
PRポイント 

•大きく育った２本のセンダンの樹を囲むように、２棟の店舗併用住宅を配置しました。 

•既存の店舗は理髪店。シンボルツリーのセンダンの樹の下を抜けると今回の新築物件の美容院です。 

•隣接する親子の店舗が繋がる風景になり、街中にあるオアシスのように感じてもらえたら嬉しいです。 

まちなみ部門応募作品（民01） 

所在地 小山市横倉新田 

構造等 木造 2階 

高さ 7.780ｍ 

延床面積 138.28㎡ 

完成日 平成25年7月10日 

主要用途 店舗(美容院)併用住宅 

この建物の魅力はフランスの田舎にあるような雰囲気です。土佐漆喰の

外壁にアンティークの窓。日本・アメリカ・フランスなどいろいろな国

のオーナーの好きなモノを融合した建物です。   

並んで建つ２棟の建物がお互いを引き立てるようなデザインを意識しています。  



PRポイント 

•主要地方道 明野間々田線 拡幅整備事業に伴うクラブハウス移転計画を行うに際し最も重要視した事 

 は、周辺環境に十分配慮し、周りのロケーションに溶け込む様な印象深い建物を建設する事でした。 

•質素な中に堅牢さを感じ飽きの来ない象徴的な建物になったと思います。 

•又、車両等、前面道路から緑が途切れて見えてくる建物は安定感が有り、爽やかな印象を残し町並みに 

 適した建築物と思われます。 

まちなみ部門応募作品（民02） 

所在地 小山市大字西黒田 

構造等 鉄骨造 

高さ 8.5m 2階 

延床面積 283.48㎡ 

完成日 平成25年3月1日 

主要用途 クラブハウス 

道路側からの景観  ゴルフコース・練習場側からの景観   



PRポイント 

•市の中心を流れる思川沿いの新たなスポーツの拠点と 

 して今後ますます魅力的な場所へと成長していくことで 

 しょう。 

まちなみ部門応募作品（民03） 

所在地 小山市大字立木字、大字渋井 

構造等 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 2階 

高さ 10.04ｍ 

延床面積 857.58㎡ 

完成日 平成26年2月10日 

主要用途 観覧場(野球場) 

空撮   

ゴルフコース・練習場側からの景観   

北側からの全景  



PRポイント 

•看護専門学校が建っている場所は、もともとは緑豊かな平地林の中で楽しめるグランド ゴルフ場でした。 

•施主の意向により、その生えていた木々をできるだけ残すような配置計画とすることで、鉄筋コンクリート造 

 の大きな建物でありながら、緑の景観を壊すことなく、何年も前からそこに建っていたかのように静かに佇 

 んでいます。 

まちなみ部門応募作品（民04） 

所在地 小山市大字神鳥谷 

構造等 ＲＣ構造 ２階 

高さ 12.0ｍ 

延床面積 2532.07㎡ 

完成日 平成26年10月 

主要用途 専門学校 

北東方向から  南西方向からの夜景  



PRポイント 

•【街なかのやさしいイエづくり】  

住宅街において景観を意識した住宅スケールの建物の集合体にする事で、威圧感や施設感を和らげなが

ら地域コミュニティーに参加していくイエづくりを目指します。 

•【共に暮らし・支えあうイエづくり】  

たくさんの乳幼児が共に生活する施設として、暮らすイエ、遊ぶイエ、先生のイエ、食事のイエ、広場のイエ

と位置づけた小さなイエ単位が寄り添う機能構成としました。 

           

まちなみ部門応募作品（民05） 

所在地 小山市三峯二丁目 

構造等 木造（在来工法）造 2階 

高さ 6.884ｍ 

延床面積 888.28㎡ 

完成日 平成28年8月27日 

主要用途 児童福祉施設(乳児院) 

ひとつひとつのイエに表情がある外観  住宅街のスケールに合わせた小さなイエの集合体  



PRポイント 

•北欧フィンランドの「美しい街並み」と、日本の「自然と教育」を大切にする文化コンセプトに全３３棟が誕生

しました。中久喜の持つ環境の素晴らしさを活かすことで、子供たちは自然に触れ、感動を知り、好奇心を

育み感受性や情緒の成長につながります。 

•また「街灯り協定®」は夜間に常夜灯として、灯りを絶やさず、防犯性の向上とともに、美しい光が幻想的な

街並みを演出します。 

•自然災害も懸念される時代である今、防犯に特化したモンチューマジック(防犯グッズを備蓄できるオリジ

ナル門柱)を設置。 

•また、中央に公園を設けることで、住民があつまり、コミュニティが育まれていきます。 

 

まちなみ部門応募作品（民06） 

所在地 小山市大字中久喜 

構造等 木造 2階 

高さ 8.628ｍ 

延床面積 118.00㎡ 他 

完成日 平成27年7月21日 

主要用途 住居 

 街の入口から撮った写真です。  

それぞれの違う外構デザインながら、カラートーンを合わせている事で統一感のある街並

みをつくっています。 

 夜の街並みの写真です。 

弊社独自の「街灯り協定®」で街全体が灯ることにより、美しい街並みと安全な

街づくりを実現しました。  



PRポイント 

•主要な道路から奥まった目立たぬ場所に位置していますが、外観は24角形の遊戯室を強調しており室

内は天井の高い広い空間を有しています。 

•外部南側には日当たりの良いデッキを設けることで夏には仮設のプールへと繋がり、秋から冬の夕暮れに

は遊戯室の大きな連装窓からこぼれる暖かな柔らかい灯りが演出し、春には隣接する桜の花咲くグランド

を見渡せる配置となります。 

•四季折々の表情があるようです。 

 

           

 

まちなみ部門応募作品（民07） 

所在地 小山市大字羽川 

構造等 木造 1階 

高さ 7.36ｍ 

延床面積 217.65㎡ 

完成日 平成27年3月23日 

主要用途 児童福祉施設(学童クラブ ) 

 中央正面玄関、右側は事務室、左側は遊戯室   24角形の遊戯室と左側にデッキ  



PRポイント 

•工場が老朽化し、景観を害していた。 

•当工場を教習所として再生させたが、外壁には無彩色の金属シルバー色をベースに企業カラー(コバルト

ブルー)をアクセントとして配色し、シンプルだが特徴あるまちなみを形成。 

•道路との間には生垣・緑地・空地(駐車場)を残し、隣接する既存のビオトープとあいまって、地域の環境・

生態系との融和を図り、コミュニケーションの場となるようなまちなみへの配慮がなされている。         

 

まちなみ部門応募作品（民08） 

所在地 小山市横倉新田 

構造等 鉄骨造 2階 

高さ 10.8ｍ 

延床面積 4874.61㎡ 

完成日 平成28年3月3日 

主要用途 教習所 

    



PRポイント 

•英語教育にふさわしい外観とすることで、国際色を表出とすると共に、北側駐車場から幼稚園への送迎

時アプローチ空間となっている事から、親子の愛情こもった送迎の光景の背景としても彩りをあたえるよう配

慮している。 

 

まちなみ部門応募作品（民09） 

所在地 小山市中久喜 

構造等 鉄骨造 2階 

高さ 9.646ｍ 

延床面積 3124.19㎡ 

完成日 平成27年3月 

主要用途 幼稚園 

 北西外観  

左側に駐車場、右側に本園舎  

 

 南西外観（夕景）  



PRポイント 

•畑のある環境を意識し、アースカラーとすることと、 

•壁面を分節化することで、住宅地という立地において周囲と調和するスケールとした 

 

まちなみ部門応募作品（民10） 

所在地 小山市小山 

構造等 木造 1階 

高さ 6.224ｍ 

延床面積 164.95㎡ 

完成日 平成25年7月 

主要用途 診療所 

  南西外観  

 ワンボックスにせず、分節化することでスケールを抑え、住宅地と融和  

 南側夜景  

電球色の柔らかな灯りや入口廻りの格子から漏れてくる明かりとで周囲に、マチ

の行灯のような安らぎを与えています。  



PRポイント 

•整備された駅東通りにダンス等を主体とした専門学校ができたことにより、ホワイト外壁のさわやかな色合

いと鮮やかなサインカラー、学生の出入りにより清涼感と活気が生まれている。 

・また１階のエントランスホール、スタジオ、２階のスカラホールが道路に面することによって、イベント企画

時のにぎわいが表出されるころにより駅東通りの風景・景観づくりに寄与している。 

 

まちなみ部門応募作品（民11） 

所在地 小山市駅東通り2丁目 

構造等 鉄骨造 6階 

高さ 29.869ｍ 

延床面積 2802.72㎡ 

完成日 平成27年3月 

主要用途 専門学校 

  南西外観  

 突き抜けた白さにて通りにさわやかさ・清涼感を表出  

 エントランス廻りの様子  

ガラス張りの2階ホワイエ、入口廻りに学生や子供達の動きがあるとマチも元気

になります。  



PRポイント 

•「あけぼの」という名前をこの地に必ず残したいという、建て主の強い要望を建築に表現しました。 

•水平に広がる庇を、「あけぼの」を象徴するオレンジから黄色へと変化するグラデーションで表現し、地域

のシンボルとなるデザインを目指しました。 

•また住宅地に圧迫感を与えない工夫として、外壁には白や木目の色合いを採用し、西道路側は建物を

セットバックさせて植栽帯を設けました。 

•夜景にも工夫をし、迎えにくる保護者に暖かな印象となるよう配慮しました。 

 

まちなみ部門応募作品（民12） 

所在地 小山市神鳥谷4丁目 

構造等 鉄骨造 2階 

高さ 9.141ｍ 

延床面積 1040.43㎡ 

完成日 平成27年12月20日 

主要用途 保育所 

  南西外観  

 水平に広がる庇を、「あけぼの」を象徴するオレンジから黄色へと変化するグラデーション

で表現し、地域のシンボルとなるデザインを目指しました。  

  

夜景にも工夫をし、迎えにくる保護者に暖かな印象となるように配慮しました。  



PRポイント 

•間々田の伝統工芸品である「間々田ひも」の日本らしい落ち着きのある色合いを建物のコンセプトとしまし

た。 

•屋根の色を藍色とし、南側の外壁と西側の縦格子は日本の絹糸のような鮮やかさと落ち着きのある色合

いとしました。 

•また、建物東側の１階部分にはパーゴラと緑化フェンスを設けました。 

•室外機などの設備機器を隠し、街に対して緑を提供できるように工夫致しました。 

まちなみ部門応募作品（民13） 

所在地 小山市乙女3丁目 

構造等 鉄骨造 2階 

高さ 9.908ｍ 

延床面積 1357.54㎡ 

完成日 平成28年3月15日 

主要用途 認定こども園 

 

間々田の伝統工芸品である「間々田ひも」の日本らしい落ち着きのある色合いを建物のコ

ンセプトとしました。  

 建物東側  

１階部分にはパーゴラと緑化フェンスを設けました。 

室外機などの設備器を隠し、街に対して緑を提供できるように工夫致しました。  



PRポイント 

•間々田小学校の南側に広がる住宅地にある特別養護老人ホームの増築である。 

•住宅地への配慮から既存棟同様に屋根をかけ、施設ではなく、住まいとしての表情をもたせている。 

•入居された高齢者が笑顔で暮らせる第２の我が家となるような、おおらかな佇まいが安心感を与える。 

まちなみ部門応募作品（民14） 

所在地 小山市間々田 

構造等 鉄骨造 2階 

高さ 9.527ｍ 

延床面積 3798.11㎡ 

完成日 平成26年3月 

主要用途 特別養護老人ホーム 

南西側外観写真 

周囲の住宅地に配慮し、家型の佇まいを見せる。  

皆で集まって楽しく暮らす、おおらかな佇まい。  

 2階内部 

 共同生活室(ダイニング）では屋根勾配を活かした開放的なつくりで、美味しい

食事と入居者の笑顔に溢れる。  



PRポイント 

•“写真館のテーマパーク”という事業のコンセプトのもと、リゾートウェディングをイメージした外観による、街

に開かれた建築計画としています。 

•ドレスの純白をベースに、ダークブラウンと黒のコントラストによるシックなファザードデザインを心がけていま

す。 

•近隣住宅に配慮し、建物の高さを低く抑えながら伸びやかな開口と植樹により地域のうるおいの場となっ

ています。 

まちなみ部門応募作品（民15） 

所在地 小山市東城南1丁目 

構造等 木造 1階 

高さ 8.470ｍ 

延床面積 261.25㎡ 

完成日 平成25年 一部改修 

主要用途 写真スタジオ 

ドレスの純白をベースに、ダークブラウンと黒のコントラストによるシックなファサードデザイン

を心がけています。  

近隣住宅に配慮し、建物高さを低く抑えながら伸びやかな開口と植樹により地域

のうるおいの場となっています。  



PRポイント 

•外観はガルバリウム鋼板を使いつつも、明るい色を基調とした景観に配慮した家となっています。 

•構造材、建具、家具に栃木県産の無垢材を使用しており、自然に優しい住宅となっています。 

•平成２５年度とちぎ材の家づくり事業の支援事業補助金交付（交付決定番号25-513） 

まちなみ部門応募作品（民16） 

所在地 小山市大字土塔 

構造等 木造 １階 

高さ 5.315ｍ 

延床面積 111.79㎡ 

完成日 平成26年6月13日 

主要用途 一戸建ての住宅 

 南側から見た外観   東側から見た外観  



地方独立行政法人 新小山市民病院 

所在地  小山市大字神鳥谷2251番地1 

構造等 鉄骨造 4階 

高さ 20.8ｍ 

延床面積 23080.73㎡ 

完成日 平成27年9月30日 

主要用途 病院 

PRポイント 

•小山市「緑の健康づくりの森」の中心施設とな 

 る病院は、木立に囲まれた環境を最大限享 

 受できるように周 囲の木々の高さに合わせて 

 建物を低層化した。 

•既存樹木をより多く保存できるように建物配 

 置を工夫し、駐車場の一部や外構には広大 

 な植栽を設けた。 

•季節感が感じられるランドスケープは景観に 

 寄与すると共に、隣接する公園や散策路など 

 周辺のまち並みと連続することで緑の調和を 

 目指 した計画である。 

•これからの少子高齢化社会における急性期 

 病院の一つのあり方として本作品を応募す 

 る。 

まちなみ部門応募作品（公01） 
メインロータリー 

アプローチ道路から見える位置に季節感が感じられるランドスケープ   

鳥瞰 

周囲の木々に合わせて建物を低層化し、既存樹木を残すことで緑が連続したまち並み  



PRポイント 

•約半世紀前に建設された建築学科棟の改修にあたり、栃木県産杉の間伐材を特殊乾燥させ(サーモウッド  

 加工)、塗装剤を用いない外装材として積極的に用いた。 

•当該建物は国道4号線からイオン小山店に繋がる幹線道路沿いに建ち、地域資材の有効活用事例、エコ 

 なリノベーション事例として、多くの市民にアピールしている。 

•木材を大胆に外装に用いることで、木の温もりを感じる、地球に優しい景観を生み出すと同時に、室内温熱 

 環境が平準化され、空調機の消費電力の削減に寄与している。 

まちなみ部門応募作品（公02） 

国立小山工業高等専門学校 建築学科棟 

所在地 小山市中久喜771 

構造等 ＲＣ構造 3階 

高さ 17.4ｍ 

延床面積 1706.847㎡ 

完成日 平成26年2月28日 

主要用途 学校 

南西方向から  

建 築 学 科 棟 西 側 部 分（ラ ー メ ン 構 造 部 分 ) の 腰 壁 を 杉 で 覆 い、 

白いＲＣフレームと木の美しい対比を生み出している。 

東方向から 

建築学科棟の東側(階段室を含む壁構造部分）を杉でくるむことでインパクト

のある景観を生み、自動車からも視認できる。  



PRポイント 

•小山市消防署分遣所は、緑豊かな田園風景の中に建っています。 

•この地区は結城紬の生産地であり、養蚕業が盛んだったこともあり、養蚕農家の越屋根をつけた大きな屋根を 

 かけることで、絹地区のイメージを壊さぬように配慮しています。 

まちなみ部門応募作品（公03） 

小山市消防署絹分遣所 

所在地 小山市大字福良字中福良西1105-1 

構造等 Ｓ造 １階 

高さ 9.71ｍ 

延床面積 643.02㎡ 

完成日 平成28年3月3日 

主要用途 消防署 

南東方向から  

 

北東方向から 



PRポイント 

•小山市消防本部は、静かな住宅街の南側にあることもあり、屋根を付けないことで高さを抑えている。 

•道路側の車庫部分には、消防のイメージカラーである赤を消防の赤と一体となるような形で使用することで、災 

 害拠点としての存在をアピールしている。 

まちなみ部門応募作品（公04） 

小山市消防庁舎 

所在地 小山市大字神鳥谷1699-1 他 

構造等 Ｓ造 3階 

高さ 14.05ｍ 

延床面積 3743.77㎡ 

完成日 平成25年7月31日 

主要用途 消防署 

北西方向 上空から  北西方向から  



PRポイント 

•建物高さを低くした切妻屋根とし、外壁の一部 

 には県産材である大谷石を使用している。 

•地域の人々の集いの場となるアールのついた交 

 流通路を持ち、防災・防犯を学び、実践するた 

 めの活動拠点でありつつ、周囲の自然にとけ込 

 む柔らかな景観を創り出している。 

まちなみ部門応募作品（公05） 

小山市桑市民交流センター 

（マルベリー館） 

所在地 小山市大字羽川858番地1 

構造等 鉄骨造 2階 

高さ 10.69ｍ 

延床面積 2600.61㎡ 

完成日 平成28年1月29日 

主要用途 交流センター 

東側の県道方向から、建物全景を写す  

外観(南西)から撮影  

  



PRポイント 

•本事業は、中心市街地の活性化、定住化を担う重 

 要な位置づけであり、小山市を推進する「街なか居 

 住」のリーディングプロジェクトとして、都市型住宅、 

 商業施設、公共公益施設が共存する官民一体の 

 利便性の高い複合再開発事業となっています。 

•また、市道の付け替えや拡幅を行い、公園や歩行 

 者空間を一体整備することで、周辺環境や景観にも 

 配慮しています。 

•建物はゲート状の白いフレームのデザインや市の花 

 「思川桜」のモチーフをアクセントとして取り入れるこ 

 とで、小山市の新たな街のシンボルとなるだけでな 

 く、街並に対して魅力あるまちづくりにも貢献していま 

 す。 

•複合用途の特性に合わせて高層部・低層部それぞ 

 れの用途の「構え」を創出し、平面的にも断面的にも 

 ゾーニングや動線を明確にしています。 

•地球環境への配慮としては、太陽光発電、壁面緑 

 化、屋上緑化などを採用しています。 

まちなみ部門応募作品（公06） 

城山･サクラ･コモン 

所在地 小山市城山町3丁目7番5号 

構造等 鉄筋コンクリート造 地上21階 

高さ 軒高66.03ｍ・最高高67.57ｍ 

延床面積 16305.89㎡ 

完成日 平成25年3月28日 

主要用途 共同住宅、保育所、事務所、店舗 

建物全景南西面 

「開運のまち」をイメージするゲート状の白いシン

ボルタワーに桜色の花びらが舞うようなアクセント

をつけて、遠景からも地域の人々に親しみを持てる

デザインとしています。  

公園と建築物の一体整備 

建物ファザードと公園のデザインが空間的な一体感

を生み出し、思川桜が更なる彩りを与えている。建

物２Ｆは保育園等。 

  


