 栃木県高根沢町 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ）  152.18㎡

A23 山口邸新築工事 基本設計 2001.8 山口吉孝 長野県松本市 　木造（在来）　　   212.87㎡

A24-a 和建築設計事務所 基本設計・実施設計・監理 2000.9〜2001.11 和建築設計事務所 長野県塩尻市 　木造（在来）　　 132.49㎡

A24-ｂ 青木邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2000.9〜2002.2 青木和壽 長野県塩尻市 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ）   170.15㎡

A25 木更津青木邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2001.8〜2002.9 青木　宗 千葉県木更津市 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ）　 152.60㎡

A26 武田邸新築工事 基本設計・実施設計 2001.9〜2002.4 武田靖之 東京都台東区 　鉄骨造　　　　　　 147.02㎡

A27 武田邸改築工事 基本設計・実施設計・監理 2002.5〜2002.10 武田靖之 東京都台東区 鉄筋コンクリート造 159.60㎡

A28 飯沼邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2003.2〜2003.10 飯沼起栄子 長野県穂高町 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ） 126.11㎡

A29 山本邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2003.5〜2004.5 山本敏男 長野県塩尻市 　木造（在来）  206.62㎡

A30 小島邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2003.6〜2004.2 小島広子 長野県岡谷市 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ） 69.56㎡
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A30 小島邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2003.6〜2004.2 小島広子 長野県岡谷市 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ） 69.56㎡

A31 岩渕邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2003.10〜2004.8 岩渕満寿夫 長野県池田町 　木造（在来） 122.55㎡

A32 野中邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2003.10〜2004.12 野中義功 長野県堀金村 　木造（在来） 138.63㎡

A33 八懸邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2003.10〜2004.8 八懸智之 長野県安曇村 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ） 96.05㎡

A34 薄井邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2004.6〜2005.5 薄井信行 長野県池田町 　木造（在来） 174.08㎡

A35 片桐邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2005.1〜2005.12 片桐哲 愛知県津具村 　木造（在来） 101.86㎡

A36 村上邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2005.11〜2006.11 村上貴美子 長野県安曇野市 　木造（在来） 192.60㎡

A37 児玉邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2006.1〜2007.4 児玉理 長野県朝日村 　木造（在来） 99.37㎡

A38 山田邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2006.7〜2007.10 山田正幸 長野県駒ヶ根市 　木造（在来） 169.48㎡

A39 片山さん山の家新築工事 基本設計・実施設計・監理 2006.7〜2007.10 片山伸彦 長野県南牧村 　木造（在来） 108.71㎡

A40 鈴木邸新築工事 基本設計・実施設計 2007.1〜2007.8 鈴木生子 長野県安曇野市 　木造（在来） 99.37㎡

A41 藤森邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2007.12〜2009.12 藤森　賢 長野県松本市 　木造（在来） 173.40㎡

A42 山下邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2008.6〜2010.5 山下雄太 長野県駒ヶ根市 　木造（在来） 173.40㎡

A43 羽生田邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2008.7〜2009.5 羽生田正昭 長野県松本市 　木造（在来） 127.55㎡

A44 沓名邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2008.9〜2009.12 沓名正樹 愛知県安城市 　木造（在来） 165.62㎡

A45 地村邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2010.10〜2011.5 地村　誉 長野県長和町 　木造（在来） 83.02㎡

A46 長浦邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2014.4〜2015.5 長浦 恭行 長野県上田市 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ） 115.93㎡

A47 青木邸新築工事 基本設計・実施設計・監理 2016.4〜2016.11 青木　征子 長野県塩尻市 　木造（在来） 33.00㎡
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C1 小林邸リフォーム工事 基本設計・実施設計・監理 2002.11〜2002.12 小林文子 長野県穂高町 　木造（在来） 19.87㎡

C2 アートメッセージ改修工事 基本設計・実施設計・監理 2002.12〜2003.2 堀金ゆき子 長野県松本市 　木造（在来） 49.68㎡

C3 一ノ宮邸リフォーム工事 基本設計・実施設計・監修 2003.10〜2003.12 一ノ宮久人 東京都府中市 　木造（在来） 94.81㎡

C4 清澤邸リフォーム工事 基本設計 2004.8〜2004.12 清澤敦志 長野県松本市 　木造（在来） 148.22㎡

C5 レイフィックス改修工事 基本設計・監修 2004.11〜2004.12 レイフィックス 長野県松本市 鉄筋コンクリート造 66.00㎡

C6 カフェシュトラッセ改修工事 基本設計・実施設計 2005.3〜2005.8 カフェシュトラッセ 長野県松本市 　鉄骨造 43.68㎡

C7 片桐邸リフォーム工事 基本設計・監修 2007.9 片桐　顕 長野県安曇野市 　木造  （在来） 　　

C8 上田邸リフォーム工事 基本設計・実施設計・監理 2007.10〜2008.7 上田　小百合 長野県松本市 　木造  （在来） 86.69㎡

C9 細川邸リフォーム工事 基本設計・実施設計・監理 2008.1〜2008.7 細川　茂 長野県下諏訪町 　木造  （在来） 185.20㎡

C10 竹内邸リフォーム工事 基本設計・実施設計・監理 2008.6〜2009.6 竹内　美樹 長野県長野市 　木造  （在来） 243.30㎡

C11 佐藤邸増築工事 基本設計・実施設計・監理 2010.11〜2010.4 佐藤　芳雄 長野県長和町 　木造  （在来） 148.51㎡

C12 関邸増築工事 基本設計・実施設計・監理 2011.3〜2011.7 関　尊彦 長野県長和町 　木造  （在来） 83.51㎡

C13 細川邸改修工事 基本設計・実施設計・監理 2011.3〜2011.9 細川　紀夫 長野県下諏訪町 　木造  （在来） 159.61㎡

C14 野地邸増築工事 基本設計・実施設計・監理 2012.1〜2012.12 野地　多恵 長野県安曇野市 　木造  （在来） 180.12㎡
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B1 渓山荘増改築工事 基本設計 2000.4 奥灘兼次郎 長野県安曇村
　準耐火建築物
（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ）

1200.00㎡

B2
リマテックマツモト

産業廃棄物中間処理事業計画
基本設計・実施設計・監理 2002.4〜2003.12

有限会社
リマテックマツモト

長野県松本市
　開発面積　　 　　　11
延べ床面積

29930.00㎡
1215.42㎡

B3
安城建築定期借地付分譲

住宅計画
基本策定 2003.12〜2004.3 合資会社安城建築 愛知県安城市 　開発面積 5000.00㎡

B4
平和観光開発株式会社

BARN PUROJECT
基本設計 2004.1〜2004.6

平和観光開発
株式会社

福島県天栄村 　木造 （ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ） 59.62㎡

B5
クレトイシ株式会社

守谷定期借地権付住宅計画
基本構想 2004.6〜2004.12

クレトイシ
株式会社

茨城県守谷市 　開発面積 20000.00㎡

B6
平和観光開発株式会社

羽鳥平和郷付加価値計画
基本計画・実施計画 2004.12〜2006.12

平和観光開発
株式会社

福島県天栄村 　木造 

B6
チャネルオリジナル株式会社
チャネルハウスプロジェクト

基本設計・実施計画 2004.1〜2005.12
チャネルオリジナル

株式会社
　木造 201.96.㎡

B8
平和観光開発株式会社
BREAST PUROJECT

基本設計 2005.4〜2005.5
平和観光開発

株式会社
福島県天栄村 　木造 91.09㎡

B9 朝日村クラインガルデン 基本構想・基本計画 2005.1〜2005.12 朝日村 朝日村  開発面積 50,000㎡

B10
NPO法人

前田木藝工房三城シューレ
基本設計・実施設計・監理 2005.7〜2006.7

前田木藝工房三城
シューレ

長野県松本市 　木造 456.00㎡

B11 洋光台プロジェクト 基本設計・実施設計・監理 2006.3〜2006.12
チャネルオリジナル

株式会社
神奈川県横浜市 　木造（5棟） 514.34㎡

B12 羽鳥湖平和郷会員制リゾート計画 基本設計・実施設計・監理 2006.3〜2007.12
平和観光開発

株式会社
福島県天栄村 　木造  1500.00㎡

B13 羽鳥湖平和郷温泉施設計画 基本設計 2006.8〜2007.12
平和観光開発

株式会社
福島県天栄村 　木造 180.77㎡

B14 NPO法人あずみ野の風新築工事 基本設計・実施設計 2006.8〜2007.6
NPO法人

あずみのの風
長野県安曇野市 　木造  199.16㎡

B15 箱根強羅旅館計画 企画 2007.1〜2007.2
株式会社

JKC総合建設
神奈川県箱根町 　木造               531.89㎡

B16 リゾートメンテナンス事務所計画 企画・実施設計・監修 2008.4〜2009.12
株式会社

リゾートメンテナンス
長野県長和町 　木造             313.49㎡

B17 （仮称）くりはら眼科改修工事 企画 2008.8 栗原　崇 神奈川県湯河原町 　RC造             380.05㎡

B18 リゾートメンテナンス企画別荘 企画 2009.8〜2009.11
株式会社

リゾートメンテナンス
長野県長和町 　木造             75.00㎡

B19 十棟の会モデル住宅計画 企画・実施設計 2010.8〜2010.9
　グルーラムハウス

株式会社
長野県東御市 　木造            127.94㎡

B20 緑の村計画
基本計画・基本設計・実施設計・
監理

2012.5〜2013
株式会社長野県くみ
あい建設センター

長野県茅野市 　再開発 1,000,000㎡

B21 彩の街計画
基本計画・基本設計・実施設計・
監理

2012.6〜2013.5
平和観光開発

株式会社
長野県松本市 　街区計画 2,136.53㎡

B22
平和観光開発株式会社
中国マーケット促販企画

基本計画 2012.6
平和観光開発

株式会社
福島県天栄村 　RC造 　 200.00㎡

B23
平和観光開発株式会社
新規モデルハウス計画

基本計画 2013.3～2013.5
平和観光開発

株式会社
栃木県那須町 　S造 　 100.00㎡

B24 白樺湖プロジェクト 基本計画 2013.１０～2014.8
株式会社

リゾートメンテナンス
長野県茅野市 　街区計画 　20,000.00㎡
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D1
長野県農業試験場

職員宿舎浴室改修工事
実施設計 2005.11～2005.12

長野県中信農業
試験場

長野県塩尻市 　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 370.50㎡

D2
塩尻市宗賀第二分団詰所

新築工事
実施設計・監理 2006.8～2007.12 塩尻市 長野県塩尻市 　木造 84.44㎡

D3
塩尻志学館高校正面玄関

改修工事
実施設計・監理 2007.6～2007.9 塩尻志学館高校 長野県塩尻市 　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 48.46㎡

D4
長野県消防防災航空ｾﾝﾀｰ宿舎

改修工事
実施設計 2009.7～2009.8

長野県消防防災
ｾﾝﾀｰ

長野県松本市 　木造 303.04㎡

D5 長野県野菜花き試験場温室工事 実施設計・監理 2009.8～2010.5 長野県野菜花き試験場 長野県塩尻市 　鉄骨造等 972.00㎡

D6
旧松本寮職員住宅工事

解体除去工事
実施設計 2009.9～2009.11 中信教育事務所 長野県松本市 　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 648.00㎡

D7
林業総合センター森林学習展示館屋

根改修工事設計業務
実施設計 2011.2～2011.3

長野県林業総合
ｾﾝﾀｰ

長野県塩尻市 　木造 499.99㎡

D8
長野県野菜花き試験場研研修者

実習室建設工事
実施設計・監理 2011.2～2011.7 長野県野菜花き試験場 長野県塩尻市 　木造（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ） 90.41㎡

D9
伊那北高校女子トイレ建設工事

設計業務
実施設計 2011.11～2012.3 長野県 長野県伊那市 　木造 27.00㎡

D10
ピアやまがた等大規模改修実施設計

監理業務委託
実施設計・監理 2012.10～2014.3

松塩筑木曽老人
  福祉施設組合

長野県山形村 　RC造 3715.50㎡

D11
桔梗荘等太陽光発電設備実施設計

  監理業務委託
実施設計・監理 2013.4～2014.3

松塩筑木曽老人
福祉施設組合

長野県松本市他 　RC造 6施設

D12
宗賀分団第3部（洗場）詰所耐震

改修工事(増築） 実施設計監理業務
実施設計・監理 2013.5～2014.5 塩尻市 長野県塩尻市 　木造 80.00㎡

D13
宗賀分団第７部（牧野）詰所建設

工事実施設計監理業務
実施設計・監理 2014.4～2015.3 塩尻市 長野県塩尻市 　木造 80.00㎡

D14
大潟浦園地ほか施設改修実施設計

 委託
実施設計 2014.10～2015.2 東京都八丈支庁 東京都八丈島八丈町 　RC造 103.51㎡

D15
塩尻分団第4部（上西条）詰所建設

  工事設計監理業務
実施設計・監理 2015.1～2015.12 塩尻市 長野県塩尻市 　木造 90.00㎡

D16
洗馬分団第７部（太田）詰所建設工事

実施設計監理業務
実施設計・監理 2015.4～2016.2 塩尻市 長野県塩尻市 　木造 80.00㎡

D17
広丘野村保育園未満児トイレ設置

   設計業務
実施設計 2015.4～2015.6 塩尻市 長野県塩尻市 　S造 80.00㎡

D18
平成２７年度　東山霊園合葬墓

実施設計業務委託
実施設計 2015.7～2015.12 塩尻市 長野県塩尻市 　ＲＣ造 25.00㎡

D19
西新井消防団第７分団格納庫新築

工事設計委託
実施設計 2015.11～2016.2 東京消防庁 東京都足立区 　鉄骨造等 36.00㎡
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業務名 規模

＜公共建築＞

K A Z U  D E S I G N



有限会社和建築設計事務所

2016. 4

業務内容 業務期間

E1
信州ｶﾗﾏﾂｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞの防火構造に

関する事業
開発研究・実験 2008.8〜2009.3 県産材販路開拓協議会

国土交通省
公募事業

E2
信州ﾗﾏﾂｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞの防火構造による

防火・準防火仕様の外構材
開発研究・実験 2008.8〜2009.3 県産材販路開拓協議会

林野庁
公募事業

E3
地域住宅ﾓﾃﾞﾙ普及推進事業

「和田の家」
開発研究・実施設計・監理 2009.3〜2010.3 小林木材株式会社

国土交通省
公募事業

　木造 197.42㎡

E4
地域住宅ﾓﾃﾞﾙ普及推進事業標高

1000ｍの2地域居住ﾓﾃﾞﾙ住宅
開発研究・実施設計・監理 2009.3〜2010.3 株式会社リゾートメンテ   ナンス

国土交通省
公募事業

　木造 127.14㎡

E5
県産材販路開拓協議会部材を用いた

Q1省ｴﾈ・高耐久建築展示場
開発研究・実施設計・監理 2009.3〜2010.3 株式会社ﾗﾝﾊﾞｰﾃｯｸ

国土交通省
公募事業

　木造 108.94㎡

E6
信州マツ系高耐久構造材開発に

関する事業
開発研究・実験 2009.4〜2010.3 県産材販路開拓協議会

国土交通省
公募事業

E7
信州ｶﾗﾏﾂｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞの普及推進に

関する事業
開発研究 2009.4〜2010.3 東信素材生産事業協同組合

国土交通省
公募事業

E8 「東御の家」展示住宅事業 開発研究・実施設計・監理 2010.3〜2011.3 ｸﾞﾙｰﾗﾑﾊｳｽ株式会社
国土交通省
公募事業

　木造 125.88㎡

E10
信州産木材による地域木材住宅の

　担い手育成に関する事業
開発研究 2010.6〜2011.3 県産材販路開拓協議会

国土交通省
公募事業

E11
信州ｶﾗﾏﾂによる防火仕様屋根材に

関する事業
開発研究・実験 2010.6〜2011.3 東信素材生産事業協同組合

国土交通省
公募事業

E12
地域工務店育成のための地域木造
　住宅「ふるさと信州・環の住まい」

スキルアップセミナー
開発研究 2010.6〜2011.3 信州木材認証製品ｾﾝﾀｰ

国土交通省
公募事業

E13
信州産木材204高耐久構造材開発に

関する事業
開発研究・実験 2010.6〜2011.3 県産材販路開拓協議会

林野庁
公募事業

E14
県産材バルコニー等開発及び

普及促進事業
開発研究 2010.7〜2011.3 株式会社ﾗﾝﾊﾞｰﾃｯｸ

長野県
公募事業

E15
ｽｷﾞACQ処理材の構造体開発による

多用途外構製品開発事業
開発研究 2010.7〜2011.3 株式会社ﾗﾝﾊﾞｰﾃｯｸ

林野庁
公募事業

E16 信州型地域木造住宅における無垢板構造耐力壁の部材
供給と普及促進事業 開発研究 2010.8〜2011.3 県産材販路開拓協議会

林野庁
公募事業

E17 県産材高性能断熱木製ｻｯｼの開発と品質性能確認
生産体制確立及び普及促進に関する事業 開発研究・実験 2011.5〜2012.3 長野県

長野県
公募事業

E18
平成24年度地球温暖化対策技術開発・実証研究事業

　超断熱サッシ開発による住宅の高断熱化検証と
ゼロ・エミッション住宅検証

技術開発・実証研究 2012.4〜2015.3 環境省
環境省

委託事業

E19
平成25年度地球温暖化対策技術開発・実証研究事業

　超断熱サッシ開発による住宅の高断熱化検証と
ゼロ・エミッション住宅検証

技術開発・実証研究 2013.4〜2014.3 環境省
環境省

委託事業

E20
平成2６年度地球温暖化対策技術開発・実証研究事業

超断熱サッシ開発による住宅の高断熱化検証と
ゼロ・エミッション住宅検証

技術開発・実証研究 2014.4〜2015.2 環境省
環境省

委託事業

E21
地域材利活用倍増戦略プロジェクト事業のうち地域材

の安定的・効率的
な供給体制の構築のうち地域循環型流通体制構築事業

天草地域循環型地域広葉樹木材利用促進事業

構想策定 2014.4〜2015.2 天草木材協会
林野庁

公募事業

E22
中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新

事業
住宅用高耐震筋交いを組み入れた省エネルギー壁

パネル開発事業

開発研究 2014.10〜2015.9 株式会社 松島木材センター
中小企業庁
公募事業

E23 信州の木先進的利用加速化事業 開発研究 2015.7〜2016.1 株式会社山崎屋木工製作所
長野県

公募事業

E24
平成２６年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助金

事業
 高断熱性木製サッシのＩＴ利活用した情報提供システム

開発

開発研究 2015.10〜2016.9 株式会社山崎屋木工製作所
中小企業庁
公募事業

E25
地域産業資源活用事業

木曽ひのき材による高性能木製窓・ドアの開発・製造・
販売

開発研究 2015.12〜2021.3 株式会社山崎屋木工製作所
経済産業省
農林水産省

E26
地域産業資源活用事業

長野県産木材活用住宅の商品開発・販売による白樺湖・
姫木平の観光復活事業

開発研究 2016.3〜2022.3 株式会社 リゾートメンテナンス
国土交通省
農林水産省
経済産業省

E27

平成27年度地域材利用拡大緊急対策事業木材の新規
用途の導入促進事業

平成２７年度　CLTを活用した建築物の実証事業
CLTと大スパン木トラスによる建築物の設計実証・部材の

性能実証

開発研究・設計 2016.4〜2017.2
株式会社山崎屋木工製作所
チャネルオリジナル株式会社 林野庁 ＣＬＴ工法+木造 1500㎡

E28

平成27年度地域材利用拡大緊急対策事業
（木材の新規用途の導入促進）のうち

地域の特性に応じた木質部材・工法の開発・普及等
支援事業

木製遮炎ドアの技術開発・技術普及・普及啓発事業

開発研究 2016.4〜2017.3 林野庁
林野庁

公募事業

E29

平成27年度地域材利用拡大緊急対策事業
（木材の新規用途の導入促進）のうち

地域の特性に応じた木質部材・工法の開発・普及等
支援事業

地域木材「信州カラマツ」による準耐火構造壁開発事業

開発研究 2016.4〜2017.3 林野庁
林野庁

公募事業

E30 レッドシーダー外壁材準耐火構造壁開発 開発研究 2016.4〜2016.12 高広木材株式会社

E31
平成２８年度ふるさと名物応援事業

木曽ひのき材による高性能木製窓・ドアの開発・製造・
販売

開発研究 2016.4〜2017.3 株式会社山崎屋木工製作所 経済産業省

E32
平成２７年度ふるさと名物応援事業
（ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業）

国産芳香木材（スギ・ヒノキ）による高付加価値木商品の
海外販路開拓

開発研究 2016.4〜2017.3 株式会社山崎屋木工製作所 経済産業省

＜開発研究＞

業務名 規模発注者
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