
10：30～12：30
東京ビッグサイト 

（会議棟703）

サステナブルな木造建築の新たな潮流に向けて　

建築物への木材活用
シンポジウム

event@mjkk.or.jp

セミナー・シンポジウム
申し込みはこちらから

申込案内 メールでのお申し込みはこちらへ

ご予約のお問合せは

受付フォーム
03-3568-3714 
（一社）木と住まい研究協会 宛て

参加費
無料
定員120名

2/16（金） 公共建築物等木材利用促進法が施行されて７年が経過し、様々な地域や
用途で建築物を木造化・木質化する機運が高まってきましたが、我が国
の重要な資源である森林の循環利用を進めるためには木材利用のより一
層の拡大が求められています。
この度「建築物への木材活用シンポジウム」を開催し、資源循環型社会
の形成に向けた木材活用に関する様々な情報を設計者や施工者、発注者、
行政関係者等に対して提供するシンポジウムを開催致します。

林野庁長官　沖 修司氏

無垢材の活用と地方創生
第１部 基調講演　　　 10：35 ～ 11：05

■お申込方法　
QRコードの受付フォームかまたは
へアクセスして必要事項をご記入の上お申込ください。
■シンポジウム・セミナーは全て事前申込制となります。

林野庁 林政部 木材産業課 
木材製品技術室長
井口　真輝 氏

第２部 トークセッション　　　 11：05 ～ 12：30

協和木材株式会社 代表取締役
国産材製材協会 会長
佐川　広興 氏

ナイス株式会社 
代表取締役社長
平田　恒一郎 氏

東京大学大学院 
農学生命科学研究科 教授
稲山　正弘 氏

パナソニック エイジフリー株式会社 
常務執行役員
森田　浩一 氏

東京大学 名誉教授
（一社）木と住まい研究協会 代表理事 
有馬　孝礼 氏

（一財）木構造建築研究所 常務理事　遠藤　雅宏 氏

パネリスト

パネリスト

パネリスト

パネリスト

パネリスト

パネリスト

モデレーター

日時

場所

木と住まい研究協会

メインステージ・木と住まい大博覧会セミナーブース 会議棟703・610



event@mjkk.or.jp
メールでのお申し込みはこちらへ ご予約のお問合せは

受付フォーム

03-3568-3714 
（一社）木と住まい研究協会 宛て

■お申込方法　
QRコードの受付フォームかまたは
へアクセスして必要事項をご記入の上お申込ください。
■シンポジウム・セミナーは全て事前申込制となります。

木と住まい研究協会

主 催

協 賛

ご予約のお問合せは  ☎ 03-3568-3714 （一社）木と住まい研究協会 宛て

（特別セミナーのみ共催）共 催

（同時開催）

2/16　（金曜日）
① 10：30 ～

　12：30 会議棟703 建築物への木材活用シンポジウム
第１部基調講演：無垢材の活用と地方創生　第2部：サステナブルな木材建築の新たな潮流に向けて プロ向け

② 12：30 ～
　13：30

メインステージ
(東７ホール）

全ての家に高性能の恩恵を！
～耐震だけでなく温熱環境・エネルギーもお忘れなく～

東京大学大学院 工学系研究科建築学専攻 准教授
 前 真之 氏 ユーザー向け

プロ向け

③ 13：00 ～
　14：00 会議棟703 木造建築物の未来

～なぜ木材を使って高層ビルを建てるべきなのか～
㈱シェルター 常務取締役
 安達 広幸 氏 プロ向け

④ 14：00 ～
　15：00

メインステージ
(東７ホール）

熊本地震から学んで欲しいこと
～実は簡単！建物を強くする方法～

京都大学 生存圏研究所 生活圏構造機能分野 教授
 五十田 博 氏 ユーザー向け

プロ向け

⑤ 15：00 ～
　16：00

メインステージ
(東７ホール）

クリーンウッド法
解説セミナー 林野庁林政部木材利用課・（一社）全国木材組合連合会 プロ向け

⑥ 15：00 ～
　16：00 会議棟703 テクノストラクチャーを活用した木造中大規模建築の

可能性と実例
パナソニック㈱ エコソリューションズ社 
首都圏住建営業部 住宅市場開発部 主務 
 横山 勉 氏

プロ向け

2/17（土曜日）
⑦ 11：00 ～

　11：45
木と住まいの大博覧会

セミナーブース
(東８ホール）

木材にも特保を 九州大学 農学研究院 准教授
 清水 邦義 氏 ユーザー向け

プロ向け

⑧ 12：30 ～
　13：00

木と住まいの大博覧会
セミナーブース

(東８ホール）
クリーンウッド法
解説セミナー

（一社）全国木材組合連合会　常務理事　
 森田 一行 氏 プロ向け

⑨ 12：30 ～
　13：30

メインステージ
(東７ホール）

これからの住まいづくりのトレンド
～ ZEH・スマートハウス・蓄電池・IoT ～

㈱創樹社 代表取締役
 中山 紀文 氏 プロ向け

⑩ 12：30 ～
　13：30 会議棟610 木を多用した「森の建築」 隈研吾建築都市設計事務所 代表取締役 

 横尾 実 氏 プロ向け

⑪ 14：00 ～
　15：00 会議棟610 新しい建築材料ＣＬTと建築設計 （一社）日本CLT協会 業務推進部次長

 有賀 康治 氏 プロ向け

⑫ 14：00 ～
　14：45

木と住まいの大博覧会
セミナーブース

(東８ホール）
認証材とJAS構造材について

秋田県立大学
木材高度加工研究所 所長
 林 知行 氏

プロ向け

⑬ 15：00 ～
　16：30

木と住まいの大博覧会
セミナーブース

(東８ホール）

大学ブースリレーセミナー
大学ブース参加の大学の研究室による最新の木材に
関する研究内容について、お話して頂きます。

参加： 東京大学・東京農工大学・宇都宮大学　　
筑波大学・東京都市大学 プロ向け

⑭ 15：30 ～
　17：00

特別セミナー  
 ウッドデザイン賞2017 

最優秀賞等に学ぶ、木を活かした商業施設の付加価値の向上
司会：竹川 智世 氏　2018ミス日本みどりの女神
主催：ウッドデザイン賞運営事務局　　 ユーザー向け

プロ向け

メインステージ
(東７ホール）

1. 基調講演
　 森づくり・木づかい最前線と「ウッドデザイン賞」 牧元 幸司 氏　林野庁次長

2. 特別講演
　 ウッドデザイン賞 2017　受賞作品概要　 赤池 学 氏　ウッドデザイン賞審査委員長

3. 事例発表①

　
ノーザンステーションゲート秋田プロジェクト

　　　 【最優秀賞】
永杉 博正 氏　東日本旅客鉄道㈱ 秋田支社 地域活性化推進部長
小杉 栄次郎 氏　秋田公立美術大学准教授

4. 事例発表②

　
Ｇビル自由が丘 01 B 館

　　　 【優秀賞】
安達 広幸 氏　㈱シェルター 常務取締役

5. 事例発表③

　
木の室内創造あそび場「感性の森」

　　　 【優秀賞】
山内 潔 氏　錦エステート㈱ SC 事業部 副館長

6. パネルディスカッション
パネリスト：牧元氏・永杉氏・小杉氏・安達氏・山内氏
　　　　  遠藤 雅宏 氏　 ナイス㈱ 建設事業本部 執行役員 木構造事業部長
進　　行：赤池 学 氏　ウッドデザイン賞審査委員長

2/18（日曜日）
⑮ 12：30 ～

　13：30
メインステージ
(東７ホール）

これからの賢い暮らしとは
～知って得する電気料金とZEHのお話～

株式会社エネリード 代表取締役 
 狩野 晶彦 氏 ユーザー向け

・ セミナー内容など、変更となる可能性があります
・ 当日空席がある場合に限り、当日での受付対応をさせて頂きます。その際はセミナー会場までお越しください

一般社団法人  木と住まい研究協会からのおしらせ

セミナー・シンポジウム申し込みはこちらから

一般社団法人木と住まい研究協会では、ナイス株式会社、一般財団法人木構造建築研究所との共催にて木材総合展
示会である「木と住まい大博覧会」を2月16日～18日に東京ビッグサイト（東７ホール・東８ホール）にて開催いたします。
この中でも木材や建築に関係するセミナーを開催しますので、どうぞご参加ください。


