
                        

 平成 28年 12月 8日 

ウ ッ ド デ ザ イ ン 賞 運 営 事 務 局 

（特）活木活木森ネットワーク、（公社）国土緑化推進機構 

                                                （株）ユニバーサルデザイン総合研究所 

h t t p : / / w w w . w o o d d e s i g n . j p / 

『ウッドデザイン賞 2016』 

農林水産大臣賞・林野庁長官賞・審査委員長賞 25 作品が決定！ 

～木製コンセプトカーSETSUNAなど、新たな木づかいの先進例が上位賞を受賞～ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 農林水産大臣賞（最優秀賞）、林野庁長官賞（優秀賞）、審査委員長賞（奨励賞）作品は次ページからのとおりです。 

※ 「ウッドデザイン賞 2016」の概要については、別添の通りです。 

 

本件に関するお問い合わせ先 

ウッドデザイン賞運営事務局 （担当：高橋） 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-1-21 葺手第 2ビル 8階 

ユニバーサルデザイン総合研究所内 

TEL: 03-5733-9375 FAX:03-5733-9376 E-mail： press2016@wooddesign.jp 

携帯 080-4459-3902 

  

「ウッドデザイン賞 2016」の農林水産大臣賞（最優秀賞）１点、林野庁長官賞（優秀賞）９点、審査委員長賞 

（奨励賞）15点が決定しました。 

農林水産大臣賞（最優秀賞）は、「歳月を経て変わることを愛でる」を木を用いて具現化し多様な樹種と日本

古来の伝統技法などを取り入れたコンセプトカー「SETSUNA」（トヨタ自動車株式会社）が受賞しました。 

この最優秀賞をはじめ、世界に誇る日本の技術力を生かしたり、世界の観光客を「木の温もりでおもてなし」す

るなどの新用途の木材利用の先進例が入選しています。 

上位賞受賞表彰式を、本日 13 時 30 分から東京ビッグサイト東 2 ホール「エコプロ 2016 イベントステージ」

で行います。また 15 時からは「東京ビッグサイト」レセプションホール B（会議棟１階）で、最優秀賞受賞団体な

ど４作品のプレゼンテーションと赤池学審査委員長をはじめとした審査委員が登壇する「シンポジウム」を開

催、その後上位賞受賞作品の展示や受賞者との交流会も行います。 

さらに、同日から 10 日にかけて「東京ビックサイト」東展示場で開催される、エコプロ 2016「森林（もり）からは

じまるエコライフ展」内に設置された「『ウッドデザイン賞』特設ブース」（東 1 ホール）では、上位賞受賞作品とと

もに、入賞作品 251 点をパネル等で展示、各審査委員からの動画メッセージの上映を行います。さらに一般社

団法人日本インテリアコーディネーター協会（icon)の協力による、受賞作品をコーディネートした「ライフスタイル

提案ゾーン」も新たに設けます。 

詳細はウッドデザイン賞公式ウェブサイト（http://www.wooddesign.jp ）をご覧ください。 

また、ウッドデザイン賞 Facebookページが開設されました。 @wooddesignaward 

赤池審査委員長始め、隈研吾氏、益田文和氏など審査員のメッセージ、受賞作品のストーリーなど順次、掲

載します。 

News Release 

 

http://www.wooddesign.jp/


  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



〔ウッドデザイン賞 2016について〕 

１．主催等 

（１）主催 ： ウッドデザイン賞運営事務局 

【（特）活木活木森ネットワーク、（公社）国土緑化推進機構、（株）ユニバーサルデザイン総合研究所）】 

（２） 林野庁補助事業 

 

２．募集期間 

2016年 6月 20日～7月 27日  審査料：無料 

 

３．表彰部門 

（１）ライフスタイルデザイン部門 

～木を使って暮らしの質を高めているもの 

木を使うことで機能性や利便性を高めている、新しい領域で木の活用が

提案されている、消費者に木のある豊かな暮らしを提案している、建築・

空間、木製品、コミュニケーション、技術・研究など。 

（２）ハートフルデザイン部門 

～木を使って人の心と身体を健やかにしている

もの 

木を使うことで快適性を高めている、五感や感性に働きかける、リラック

ス効果や健康維持・増進効果がある、建築・空間、木製品、コミュニケー

ション、技術・研究など。 

（３）ソーシャルデザイン部門 

～木を使って地域や社会を活性化しているもの 

木を使うことで森林や地域の活性化に貢献している、人材を発掘・育成し

ている、普及啓発効果が高い、作り手や担い手のストーリー性を伝えて

いる建築・空間、木製品、コミュニケーション、技術・研究など。 

 

４．賞の構成   

最優秀賞 （農林水産大臣賞） １点 

本日発表 優秀賞  （林野庁長官賞） ３点×３部門 

奨励賞  （審査委員長賞） ５点×３部門 

ウッドデザイン賞  （入賞） 二次審査を通過したものすべて 11月 24日発表分 

 

５．応募分野 

① 建築・空間・建材・部材分野 店舗、施設、住宅、建材、部材等 

② 木製品分野 家具、インテリア、日用品、楽器、遊具等 

③ コミュニケーション分野 ワークショップ、プロモーション、人材育成、ビジネスモデル等 

④ 技術・研究分野 技術、研究、調査、実験住宅、試作品等 

 

６．応募資格 

森林・林業・木材産業関係者、建築・住宅・家具・インテリア産業関係者、設計士・デザイナー・クリエイター、施設・店舗のオー

ナー、小売・流通事業者、メディアなど、木づかいを推進するすべての方が対象。企業、個人、団体、自治体、学校、研究機関

を問いません。 

 

 

 



７．応募～発表・PRまでの主な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．審査委員会                    （★：審査委員長、☆分野長 敬称略 ） 

 ★赤池 学（プロジェクトデザイナー、科学技術ジャーナリスト） 

〔建築・空間・建材・部材分野〕 隈   研吾   （建築家、東京大学教授） ☆ 

腰原 幹雄   （東京大学 生産技術研究所 教授） 

鈴木 恵千代  （空間デザイナー） 

手塚 由比   （建築家） 

〔木製品分野〕 益田 文和   （プロダクトデザイナー） ☆ 

末吉 里花   （エシカル協会代表） 

高橋 正実   （デザイナー、コンセプター） 

三谷 龍二   （木工デザイナー） 

〔コミュニケーション分野〕 日比野 克彦  （アーティスト、東京芸術大学 教授） ☆ 

戸村 亜紀   （クリエイティブディレクター） 

古田 秘馬   （プロジェクトデザイナー） 

山崎  亮    （コミュニティデザイナー、東北芸術工科大学 教授） 

〔技術・研究分野〕 伊香賀 俊治  （慶應義塾大学大学院 教授） ☆ 

相茶 正彦   （木材・バイオマス利用コンサルタント） 

青木 謙治   （東京大学大学院 講師） 

恒次 祐子   （森林総合研究所 主任研究員） 

 

  



「ウッドデザイン賞 2016」表彰式・作品展示・シンポジウム等 概要 
 

【１】「ウッドデザイン賞 2016」表彰式 

●日時： 平成 28年 12月 8日（木） 13：30～14 ：15 

●会場： 東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3-11-1） 

 東 2 ホール エコプロ 2016 イベントステージ 

●プログラム： 13：30～ 主催者挨拶  

 13：35～ 来賓挨拶  

 13：40～ 表彰式 農林水産大臣賞(最優秀賞) 

   林野庁長官賞(優秀賞)（3部門） 

   審査委員長賞(奨励賞)（3部門） 

   受賞代表者 コメント 

   審査委員長 講評 ほか 

 14：15 終了  

 

【２】 シンポジウム・交流会 

●日時： 平成 28年 12月 8日（木） 15：00～17：45 

●会場： 東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3-11-1） 

 レセプションホール B 

●プログラム 15：00～ 開会挨拶 （公社）国土緑化推進機構 

 15：05～ 来賓挨拶 林野庁、サポート連絡会代表 

 15：10～ 「ウッドデザイン賞 2016」概要説明 

 15：20～ ■第一部： 「ウッドデザイン賞受賞作品に見る、これからの木づかい」 

  発表者（予定）： 最優秀賞受賞者（１団体）優秀賞受賞者（各部門１団体） 

  モデレーター 末吉里花氏 

 16：15～ ■第二部： 「ウッドデザイン賞が拓く、社会価値創造と新たなビジネス」 

  パネラー（予定）： 赤池学氏、手塚由比氏、益田文和氏、山崎亮氏、伊香賀俊治氏 

  モデレーター： 末吉里花氏 

 16：55～ 閉会挨拶 （特）活木活木森ネットワーク 

 17：00～ 交流会 （17：45終了）  

●登壇者  

赤池 学 プロジェクトデザイナー、科学技術ジャーナリスト、審査委員長 

益田 文和 プロダクトデザイナー、木製品分野 分野長 

手塚 由比 建築家、建築・空間・建材・部材分野審査委員 

山崎 亮 コミュニティデザイナー、東北芸術工科大学 教授、コミュニケーション分野審査委員 

伊香賀 俊治 慶応義塾大学大学院 教授、技術・研究分野 分野長 

末吉里花 （モデレーター）エシカル協会代表、木製品分野審査委員 

 
【３】「ウッドデザイン賞 2016」作品展示 （特設コーナー） 

●期間： 平成 28年 12月 8日（木）～12月 10日（土） 10：00～18：00 

 ※12月 10日（土）のみ 17：00まで 

●会場： 「東京ビッグサイト」東展示場（東京都江東区有明 3-11-1） 

 エコプロ 2016 「環境とエネルギーの未来展」内（東 1ホール ） 

「ウッドデザイン賞」特設ブース（小間番号 F-01） 

●内容： ○「ウッドデザイン賞 2016」概要紹介、審査委員による動画メッセージ 

○「ウッドデザイン賞 2016」受賞作品展示（パネル、映像など 251点全点） 

○ライフスタイル提案ゾーン（受賞作品をコーディネートした暮らしのシーンを展示） 

○「ミス日本みどりの女神」(農林水産省「みどりの広報大使」)と受賞者の記念撮影 

(平成 28年 12月 8日（木） 10：00～12：00) 

 

■『森とツナガル「木のある暮らし」のススメ』 トークショー 

林 眞理子さん（日本インテリアコーディネーター協会理事）はじめ、まことさん（シャ乱 Q ）、高橋 

愛さん（モーニング娘。OG）とウッドデザイン賞やライフスタイル展示について語り合います。 

日時：12月 10日（土）14:30～15:15 場所：東 2ホール エコプロ 2016 イベントステージ 

 


