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令和２年度「子どもの居場所」木質空間整備事業　採択状況
（募集期間：１次募集　令和２年５月11日～６月10日、２次募集　令和２年８月７日～９月７日）

【１．木造・木質化】
市町村 事業主体 施設名 事業内容

伊那市 伊那市 伊那西小学校 森の教室建築（木造平屋）

伊那市 伊那市 西春近北保育園 内装木質化（腰壁）

伊那市 伊那市 西箕輪南部保育園 内装木質化（腰壁）

駒ケ根市 学校法人マリア学園 聖マルチン幼稚園 内装木質化（床板、デッキ）

平谷村 平谷村 ひらひら平谷 学童クラブの建築（木造平屋）

2次 上田市 社会福祉法人　まるこ福祉会 あったか空間「きらり」 児童交流施設の内装木質化

4市町村 4事業主体 6施設 6件

【２．木のおもちゃ・調度品】
市町村 事業主体 施設名 事業内容

佐久市 社会福祉法人　長秀会 聖愛保育園 玩具1種1個

佐久市 (株)Ｕホールディング トヨタカローラ長野（佐久店） 調度品1種

軽井沢町 軽井沢町 軽井沢町子育て支援センター 遊具　1種

上田市 (株)Ｕホールディング 長野トヨタ自動車（上田店） 調度品1種

上田市 上田市 南部保育園 玩具４種

上田市 上田市 神川保育園 玩具３種

上田市 上田市 国分保育園 玩具３種

上田市 上田市 神科第二保育園 玩具２種

上田市 上田市 豊殿保育園 玩具３種

上田市 上田市 城下保育園 玩具２種

上田市 上田市 東塩田保育園 玩具３種

上田市 上田市 浦里保育園 玩具１種

上田市 上田市 東内保育園 玩具３種５個

上田市 上田市 長瀬保育園 玩具１種１個

上田市 上田市 そえひ保育園 玩具２種５個

上田市 上田市 武石保育園 玩具３種９個

茅野市 (株)Ｕホールディング 長野トヨペット（茅野店） 調度品1種

伊那市 伊那市 竜南子育て支援センター 調度品1種

伊那市 伊那市 上の原子育て支援センター 調度品1種

伊那市 伊那市 富県子育て支援センター 調度品1種

伊那市 伊那市 西箕輪子育て支援センター 調度品1種

伊那市 伊那市 高遠子育て支援センター 調度品1種

伊那市 (株)支援アガピア きらきら福地 調度品１種、玩具２種

駒ケ根市 学校法人マリア学園 聖マルチン幼稚園 遊具1種、調度品1種

箕輪町 箕輪町 松島保育園 調度品1種

箕輪町 箕輪町 木下北保育園 調度品3種

箕輪町 箕輪町 木下南保育園 調度品２種

飯田市 幼保連携型認定こども園　入舟幼稚園　入舟保育園 入舟幼稚園　入舟保育園 調度品1種

飯田市 学校法人マリア学園 聖クララ幼稚園 調度品２種、玩具５種

木曽町 木曽町 木曽町役場本庁舎・防災センター 調度品２種、玩具４種

木曽町 木曽町 福島小学校 調度品２種

南木曽町 南木曽町 読書保育園 調度品８種

安曇野市 安曇野市 たつみ認定こども園 玩具1種

安曇野市 安曇野市 上川手認定こども園 玩具1種

安曇野市 安曇野市 有明の森認定こども園 玩具1種

安曇野市 安曇野市 三郷西部認定こども園 玩具1種

安曇野市 安曇野市 明科北認定こども園 玩具1種

安曇野市 安曇野市 穂高幼稚園 玩具1種

松本市 丸久鋼機(株) MARUQ BASE内Ultimet Coffe Brewers 調度品2種、遊具１種、玩具２種

大町市 (株)Ｕホールディング ネッツトヨタ長野（大町店） 調度品1種

長野市 学校法人旭キリスト教学院 旭幼稚園 玩具5種

長野市 社会福祉法人　守幼会 雷鳥保育園 調度品3種

長野市 社会福祉法人　博愛会 松ヶ丘保育園 玩具６種

長野市 (株)Ｕホールディング 長野トヨペット　徳間店 調度品1種

長野市 (株)Ｕホールディング 長野トヨタ　川中島店 調度品1種

長野市 (株)Ｕホールディング ネッツトヨタ長野（柳原店） 調度品1種

須坂市 須坂市教育委員会 須坂市子育て支援センター 玩具5種、調度品２種

中野市 学校法人聖マリア学園 認定こども園　中野マリア幼稚園 調度品1種

中野市 中野市 永田保育園 玩具１種

中野市 中野市 長丘保育園 玩具１種

中野市 中野市 豊井保育園 調度品１種、玩具２種

中野市 中野市 さくら保育園 調度品１種、玩具２種

中野市 中野市 ひまわり保育園 調度品１種、玩具２種

中野市 中野市 ひらおか保育園 玩具１種

佐久市 社会福祉法人　臼田保育園 臼田保育園 玩具２

安曇野市 中房温泉㈱　 招仙閣 玩具２

長野市 合同会社Mom's sun ひかりほいくえん 調度品２種

長野市 合同会社Mom's sun きらりほいくえん 玩具１種

長野市 合同会社Mom's sun イキイキほいくえん 玩具１種

長野市 株式会社　戸隠 戸隠スキー場　シャルマン戸隠 遊具１種

16市町村 22事業主体 60施設 60件

予　算　額 21,500,000円

内　示　額 20,765,666円

予算残額 734,334円

募集

1次

小計

1次

2次

小計



令和２年度木づかい空間整備事業　採択状況
（募集期間：令和２年５月11日～６月30日）

市町村 事業主体 施設名

1 東御市 有限会社アールクラブ　菅沼　仁志 (仮称)　レンタルスペースモダニカ

2 伊那市 伊那市長　白鳥　孝 伊那市防災コミュニティセンター

3 飯田市 毛涯　満 （仮称）ブック・オルト

4 小谷村 roundAbout　稲垣　亮 （仮称）roundAbout2

合計 4者 4施設

予算額 28,800,000円
内示額 7,894,252円

予算残額 20,905,748円
※予算残額の一部を県有施設木質化整備に活用予定

（募集期間：令和２年７月９日～８月７日）

番
号

市町村名
設置地域名
又は観光地名

事　　業
実施主体

案内サイン区分
数量
（枚）

広域地図サイン

周辺地図サイン 1枚

施設誘導サイン 2枚

位置サイン 4枚

説明サイン 1枚

規制サイン

計 8枚

広域地図サイン 1枚

周辺地図サイン 1枚

施設誘導サイン

位置サイン

説明サイン

規制サイン

計 2枚

広域地図サイン 1枚

周辺地図サイン 2枚

施設誘導サイン 2枚

位置サイン 4枚

説明サイン 1枚

規制サイン 0枚

計 10枚

予算額 23,025,000円

内示額 3,026,000円

予算残額 19,999,000円

※予算残額の一部を観光地等魅力向上森林整備事業に活用予定

事業内容

レンタルスペースの木質化

貸し会議室の木質化

古民家ブックカフェの木質化

スノーボードショップの木質化

令和２年度県産材公共サイン整備事業　採択状況

1 塩尻市
高ボッチ高原
みどり湖

塩尻市

合計

2 小谷村
風吹岳登山口
北小谷駅

小谷村


