
◆平成２７年度に整備した事例
区分 事業者名 施設名

ニセコ町 ニセコこども館
厚真町 厚南児童会館
株式会社厚友会 けあらいふ花咲館
名寄市 南児童クラブ
訓子府町 幼保連携型認定こども園「わくわく園」
士幌町 子ども交流センター「こもれび」
(福）新得町社会福祉協議会 サテライト型小規模多機能 きらり
豊頃町 ひだまり交流館
足寄町 児童館
(福）扶躬会 鶴の園クリニック
南幌町 南幌町町民プール
厚真町 スピードスケート場管理棟
美瑛町 郷土学館「美宙」（内装）
福島町 吉岡総合センター
上ノ国町 石崎地区集会施設
厚沢部町 南館・城丘ふれあいセンター

◆平成２６年度に整備した事例
区分 事業者名 施設名

むかわ町 放課後子どもセンター
せたな町 町立国保病院大成診療所
南富良野町 金山地区福祉交流センター
上士幌町 認定こども園ほろん
中標津町 中標津町児童センターみらいる
留寿都村 るすつ子どもセンターぽっけ
紋別市 紋別市保育所
知内町 遊泳館（プール・子ども交流センター）
下川町 町立下川中学校（内装）
清里町 町民プール（H28.12.1延床面積修正）
学校法人北見明和学園 北見くるみ幼稚園
学校法人香木学園 大楽毛よしの幼稚園
寿都町 総合体育館
赤井川村 道の駅あかいがわ
厚真町 バーベキューハウス
知内町 矢越山荘
長万部町 多目的活動センターあつまんべ
乙部町 集会施設 千岱野ふるさと館
乙部町 宿泊体験施設 光林荘
当麻町 とうま山パークゴルフ場クラブハウス
東川町 森林体験研修センター
津別町 宿泊体験交流施設 みぃとインつべつ
豊頃町 チャレンジショップ
豊頃町 長節湖キャンプ場管理施設
足寄町 大誉地集落センター
釧路市 阿寒湖畔スキー場ウォッチングハウス
弟子屈町 町立弟子屈養護老人ホーム倖和園（内装）
豊浦町 大和多目的集会所
豊浦町 東雲多目的集会所
美瑛町 地域人材育成研修交流センター（内装）
美瑛町 活性化交流施設「ビ・エール」（内装）
新篠津村 産直市場増設
函館空港ビルディング(株) Hako Dake Hall（ターミナルビル３F）（内装）
下川町 医療植物研究施設

医療・福祉関連施設

学校・教育関連施設

地域活動関連施設

医療・福祉関連施設

学校・教育関連施設

地域活動関連施設

その他施設



◆平成２５年度に整備した事例
区分 事業者名 施設名

社会福祉法人朔風 つくし地域多目的交流施設
豊浦町 認定こども園青空（内装木質化）
足寄町 高齢者等複合施設
公益財団法人ふきのとう文庫 ふきのとう文庫子ども図書館
下川町 下川町小学校（内装木質化）
寿都町 新栄会館（地域交流施設）
浦河町 優駿の里公園多目的広場センターハウス
厚沢部町 当路ふれあいセンター
当麻町 当麻町会館まとまーる
えりも町 スポーツ公園トイレ（外構施設）
江差町 かもめ島遊歩道安全柵（外構施設）
乙部町 公園安全柵（外構施設）
大空町 女満別小学校木柵（外構施設）
釧路市 釧路市動物園アルパカ舎

◆平成２４年度に整備した事例
区分 事業者名 施設名

厚沢部町 医師駐在センター
(株)コミュニティネット ゆいまーる厚沢部
別海町 中西別ふれあいセンター
北見市 市民スケートリンク管理棟
豊頃町 豊頃町民プール
赤井川村 みやこ公園休憩所
厚沢部町 まちなか交流センター
下川町 住民センター
下川町 ふれあい交流施設
美深町 美深町農業研修生等宿舎
浜頓別町 はまとんべつ温泉コテージ
士別地区森林組合 林業学習・体験施設
北海道 木のショールーム（内装木質化）

◆平成２３年度に整備した事例
区分 事業者名 施設名

当麻町 子育て総合センター
士別市 士別市立あいの実保育園（内装木質化）
釧路市 釧路市西部子育て支援拠点センター
社会福祉法人きたの愛光会 特別養護老人ホーム（内装木質化）
NPO法人ひまわり保育園 ひまわり保育園
紋別市 休日夜間急病センター医師滞在共同住宅
社会福祉法人厚生協会 養護老人ホームひまわり荘
医療法人共生会 川湯の森病院
浦河町 荻伏診療所
鷹栖町 北野小学校（内装木質化）
池田町 池田町立池田中学校（内装木質化）
雄武町 健康ふれあいセンター
七飯町 東大沼多目的グランドクラブハウス
美瑛町 図書館（内装木質化）
浦幌町 移住体験モデル住宅
えりも町 新浜職員住宅
足寄町 地域交流物産館
幕別町 青葉町近隣センター
更別村 さらべつカントリーパーク　ミニコテージ
士幌町 かみおりべ木と太陽の香るエコ交流館
白老町 ポロトの森キャンプ場炊事場
恵庭市 恵庭市黄金ふれあいセンター
積丹町 野塚地区ふれあい交流館
下川町 公民館（内装木質化）

農業関連施設 枝幸町 公共育成牧場哺育牛舎
豊頃町 とよころ物産直売所
紋別漁業協同組合 会議室（内装木質化）
音更町 公園施設四阿（あずまや）（外構施設）
東川町 商店街活性化施設

その他施設

医療・福祉関連施設

学校・教育関連施設

地域活動関連施設

医療・福祉関連施設

学校・教育関連施設

地域活動関連施設

その他施設

医療・福祉関連施設

その他施設

学校・教育関連施設

住宅関連施設

地域活動関連施設



◆平成２２年度に整備した事例
区分 事業者名 施設名

社会福祉法人この実会 北の沢デイセンター　交流多目的施設
社会福祉法人ビバランド 愛らんどパン工場
幕別町 つくし学童保育所
えりも町 高齢者福祉寮　ゆうゆう
伊達市 旭町児童館・旭町地域交流館
下川町 下川町共生型住まいの場「ぬく森」
本別町 本別町勇足保育所
紋別市 休日夜間急病センター医師滞在共同住宅
北見市 北見市子ども総合支援センター「きらり」
小平町 小平町立小平診療所
滝上町 滝上町こども園
せたな町 せたな町障害者地域活動支援センター
釧路市 釧路市民球場屋内練習場
弟子屈町 弟子屈中学校
新十津川町 新十津川町アートの森彫刻体験交流施設
浦幌町 多目的研修施設
清水町 移住体験住宅
鹿追町 環境保全センター研修棟
足寄町 南区コミュニティセンター
豊頃町 はるにれ友遊館
陸別町 陸別町福祉住宅（からまつハウス）
津別町 津別町多目的活動センター
雄武町 宮の森公園休憩施設
乙部町 とよはま地区センター
今金町 日進寿の家
厚沢部町 厚沢部町民プール
厚浜木材加工協同組合 林業・林産業従事者研修センターハウス
枝幸町 枝幸町公共育成牧場受入牛舎
上士幌町 木造牛舎
羽幌町 ふれあいファーム（焼尻めん羊牧場乾草舎）
生活協同組合コープさっぽろ コープさっぽろ　西宮の沢店
オホーツク総合振興局 庁舎木質化

◆平成２１年度に整備した事例
区分 事業者名 施設名

社会福祉法人きたの愛光会 こもれび遊歩道
社会福祉法人北勝光生会 グループホーム
NPO法人地域で一緒に暮らそう会 地域サロン・ケアホーム
医療法人社団信診連 グループホーム家路
寿都町 寿都町子どもふれあいセンター
寿都町 寿都町食育センター
浦幌町 屋外部屋
寿都町 寿都町定住促進住宅
美瑛町 セカンドホームびえい
雄武町 ウッドハウス旭日（寡婦住宅）
下川町 下川町公民館（内装木質化）
下川町 五味温泉（木質内装化）
美瑛町 北西の丘観光案内所
豊富町 兜沼公園多目的交流施設
美幌町 みどりの村体験実習施設
洞爺湖町 自然観察体験学習・コミュニティ施設
江差町 かもめ島遊歩道安全柵（外交施設）
下川町 下川町役場庁舎（内装木質化）

学校・教育関連施設

その他施設

農業関連施設

その他施設

医療・福祉関連施設

学校・教育関連施設

住宅関連施設

地域活動関連施設

地域活動関連施設

医療・福祉関連施設


