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千葉県木材利用事例集の発行に当たって

我が国の森林は、戦後に造成した人工林が生長し、現在、木材

として本格的に利用できる時期を迎えており、これらの豊富な森

林資源を循環利用して、森林・林業の成長産業化を実現すること

が緊急の課題となっていますが、木材の利用なくしては、これを

達成させることはできません。

このためには、木材を優先して活用する社会（ウッドファース

ト社会）の実現を図ることが必要であり、住宅、公共建築物、街

づくりなどのあらゆる分野で木材を活用・利用することが需要と

なっています。

こうした中、林野庁では、「地域材利用の木材関係者等への支

援対策事業」等により、地域材の利用拡大に対する支援を行うこ

ととして、平成２８年度補正予算において、一般社団法人全国木

材組合連合会を通じた公募事業が実施されました。

本事業に対して、千葉県では、一般社団法人千葉県木材振興協

会が中心となり、千葉県内の木造住宅等の関連団体と連携して各

種事業を実施することとなりました。

本木材利用事例集（木造・木質化公共施設等　編）については、

平成２７年１０月に発刊された「木の家」という個人住宅を対象

とした事例集と対をなす形で作成したものであり、千葉県内で建

築された木造・木質化の公共建築等の事例を「木の街」と冠して

発刊するものであります。

２０２０年開催の東京オリンピック、パラリンピックにおいて

は、国立競技場を中心に日本の木の文化を世界に発信する木造・

木質化施設などが、数多く建築等されることになりますが、街の

中で木材を利用することは、地球温暖化防止に貢献するとともに、

人々に安らぎや潤いを与えることができると思っています。

これから、福祉や学校施設などの公共建築物の建築を予定され

ている自治体の皆様方、会社の社屋等の建築を予定されている企

業の皆様方には、地域材を活用した建築物を設置することは、日

本の森林の保全や地球温暖化防止、地域経済の活性化に貢献する

ものであることをご理解いただき、積極的に千葉県産の木材や日

本の木材を利用していただきますようにお願い申し上げます。

平成２９年８月

一般社団法人　千葉県木材振興協会
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健やかに育つ、環境に配慮した木の園舎
本幼稚園園舎は、林野庁の補助事業に採択され、スギ材を使用した木造枠組壁工法の平屋建ての園舎です。無
塗装・無垢材の県産のヒノキ床とスギ板の天井に囲まれた空間で園児は、素足で安心して学び遊ぶ事ができ、木
材の香り・断熱・調湿性能により心も体も健やかに育ち、脳の活性化と発育の促進が期待されます。
教育施設に地域産材を使用した事例となるとともに、自然エネルギーを最大限に活用し、環境負荷の低減に配慮
しているため、千葉県産材を活用した教育施設のモデルケースとなります。

明澄幼稚園（富津市大堀）
平成26年 9月竣工

木造（枠組壁工法）　平屋建て／延床面積　739.52 ㎡

・屋根トラス、建枠材：千葉県産スギ材

・床材：千葉県産ヒノキ・内装材、造作家具：千葉県産スギ

�

外観全景

教室内観

教室内観 遊戯室内観

・軽快なトラスを使用した教室。
・�教室の床は千葉県産ヒノキ、壁と造作家具は千葉県産スギを使用し、子供たちの緊張を和らげ
る木質感あふれる室内とした。

・�木質トラスにより、最大スパン約
10 ｍ、最高高さ５ｍの大空間を演
出し、多目的な利用が可能な遊戯室。

・�外装は耐候性・耐久性を考慮し、窯
業系の外壁材を使用している。
・�本施設と既存園舎をつなぐ渡り廊下
にも、千葉県産スギ材を構造材とし
て使用している。

施主

学校法人富津学園
千葉県富津市

設計

アトリエソン有限会社
一級建築士事務所
東京都小金井市

施工

三井ホーム株式会社
医療福祉・木造施設事業部
東京都中央区

廊下（メディアラウンジ）

施工途中

遊戯室内観 玄関

廊下（メディアラウンジ）

・�木の香りと温もり、柔らかい感触と優しい
響きが園児を迎え入れる玄関。
・�下駄箱などの家具にも、地域産スギ羽目板
を無駄なく適材適所に有効利用している。

・�廊下を南側に設置し、巾を広げた多目的ス
ペース「メディアラウンジ」は鼓笛隊とパ
レードの練習になるほか、園児たちの交流
の場となっている。

・�コネックプレートで緊
結されたトラスを使用
して、最大スパン約 10
ｍ、最高高さ５ｍの大
空間を演出し、大空間
を構成している。
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自然がもたらす恩恵に、心癒される施設
障害を持つ子どもたちのための施設。利用者には重度の障害を持つ者もいるが、障害の有無にかかわらず空間の
快適さの感じ方には変わりはない。普段、住宅設計でする通り、杉と珪藻土による仕上げを主に、暖房設備に薪ストー
ブを据えた。法的には火災に対する備えには厳しい要求があるが、敷地周囲には樹木が多く薪の調達は容易にで
きると思われたし、何よりも重い障害を持つ子どもたちにとって薪ストーブの暖かさや炎のゆらぎが大きな癒しにな
るのではないかと思った。ストーブの前のワークルームと直線の通路が多様な活動の場として活用される。

放課後デイサービス　つどい（いすみ市）

�

外壁は杉板目板張りと金属サイディン
グの張り分け、素地。

設計

有限会社 稗田綜合建築設計事務所
千葉県東金市

施工

かしの木建設株式会社
千葉市若葉区

平成 27 年 3 月竣工

木造　平屋建

延床面積　204.92 ㎡

土台：ヒノキ

柱：スギ

外観全景

ワークルームと直線の通路ストーブ前のワークルーム

障がい者用トイレ 多目的通路

施主

特定非営利活動法人
つどい
千葉県茂原市
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子どもたちの元気な活動を支える、
優しく温もりのあるこども館
室内は子どもたちが伸び伸びと遊ぶことができ、子どもたち自身の遊びの創意工
夫や多様な学びの活動が展開できるよう大きな一つの空間となっており、子ども
たちが安心・安全に生活できるように、柔らかさとぬくもりのある木材の仕上げ
としています。

富里市こども館　葉山キッズ・ランド（富里市）

�

設計

株式会社　三上建築事務所
茨城県水戸市

施工

株式会社　大松建設
千葉県成田市

平成 28 年 9 月竣工

木造平屋

延床面積 447．86 ㎡

構　造：八溝杉

床・柱：ヒノキ

こども館外観

多目的室

子育て支援センター

施行中

施主

富里市
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触れて感じる、無垢の優しい建物
既設の幼稚園に保育園機能と子育て支援機能を整備し、幼保連携型認定こども園とするため、増築棟の建築を行
いました。室内は、小さな子どもたちの手足が触れる床・腰壁の仕上に無垢の木材を用いて、あたたかく、やさし
く子どもたちを育む建物としました。

富里市立向台こども園　増築棟（富里市）

11

設計

株式会社　三上建築事務所
茨城県水戸市

施工

鎌形建設　株式会社
千葉県香取郡多古町

平成 28 年 12 月竣工

木造平屋

延床面積 518．53 ㎡

構造材：八溝杉

床・腰板材：国産ヒノキ

おむかえ広場

向台こども園増築棟外観

1歳児保育室

施行中
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学校林のスギを集成加工した、
人に優しい建物
RC造だが、内装には木製部材を多数使用。校舎の腰壁や体育館
の収納部面材には学校林に育成していたスギ材を集成材加工して
使用した。

南房総市立富山小中一貫校（南房総市）

設計

㈱千都建築設計事務所
千葉市美浜区

施工

広島建設・三浦建設 JV

平成 28 年 3 月竣工

小学校棟、中学校棟、体育館

延床面積　8,274 ㎡

腰板等：千葉県産スギ（学校林等）

13

外観

腰壁

体育館のステージ正面

ステージ上部ステージ下部（椅子収納部）

学校林に生えていたスギ材を集成材加工した腰壁

スギ材集成材の拡大写真

武道場着替室収納棚

ステージ上部と下部（椅子収納部）の
面材に学校林を使用したスギ材集成材
が使用されている。

スギ材集成材

スギ材が使用されている武道場収納棚スギ材が使用されている
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隣接する緑と、木の温もりを感じる空間で
伸びやかに楽しむ施設
東日本大震災によって被災した既存体育館と屋外プールの建替え計画である。こじま公園に隣接した緑豊かな環
境の中で、市民が木のぬくもりを感じながら、明るく伸びやかにスポーツを楽しむ施設づくりを目指した。
構造は混構造を採用、木造部はすべて現しとし、木の温もりが感じ
られる空間とした。アリーナ屋根の緩やかな曲線を描く木構造は、
梁せいの異なる２種のアーチを斜め格子状に構成した。これにより、
接合部のディテールの簡略化が可能となり、施工性の向上、ローコ
スト化、軽やかな意匠性を実現している。

高洲スポーツセンター（千葉市美浜区）

施設全景外観　　　北側メインアプローチからアリーナを臨む

施主

千葉市

設計

株式会社ＩＮＡ新建築研究所
東京都文京区

施工

旭・式田建設共同企業体
千葉市中央区

15

平成 28 年 7 月竣工（建物）

混構造（木造、ＲＣ造、Ｓ造）

平屋建て

延床面積　1,884.84　㎡

構造材：ベイマツ（集成材・

合法木材）、スギ（製材）

外装材：スギ

内装材：ツガ（天井ルーバー）

北側メインアプローチより施設全景を
見る。正面に本施設のメイン機能とな
るアリーナ、右手に片流れ屋根のトレー
ニングルームとエントランスホールがあ
る。アリーナ妻側から伸びるアルミハニ
カムパネルの浮遊感のある庇は、その
先にある建物入口に来館者を誘う。大
きく開けた開口部からは、木架構が覗
き、温かな印象を周囲に与える。

アリーナより、中庭とその奥にある隣地のこじま公園
の緑を見る。大きなカーブを描く木架構に包まれた、木
の温もりと光に溢れるアリーナとした。

屋根構造は木造、下部構造は RC 造、それらを繋ぐ
部分を鉄骨造とした。木架構は斜め格子状のアーチ構
造とすることで、軸力のみを伝達させると共に、水平構
面の剛性を確保した。水平力は鉄骨架構、RC 躯体に負
担させることで梁断面を最大で 170 × 600 と軽やかな
架構を実現した。また、屋根面は一般的な母屋と合板
により構成できるため、ローコストかつ施工しやすい計
画で、意匠上の特徴ともなっている。

メインのアーチ材（170 × 600）とサブのアーチ材（170
× 360）の２種の異なる梁せいによる構造とし、これに
より、木材の材積が最小限に抑えられると共に接合部
の数を減らすことに成功、よりスレンダーで軽やかに感
じられる木架構となっている。接合点を少なくすること
で、接合部のディテールの簡略化が可能となり、施工
性の向上、ローコスト化、軽やかな意匠性を実現してい
る。

施設全景外観　　　北側メインアプローチからアリーナを臨む

アリーナより公園の緑を臨む

夜に浮かぶ木架構のアリーナ

隣地よりアリーナを見る。夜間には、アリーナの大開
口からの光が周囲を優しく照らす。

エントランスホール内観。エントランスホールとトレー
ニングルームはスポーツテラスを円形に囲んだ一続きの
空間にある。各々はガラスの間仕切りで仕切ることで限
られたスペースでありながら広がりと一体感のある空間
をなっている。

柱、梁、屋根架構を木造、下部構造を RC 造とした。
木架構は、片流れ屋根を構成する柱と梁を円弧状に連
続させた形状となっている。

頂部は、斜めに配置された鉄骨方杖がブレースとして
働き、下部は、空間の両端に配した RC 造の壁に木架
構が直接繋がり、木架構にかかる水平力を伝達するこ
とで、木架構の鉛直面にはブレースを無くし、大きな窓
面が実現している。

以上より、中庭や外部に対し、柱のみが並び立つ軽
やかな空間を実現した。木、鉄骨、RC 各々の特徴を生
かした構造計画である。登り梁には 120 × 330 の集成
材を使用、それ以外は一般流通材を用いており、汎用性、
コストに配慮した計画とした。

正面エントランスの先には、隣地のこじま公園の緑が
覗く。右手のガラス間仕切りの奥がトレーニングルーム
となっている。

エントランスホールよりトレーニングルームと公園の緑を臨む

駐車場より中庭を見る。左手にアリーナ、正面から右手
にかけてトレーニングルームとエントランスホールがある。
中庭は軽運動を行うスポーツ広場として機能する。中庭
に面した階段の先は、屋外プールの観覧場となっている。

中庭を囲むアリーナとトレーニングルーム プロムナードよりアリーナを見る

建物エントランスから一直線に建物を横断するプロム
ナードを配した。プロムナードは、トレーニングルー
ムや中庭、アリーナに面しており、様々なスポーツシー
ンを気軽に見ることができる。
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千葉県産材を使用した、地域密着型
全面開放空間
千葉興業銀行東松戸支店は、東松戸駅前ロータリーに
面し、東松戸駅から連絡通路に直結している複合ビル
にテナントとして入居しています。店舗コンセプトとして
は、地域に密着した開放的な空間を目指し、地域密着
の一環として地産地消を目指し、内装・家具の至るとこ
ろに千葉県産材を使用しています。また、窓口営業時
間中はロビーを全面開放することで、お客様が気軽に
立ち寄れる空間を演出しています。

千葉興業銀行　東松戸支店（松戸市）

施主

株式会社千葉興業銀行
千葉市美浜区

設計

安田ファシリティワークス株式会社
一級建築士事務所
東京都千代田区

施工

京葉都市開発株式会社
千葉県船橋市

17

入居ビルの１階エントランスから２階
へ上ったところに店舗を構えていま
す。ロビーの中央の柱型は記帳台と
なっており、その上部に大樹をイメー
ジした、天井まで枝のように伸びる千
葉県産造作材を設けることで、印象的
な空間を演出しています。

平成 28 年 1 月竣工

鉄筋コンクリート造地上 16 階建てのうち

2階の一部、テナント入居

延床面積　426.63㎡　（テナント入居区画分）

内装材：千葉県産杉材

家　具：千葉県産杉材

全景

エントランス東松戸駅からの連絡通路からお客様を迎え入れるところにある行名サイン
は、千葉県産無垢材を使用したパネルを設けており、横のラインで厚みと
塗装色を変えることで、印象的で注目される行名サインとなっています。

ロビー内観

内装材のほとんどに千葉県産材の突板シートを使用。
木材仕上げのほとんどは、クリア塗装とし、木の素材
感を活かしつつ、お客様がまるで森の中にいるような
癒しを感じやすい木使いの空間としています。

ロビー家具

カウンター家具

ロビーに使用している家具は、千葉県産無垢材を使っ
た家具を使用しています。通常銀行の待合で使われて
いるようなソファチェアではなく、カフェスタイルの
円卓とすることで、銀行の固い雰囲気を無くし、お客
様が気軽にくつろげる様配慮しています。

窓口となるカウンターの前面パネルは、千葉県産材を
使った化粧パネルを設けています。
鱗状の模様を施すことで、ロビー全体の空間と併せて
印象的な空間を演出しています。

応接室

応接室の家具にも千葉県産材を使った
テーブル・ソファを使用。ロビーとは違
い、ダーク系の塗装を施すことで、重厚
感・高級感がある、上級な空間を演出し
ています。
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千葉の雄大な自然に育てられた山武杉を
使用した、圧巻の千葉駅ビル
JR千葉駅中央改札を出た正面の柱、及びエレベーターホール
の仕上げに千葉県産のサンブスギを使用しています。
千葉の雄大な自然を感じられるような仕上げ素材を使用した
駅・エキナカ・駅ビルに仕上げています。

ＪＲ千葉駅　ペリエ千葉（千葉市中央区）

施主（コンコース一部内装）

株式会社千葉ステーションビル
千葉県千葉市中央区

設計

株式会社ジェイアール東日本
建築設計事務所
東京都渋谷区

施工

大成建設株式会社　千葉支店
千葉県千葉市中央区

19

平成 30 年夏以降竣工予定

（平成 28 年 11 月一部仮使用開始）

鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造

地上 8階、地下 1階

延床面積　約 72、200 ㎡

内装仕上げ材：サンブスギ

千葉駅コンコース柱仕上げ

JR 千葉駅 中央改札外の柱の仕上げに
サンブスギを用いました。千葉駅とペ
リエ千葉（駅ビル）の空間を緩やかに
一体化させています。

千葉駅・駅ビル EV 乗場壁仕上げ 3 Ｆ

千葉駅コンコース柱仕上げ（拡大）

千葉駅・駅ビル EV 乗場壁仕上げ 1 Ｆ駅・駅ビルのエレベーターホールの壁にサンブスギを用いました。千葉
駅とペリエ千葉（駅ビル）の入口として柔らかな空間を演出しています。

駅・駅ビルのエレベーターホールの壁にサンブスギを
用いました。千葉駅とペリエ千葉（駅ビル）の空間を
緩やかに一体化させています。

デジタルサイネージ、黒いスチール素材と組み合わせることで、
賑やかでありながらも引き締まった空間を構成しています。

千葉駅・駅ビル EV 乗場壁仕上げ 3 Ｆ（正面）

天井高の高さを活かし、木目を縦に用いることで、よ
り一層高さを感じられます。
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森林再生の模範となる、ＣＬＴ収納庫。
千葉県初のCLT 構造建築物である。林野庁補助事業「平成 28 年度
CLT 建築物等普及促進事業のうち協議会が取り組む実証的建築支援事
業」に採択された事業である。日本の森林再生の模範となるべき建築物
を目指し、木材を多く活用している。また、屋根工事は、全瓦連ガイドラ
イン工法による瓦工事を採用し、台風や地震に瓦工事が強く、メンテナン
ス性においても優位であることを証明したいと考えている。

南房総千倉　ＣＬＴ　収納庫（南房総市）

施主

弁護士法人
匠総合法律事務所
東京都千代田区

設計

KeyPoint 設計室
岐阜県恵那市

施工

金子建築工業株式会社
岐阜県恵那市
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外観

外観バース

外観バース 内観

外観

平成 30 年 2 月竣工予定

木造（CLT 構造）

1階建て

延床面積　149.06 ㎡

構造材：杉ＣＬＴ　3層 3プライ

柱：東濃ひのき

梁・桁：杉

外観バース 外観バース

ＣＬＴ：Cross Laminated Timber の略称で、
ひき板（ラミナ）を並べた後、繊維方向が
直交するように積層接着した木質系材料で
す。厚みのある大きな板であり、建築の構
造材の他、土木用材、家具などにも使用さ
れています。
2016 年 4 月に CLT 関連の建築基準法告示
が公布・施行されました。これらにより、
CLT の一般利用がスタートしています。
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千葉県産杉ＬＶＬを使用した、優しい建物
屋根部分に千葉県産スギ LVLを用いた保育施設。

木更津市立請西保育園

木更津市立子育て支援センター（木更津市）

設計

㈲石井建築設計事務所・
ジャパン建材㈱木構造事業室

施工

㈱新昭和

23

延床面積　1,461.44 ㎡　

千葉県産スギ LVL ／製造：㈱キーテック

外観

内観

外観

内観

外観
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木目に癒される山武杉を、ふんだんに
使用した空間
JR 成東駅前広場に設置される通路シェルターであり、天板
部分に千葉県産サンブスギ材を使用している。通路を利用
する人の目線にやわらかいサンブスギの木目模様が入り込み、
ひとときの安心を与えてくれる。

成東駅　駅前広場（山武市）

設計

株式会社　アーバンデザイン
コンサルタント
東京都新宿区

施工

株式会社住軽日軽エンジニアリング
丸西建材有限会社（木工事）
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平成 29 年 3 月　2-1 工区竣工

駅前の通路シェルター

延長 77m

通路シェルターの天井部分にサンブスギ板を使用

外観

鼻隠し部分は、120 × 30 の板を使用し、曲
線部分は、曲線に製材した板を仕上げて取
り付けた。
天井板は、120 × 15 の板を使用し、曲線部
分の扇型になる所は、1枚 1 枚扇型に加工
して取り付けてある。
仕上げ塗装は、木目が映えるようにクリアー
塗装で仕上げてある。
杉材は、全て地元の山林から切り出し製材
したサンブスギ材で、出来るだけ赤味部分
を多く使用している。
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部屋全体を包む木の香りに、
心と体も浄化されるつくり
人工透析120 床の診療所である。木の質感やぬくもり、癒し効果に着目し透析
室を中心に木造・木質化を図り、透析患者が体だけでなく心も浄化されるような
設えの施設とした。透析室は長野県産カラマツによる耐火集成材の柱・梁を門
型状に連続して並べ、樹木が美しく立ち並ぶ森を想起させる内観とした。透析
室の天井と外部軒天上は静岡県産ヒノキを使用し、内外の広がりを演出すると
共に、柔らかな木の香りで透析室全体を包む。

新柏クリニック（柏市）
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日射制御のための奥行深い庇は杉板型
枠化粧打放しコンクリート仕上げのＰＣ
とヒノキ羽目板で構成し、水平ライン
の精度を高めて端正な佇まいを実現し
た。

施主

医療法人社団中郷会
新柏クリニック
千葉県柏市

設計・施工

株式会社竹中工務店
東京都江東区

平成 28 年　1月竣工

ＲＣ造、木造、一部鉄骨造　　3階建て

延床面積　3,131.93 ㎡

構造材：長野県産カラマツによる耐火集成材

内部天井材・外部軒天井材：静岡県産ヒノキ

サイン一部：千葉県産山武スギ

奥深い庇が端正な佇まいを見せる外観

門型木フレームの透析室透析室は耐火集成材「燃エンウッドⓇ」の柱・梁を門型状に連続して並べ、
樹木が美しく立ち並ぶ森を想起させる内観とした。

柔らかく領域を区切る柱・梁頭合わせにレイアウトしたベッドは患者同士の見合いをなくし、門型の柱・
梁はベッドから見上げた際にベッド領域を柔らかく区切る仕掛けとなる。

緑庭をのぞむ外来待合緑の景色を楽しめる透析ベッド

透析室の天井とこれに続く外部の軒天井は同じヒノキ
羽目板仕上げとし、内から外への広がりを演出すると
共に、ほのかな木の香りで透析室全体を柔らかく包む。

１階外来待合の大きな開口からは、季節感あふれる植
栽を身近に感じることができる。植栽は古くからこの
地で見られる樹種を中心に選択し、周辺街区と同時に
整備することで、統一感ある街区を形成している。

木のぬくもりを醸し出す外観

透析室の照明は眩しさを低減したアクリ
ル付きスリット型照明として梁際に配し
ている。夜間は木のぬくもりを醸し出す
外観をあらわし、地域の新しいシンボル
となる。
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サンブスギを中心としたＬＶＬで建築した、
集いの場所
松尾公民館、松尾学童クラブ、地域の農産物等を提供する店舗で構成する複合型の地域交流拠点です。天然ス
トレートで仕上げた静的な外壁面と、動き・賑わいを表象するリズミカルな開口部の対比が外観を特徴づけていま
す。主体構造は千葉県産サンブスギを過半とする国内産LVLによる木質構造で、内部空間はその多くを表し仕上
げとしています。ラーメン架構は1,820㎜毎に配置し、柱・梁とも見付を150㎜に統一することで、木造フレームの
存在感を強調しています。内装材においても地場産のサンブスギを中心に木材をふんだんに使用することで、地域
に根差し、世代を超えた多くの方々に愛され利用される施設の実現を目指しました。

松尾交流センター洗心館（山武市）
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施主

山武市

設計

株式会社 榎本建築設計事務所
千葉市中央区

施工

古谷建設株式会社
千葉県山武郡横芝光町

平成27年8月／竣工

木造一部鉄骨造　平屋

延床面積／1557．86㎡　

千葉県産サンブスギを過半とする国内産LVL

床フローリング（学童クラブ）：サンブスギ（160㎥）

施設全景

天然スレートで仕上げた静的な外壁面
と、動き・賑わいを表象するリズミカ
ルな開口部の対比が特徴となっている
外観。

松尾公民館（Ａスタジオ）

松尾公民館（Ａスタジオ）

松尾学童クラブ

地域の農産物等を提供する店舗開口部から日差しを多く取り入れることと
しており、木のぬくもりとともに、店舗内は
明るく感じられる造りとなっている。

本施設の中核となる松尾公民館内のＡ
スタジオ。ダンス活動に適した床、鏡
（姿見）、音響設備などを備えている。

実際のヒップホップダンスの様子。

※ 1
構造材（ＬＶＬ）以外に、腰壁や床
材にもサンブ杉を利用し、ぬくもり
のある仕上げとしている。

※ 1

17.24mの無柱空間を実現
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景観に馴染む地元産の山武杉で作る、
環境に配慮した木の建物
山武市の地産地消の政策の一つとして、防災備蓄倉庫の木造化が提案された。現行のアルミ製備蓄倉庫に変えて
地元産のサンブスギでつくりたい、という要望を受け、官民の協同研究という形で最初の設計をした。アルミ製と
同等程度の単価で、地元の資源の活用、地元の技能者の仕事、そして山武市らしい景観への寄与が求められた。
校倉の壁と置き屋根でつくられた備蓄倉庫は、アルミ製に比べて格段に安定した室内環境であることが確認され
た。サンブスギの赤身材、無塗装の外観は徐々に風化し、山武市の景観になじんでゆく。

山武市木造防災備蓄倉庫（山武市）
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外観

外壁組み立て

床は 60㎜厚の杉板、天井も杉板で、
室内環境の調整効果をもつ。

４寸角の赤身材は、現在の山武林業で
求められる最大寸法。
置き屋根は夏季の日射を遮り室内環境
を安定させる。

杉厚板の扉裏側に鉄板を張って防火性を
持たせている。

施主

山武市

設計

有限会社 稗田綜合建築設計事務所
千葉県東金市

施工

石井工業株式会社（LLPグループ「木と土の家」）
千葉県山武市

平成 27 年 11 月竣工

木造丸太組み工法

平屋建

延床面積　　8.1　㎡　

構造材、造作材、床、建具は

サンブスギ

土台のみ桧 120 × 120

室内

校倉式の壁の組み立て
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地元山武杉の優れた素材と技術で実現した、
無柱空間が人気のこども園
「なるとうこども園」は、将来を担う子どもたちが健やかに生まれ育つことができるよう、認定こども園制度に基づいた
“こども園化 ”により公立成東幼稚園と公立成東保育所の施設統合を実施し、少子高齢化の進行や家庭・地域を取
り巻く環境の変化に柔軟かつ適切に対応するため、小学校就学前における教育・保育、地域在宅子育て家庭への支
援等を総合的に提供することを目的としております。
敷地は山武市役所に程近い市内の中心地域であり、定員は、240名（長児部120名・短児部120名）プラス一時保
育の市内でも最大のこども園となります。また、近隣にはさんむ医療センターがあり、病後児保育にも取り組んでおります。
既存園舎が木造平屋であったことから地場産木材（山武杉）を積極的に活用し、やすらぎとぬくもりのある健康的で
快適な公共空間を実現するとともに、循環型社会の構築や地球温暖化の防止、林業・木材産業の振興等にも配慮
した木造園舎として計画しました。

なるとうこども園（山武市）
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全景

遊戯室 保育室

外観全景

園庭を取り囲む安全な施設配置。保育
室に設けた換気塔が個人住宅の煙突を
彷彿とさせる、朗らかな外観。

施主

山武市

設計

株式会社　日総建
東京都渋谷区

施工

松井建設株式会社
　　東関東営業所
千葉県千葉市美浜区

平成 25 年 2 月竣工

木造、一部鉄骨造、平屋建て

延床面積 2,785.81 ㎡／敷地面積 12,195.26 ㎡

／地場産のサンブスギ

エントランスギャラリー

いりぐち広場（あめの日広場）

中庭 廊下

エントランスギャラリー

図書室

※ 1
4 寸材（12cm 角）を柱 5 本、梁 4 本
を束ねた組格子梁により、12.6m のス
パンを実現。

※ 1 伝統的な方杖構造で 4寸材を利用した
9mスパンの無柱空間

3m以上の幅員
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木の家具が優しい保育園
木造で内装にも木製部材を多数使用。
内装、収納部には国産のヒノキ材、スギ材が使用されている。
園児用の椅子（スタッキングチェアー）はスギ材で、2016 年ウッドデザイン賞を受賞した。

たいよう保育園（千葉市若葉区）

施主

社会福祉法人千葉福祉会
千葉市若葉区
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多目的ホール

育児相談室

廊下 スタッキングチェアー

家具類スタッキングチェアー

廊下

床材はサンブスギの３層床材。

スギ材で、2016 年ウッド
デザイン賞を受賞した。

スギ材が使用されている。

平成 28 年 3 月竣工

保育園　増設棟（新築）

延床面積　618 ㎡
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美しく強い木造建築を実現した、
国産材の工場
構造躯体に国産カラマツLVL256.8㎥を用い、サミットHR 工法を
採用した大規模木造建築。木造でありながら筋交い・耐力壁が不
要で、鉄筋コンクリート造に近い柱割りができ、耐震性も鉄筋コン
クリートと同等という特徴をもっている。

株式会社キーテック LVL 加工工場（木更津市）
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外観

内観

施工の様子

施主

株式会社キーテック

設計

株式会社平井設計工房

施工

杉本興業株式会社・SMB 建材株式会社
延床面積　2,964.55 ㎡　

国産カラマツ LVL ／製造：㈱キーテック

室内

内観

施工の様子 施工の様子



38

木の温もりに触れ、自然を勉強することの
願いを込めた木の保育園
無垢の木材に触れることが少なくなっている現在で、園児室や廊下腰壁に
無垢板を張ることで、手に触れたり見た目にも優しい空間となるよう配慮し
た。また、園児室入口建具（杉材）や収納建具（シナ合板）など、居室
建具はできる限り木材を使用して手に直接触れる機会を得るよう配慮した。

かずさあけぼの保育園（君津市）

平成28年 3月竣工

鉄骨造　ガルバリウム鋼板葺　平屋建て

延床面積 779．33 ㎡　

廊下及び居室腰壁に杉無垢板厚 12 ㎜を

使用。他に居室入口建具に杉材、収納建

具にシナ合板を使用。
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施主

君津市

設計

株式会社刈込設計
千葉県君津市

施工

株式会社新昭和
千葉県君津市

全景

遊戯室

玄関

保育室収納建具にシナ合板を使用している。

保育室吹き抜け木枠に
杉材を使用している。

腰壁に杉無垢板厚 12mm、
天井木枠に杉材を使用。

壁に杉材を使用している。
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温もりに包まれた場所で、
のびのびと育って欲しい
太陽熱利用のOMソーラーの太陽の恵みと、地域の無垢杉の枝付
き丸太や無垢の杉梁、無垢の杉フローリングの床で、園内にはスリッ
パのない、みな裸足か靴下の保育園。太陽熱の床暖房と無垢の足
ざわりの味わえる自然派の保育園。

えどがわ森の保育園（流山市）

施主

社会福祉法人 喜働会
千葉県流山市

設計

ちば山真童舎　中村真也

千葉県千葉市緑区

まちづくり設計舎　長澤英樹

千葉県千葉市中央区

施工

株式会社平山建設
千葉県成田市
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多目的ホール

入り口ホール

ちばの木のベンチ 園庭

3歳児のスペース

無垢杉フローリングとちばの木の枝つき丸太の柱と語らいの場。みんな靴下か裸足。

雑木の緑に囲まれた、園庭

部屋の真ん中に無垢杉丸太の柱（古民家の田の字の大黒柱構造）

園の敷地面積以上の森林の生む Co2を
使用木材が Co2固定をしています。
無垢杉フローリングとちばの木の枝つ
き丸太の柱。無垢の杉梁も力強く。

ちば山の焼印入りの、無垢杉のベンチ

南方向より全景屋根には、太陽熱利用空気式床下暖房換気装置 omソーラーで、太陽の恵みを。

平成 23 年 3 月／竣工

保育園　木造平屋

延床面積　1205.71 ㎡

千葉県、茨城県　無垢杉

枝付き皮むき丸太　ちばの木

床も無垢の杉フローリング
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太陽が降り注ぎ園庭を取り囲む、
温かみのある木の園舎
園庭を中心とし、縁側と渡り廊下により、回遊式の動線計画となっています。
建物には、多くの木材を使用し、木のもつ「柔らかみ・温かみ」を生かし、
目に見えない情操面での効果も意識した造りとなっています。
平成２７年度にエコスクールパイロット・モデル事業の木材利用型の認定を受け、
躯体及び内装に木材をできる限り多く使用し、地域材の活用を目指しました。

館山市立北条幼稚園（館山市）

施主

館山市

設計

株式会社千都建築設計
事務所
千葉県千葉市美浜区

施工

渡辺建設株式会社
千葉県館山市

Ａ棟

Ｂ棟

43

園舎正面

平成 28 年 8 月竣工

木造・一部ＲＣ造

2階建て

延床面積　1804.80 ㎡　

構造材：集成材 (赤松 )

外装材：壁材（県内産杉）

内装材：床材（カバ）

　　　　壁材（県内産杉）

全景

遊戯室

廊下

Ａ・Ｂ棟　園舎正面入り口です。
Ｂ棟の外装材に県内産の杉材を使用し
ています。

Ａ棟

Ｂ棟Ａ棟 Ｃ棟

Ａ棟・Ｂ棟・Ｃ棟の全景です。
Ｂ棟・Ｃ棟の外装材に県内産の杉材を使用しています。

Ａ棟

Ａ棟

園庭を中心とし，回遊式の動線計画です。

床材・ステージ枠・建具・梁に木材を使用しています。

保育室床材・建具・梁等に木材を使用しています。 床は、カバ材、壁・天井に県内産の
杉材を使用しています。
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学校林で育つ千葉県産材を使った武道場
本武道場は、旧道場が築 85 年を経過し、老朽化が著しくなったこと等から、改築されることになったものです。
改築に当たっては、歴史ある旧道場の伝統を継承する意味を込め、旧道場の面影を残す木造で計画されました。
使用木材には、当学校が南房総市に所有する学校林（生徒たちの手で下草刈り等の手入れが行われてきた森林）
から伐り出された間伐材が内装材や構造用合板として活用されています。
本武道場は、地域住民にも多く利用されていることから、今後、広く木材利用のPRにつながることが期待さ
れます。
木材利用量：国産材 288㎥（学校林材101㎥、その他千葉県産材 56㎥）

県立安房高等学校柔剣道場（館山市）

平成29年 3月／竣工

木造平屋建て

延床面積　897.24 ㎡

スギ、ヒノキ

柱、梁、内装材、構造用合板等
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柔剣道場の外観

剣道場

エントランス 玄関ホール

柔剣道場の全景 外観

柔道場

施主

千葉県
千葉県千葉市中央区

設計

有限会社美建設計
千葉県館山市

施工

白幡興業株式会社
千葉県館山市
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作り手と発注者の思いを叶えた、
癒される木の園舎
「木の温もり」をイメージした設計者の意図と「地元香取市産の杉を身近に感じてほしい」
という発注者の思いが融合して完成した「おみがわこども園」
香取市産のスギに囲まれた、居心地の良い居室を園児さんにお使いいただいております。
地元では、香取市産のスギを「香取すぎ」としてブランド化する活動を行っています。

おみがわこども園（香取市）

平成29年 3月竣工

Ｗ造、一部 RC 造、一部Ｓ造

延床面積　2669.26 ㎡　

腰壁材：香取市産スギ（香取すぎ）
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施主

香取市

設計

株式会社千都設計事務所
千葉市美浜区

施工

常総開発工業株式会社
茨城県神栖市腰壁材：香取市産スギ（香取すぎ）

完成後の広い廊下

地元木材組合主催の見学会の様子

香取すぎの腰板

施工途中

温かみがある「香取すぎ」の腰板に囲
まれた広い廊下で、園児がのびのびと
遊ぶ姿が思い浮かぶ。

赤身と白身のコントラストが美しい「香取すぎ」の廊下の腰板

地元では、「香取すぎ」のブランド化
を図る活動をしています。

施工途中の居室の腰板
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