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2050 ゼロカーボンを見据えた信州らしい住まいづくりを推進するため、住まい手やつくり手をはじめ、建

設からその役割を終えて解体するまでの間にその住宅に関わるすべての関係者が、基本的な視点と考え

方を共有することが重要です。 

このため、「信州健康ゼロエネ住宅」の整備の方針を示します。 

 

 ゼロエネルギー化の取組（エネルギーを大切に使う）

⾧野県ゼロカーボン戦略では、2010 年（平成 22 年）比で、使うエネルギーを７割減らし（省エネ

ルギー）、創るエネルギーを３倍にする（創エネルギー）ことで 2050 ゼロカーボンの実現を目指すことと

しています。 

住宅建築においては、運用段階（使用期間）でのゼロエネルギー化の観点から、次のことについて性

能向上の検討が必要です。 
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 省エネルギー（少ないエネルギーで快適な住まい） 

 断熱計画の工夫 

屋根、外壁及び基礎等並びに開口部にバランスよく十分な断熱・気密を確保することや、開口部の

大きさや配置等による季節等に応じた適切な日射の遮蔽・取得により、暖冷房負荷の低減を図る。 
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 高効率型機器の採用等 

エネルギーを消費量の多くを占める暖冷房設備、給湯設備を始めとして、換気設備、照明設備につ

いて高効率型の機器を導入するとともに、配管・配線経路や凍結防止の方法を最適化する。 

 

  
図 （例）LED 照明器具の省エネ性能 

 

 
図 （例）給湯器の年間エネルギー使用量 

 

  

従来型ガス給湯器

自然冷媒ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
式電気給湯器※2

出典:省エネ型製品情報サイト資料を基に作成。
４人家族を想定して、ガス給湯器は東京・大阪の外気温、自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯器は盛
岡の外気温を前提として推計したエネルギー使用量を1次エネルギー換算した値。換算係数は、電気
9.76MJ/kWh、LPG50.8MJ/kgを用いた。

※1:潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ）
従来はそのまま捨てていた排気ガスに含まれる水蒸気の潜熱（水蒸気が凝縮する際に放出する熱）
を、水道水の予熱に利用することにより、熱効率を高めた給湯器です。
従来型のガス給湯器が８割程度の熱効率であるのに対し、９割程度の熱効率があるとされています。
大きさや設置に必要な場所は、従来型のガス給湯器とほぼ同じです。

※2:自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯器（エコキュート）
暖冷房に用いられてきた高効率熱源であるヒートポンプを、給湯器に取り入れたものです。
残り湯が多いと放熱によりエネルギー効率が低下するなど、エネルギー効率は、湯の使用量やその
増減、給水温度、外気温度の影響を受けます。導入に際しライフスタイルや気象条件を踏まえた検
討が必要です。

20,187MJ/年

17,285MJ/年 約25%省エネ

23,182MJ/年

潜熱回収型
ガス給湯器※1

約13%
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 再生可能エネルギーの活用（積極的な創エネルギー） 

 太陽光の利用 

(ｱ)地域特性や近隣条件により、やむを得ない場合を除き、原則、ゼロエネルギーを達

成するために必要な容量の太陽光発電設備を設置する（将来計画を含む。）。 

(ｲ)太陽の熱を、給湯・暖房に利用するよう努める。 
 

 木質バイオマスの利用 

化石燃料や電気による暖房器具等の使用に代えて、カーボンフリーとされる再生可能な木材を利用

したペレットストーブ、薪ストーブ等を積極的に使用するよう努める。 

 

 地中熱等の利用 

地中熱等の暖冷房等への利用を検討する。 
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 ゼロカーボン化の取組（ライフサイクルにおける二酸化炭素の排出抑制）

⾧野県ゼロカーボン戦略の目標達成に向けて、ライフサイクル CO2 の削減に努めます。 

 

 建設時等の二酸化炭素の排出抑制 

 構法・建築資材（断熱材等）の適切な選択 

建築構法（構造）は、他の構法に比べて二酸化炭素排出量が少ないとされる木造を積極的に採

用する。 

また、断熱材等の建築資材は、生産、輸送、廃棄の過程で排出される二酸化炭素排出量を認識

した上で、より環境負荷の少ないものを積極的に採用する。 
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 地域資源の利用 

(ｱ)県産木材・県産建築資材の利用 
資材の輸送エネルギーの削減など、環境への負荷が少なく、森林資源の保全・整備や地域内

循環の促進に資する県産木材・県産建築資材（県内の工場等で生産、製造された建築資

材）を積極的に利用する。 

県産木材の利用に当たっては、森林の持つ多面的機能の発揮に資するよう、様々な樹種を

適切に利用するよう努める。 

 

 
図 住宅１棟当たりの二酸化炭素排出量 

 

(ｲ)地元建設関係業者の活用 
地域の住宅関連産業の活性化と雇用の確保を図るとともに、将来にわたる適切な維持管理

体制の確保のため、地元の建設関係業者を積極的に活用する。 
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出典:一般社団法人ウッドマイルズフォーラムウェブサイトを基に作成。

木材はコンクリートや鋼材に比べて製造時に排出される二酸化炭素が少ないた
め、木造住宅は鉄筋コンクリート造や鉄骨造プレハブに比べて、建築に伴う二酸
化炭素排出量が少ない。
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 資源の有効利用 

(ｱ)再生可能資源の利用 
木材等の再生可能資源を構造材や仕上材等に積極的に利用する。また、木質バイオマスを

積極的に利用する。 

 

(ｲ)資源の消費削減 
工法等の改善・工夫により、容易に再生できない資源を原材料とする建築資材の量や、使い

捨て材、残材、建設発生土等をできる限り少なくし、省資源と廃棄物排出量の削減をするととも

に、やむを得ず発生したものは、再使用・再生利用により減量化に努め、適正な処理を行う。 

また、省エネルギー型の施工方法を採用するよう努める。 

 

(ｳ)資源の再使用・再生利用の促進 
建築資材を選択する際には、信州リサイクル製品認定制度による認定品などのリサイクル製品

や再生部品、使用後に再使用・再生利用が行いやすい建築資材の採用に努める。 

 

(ｴ)水資源への配慮 
a 雨水の利用 

雨水貯留タンク等を設置し、治水対策として住宅からの雨水流出の抑制を図るとともに、住宅

内の雑用水や植栽への水やりなどへの利用を図る。 

b 節水型設備機器の採用 

水栓、便器等に節水型機器を採用するよう努める。 

 

(ｵ)生活ごみの適正処理やリサイクルをしやすい工夫 
生活ごみの分別や保管のためのスペースを設けるなど、ごみの分別やリサイクルをしやすい間取り

とする。 

生ごみ処理機の導入等、生ごみ等の有機系ごみの減容、堆肥化の促進に努める。 
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 できるだけ⾧く使い続ける住まいづくり・災害への備え 

 住宅の耐用性の向上 

(ｱ)耐久性の高い工法、材料等の採用 
構造躯体等について、耐久性の高い工法や材料等の採用に努める。 

 

(ｲ)将来の更新の容易性 
間仕切り、内外装材や設備等は、維持管理がしやすく、また将来の更新にも配慮したものとす

る。 

 

(ｳ)耐震性能の確保 
木造在来軸組工法については耐震壁や筋交いなどを適切に配置し、仮に大地震に遭遇した

としても、できる限り日常生活が継続できるよう、建築基準法による壁量を割り増した耐震性能

の確保に努める。 

併せて、屋根等への太陽光発電設備の設置を見据えた耐震性能の確保に配慮する。 

 

 

コラム:大切な家を⾧く使い続けるために

住宅の耐久性を向上させるためには、構造躯体として十分な強度と耐久性を確保する
ことが重要です。建設費（イニシャルコスト）が高くても、⾧寿命の住宅を建てる方が、
ライフサイクルコストが低く、環境に対する負荷も小さくなります。

①構造躯体の耐久性の向上

・材料仕様や設計仕様の向上
・均衡のとれた構造
・適切な工法の採用等
・耐久性の高い樹種の採用

対策の例
・木材断面寸法の大型化
・仕口、補強金物等の施工品質の確保
・湿気や結露等を排除する仕様
・防水性や耐久性に優れた外壁仕上材の採用

住宅として⾧く使い続けるためには、内装や設備等の住まい方に応じて可変性や更新
性を求められる部分の修繕、交換等が必要となります。修繕、交換等に要する費用や労
力を軽減し、住宅全体のライフサイクルコストが抑えられるようにすることが重要です。

②住まい方に応じた可変性や更新性

対策の例
・修繕、交換等の必要性、頻度が高い部分を、あらかじめ明確にする。
・居住者の生活に大きな影響を与えずに修繕、交換等できるようにする。
・耐久性が十分に残っている部分を壊すなどの無駄な費用が生じないようにする。
・木造住宅は構造躯体の一部が内装の下地等になっているため、構造躯体に大き

な影響を与えずに内装等の修繕、交換等を行えるような構造計画とする。
・家族構成の変化や加齢などによる住まい方の変化を考慮し、住まい方の変化に

応じて変化させる部分と、基本的に変えない部分に分けて考える。
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(ｴ)レジリエンス性の確保 
敷地の選定に当たっては、事前に市町村等のハザードマップ、各種災害関連法に基づく規制

図及び過去の被災情報等を収集・把握した上で、適切に考慮・選択をする。 

また、太陽光発電設備と併せた蓄電池の設置により、災害による停電発生時も日常生活が

継続できる環境整備に努める。 

 

 
  

EV
V2H
機器

停電のときでも
車から給電

夜間は家から車に充電 昼間は車から家に給電

V2Hとは「Vehicle to Home」の略で、クルマに蓄えた電気を家で使う仕組み
のことをいいます。

停電や震災等で電力供給が寸断されてしまった場合でも、自動車が蓄電池とし
ての役割を持ち、自動車のバッテリーから電力を取り出して家の電力に使うこと
ができます。

このため、V2Hの普及は自動車の低炭素化のみならず、まちの防災力の強化に
もつながることが期待できます。

コラム:V2H

一方、太陽光発電設備と連結しない場合でも、電力需要の低い夜間に車に充電
した電力を、電力需要の高い昼間に家で使うことで、電力のピークシフトに貢献
します。

図 V2Hによる防災面での強化

図 蓄電池やV2Hによるピークシフト
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 誰もが利用しやすい工夫 

通路及び出入口の幅員の確保、一体的な利用が想定される部分における段差の解消などの措置

(バリアフリー）を講じる。 

年齢や身体的な特徴等に影響されない、誰もが利用しやすい意匠（ユニバーサルデザイン）や構造

とするよう努める。 
 

 適切な維持管理の促進 

(ｱ)更新の容易性の確保 
設備配管や機器の耐用年数、居住者の生活の変化による建築資材の更新を容易にするた

め、できるだけ汎用性が高い工法・機器等を採用するとともに、改修工事を見据えた設置位置の

選定に配慮する。 
 

(ｲ)住宅履歴情報の整備 
適切な維持管理計画を策定するとともに、建築段階、維持管理段階における設計図書や点

検・補修記録等の住宅履歴情報の整備に努める。 
 

(ｳ)適時適切な修繕・改修 
居住者の生活の変化に対応しつつ、社会の良好な資産として維持するため、適時適切な修

繕・改修を行う。 
 

 建築計画に関する取組（自立循環型住宅設計の取り入れ）

ゼロエネルギーの実現を太陽光発電だけに頼ろうとすると、大容量な設備が必要となり、設置費用が

多額になることやパネルの製造・廃棄に係る二酸化炭素排出量の増加などに繋がるため、ゼロカーボンの

実現に向けては必ずしも有効とは言えません。 

まずは、冬期には積極的に日射を取得するとともに、夏期には日射を適切に遮蔽するなど、与えられ

た自然条件等に配慮した建築計画を行い、設備機器だけに頼らず省エネルギー化することを検討します。 

 

 自立循環型住宅設計の取り入れ 

 配置・形状・外構の工夫 

敷地及びその周辺の良好な環境を形成するとともに、季節ごとの日射量や風向きを考慮し、日照や

通風を十分利用できるよう、配置計画や外構計画を行う。 

 屋根、庇等の工夫 

季節に応じて日射を適切に調整することができる庇の設置等により、暖冷房負荷の低減を図る。 
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 開口部の工夫 

季節に応じ適切な日射の調整や外気の取り入れを行うことができるガラス等の仕様選択や開口部の

配置、外付けブラインドの設置、よしず・簾の設置など季節に応じた住まい方により、暖冷房負荷の低減

を図る。 

また、主要な居室に２方向の開口部を設置したり、出入口の引き戸化、高窓や吹き抜け等の設置

等により、効果的に通風を確保し、夏期の夜間や中間期などにおける冷房負荷の低減を図る。 
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 良好な住環境の創造 

 室内外の快適環境の確保 

(ｱ)防露・防かびへの配慮 
居室の通気・換気性を確保し、また調湿機能を持つ建築資材を利用すること等によって、結

露やかび等の発生を防止する。 

 

(ｲ)室内空気汚染の防止 
内装材や防腐・防蟻剤等は、人体や環境に有害な化学物質をできるだけ含まないものを採

用するとともに、適切な通風・換気性を確保することにより、室内空気の汚染を防止する。 

 

(ｳ)敷地内緑化等の推進 
外構の緑化や水面、土面への配慮により、敷地の快適な環境を形成し、周辺地域の良好な

環境の形成に資するよう努める。 

建物の南側や西側などに中高木の落葉樹等を適切に配置し、季節に応じた日射の遮蔽・取

得を図る。 

 

(ｴ)気候変動への対応（酷暑対策） 
夏期の酷暑対策として、開口部対策（日射の遮蔽、通風の確保等）のほか、壁体内等の

通気を確保することなど、適切に躯体からの排熱を図る。 

 

(ｵ)伝統技能の活用 
地域の気候・風土・文化に根差した空間や構法・材料などを用いた「和の住まい」づくりの伝承

を通じ、豊かな住空間の創出がなされるよう、瓦、左官壁、畳、建具（障子・襖）などの伝統技

能を積極的に活用する。 
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 地域の環境への配慮 

(ｱ)動植物の生息・生育環境の保全・再生 
a 既存の地形や植生を活かし、地域の動植物の生息・生育環境の保全に配慮する。 

b 野鳥の食餌木や地域の植生を考慮した植栽などにより、地域の動植物の生息・生育環境の

再生や創出に努める。 
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(ｲ)まちなみや景観との調和 
a 北側敷地への日影の影響や外壁・屋根の色彩など地域の景観に配慮するとともに、現状の

植生や地形を活かした建物形状、外構計画とする。 

b 地域の資源や材料を利用することなどにより、まちなみや景観との調和に努める。 

c 景観育成住民協定や地区計画などの地域独自の景観に関する取決めを遵守する。 

 

(ｳ)良好な地域社会の形成への配慮 
近隣への良好な通風や日照、防犯性の向上のための見通しの確保等の配慮を通じ、地域

全体の住環境の向上に努めることにより、良好な地域社会の形成に資するよう努める。 
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(ｴ)地域独自の課題への対応 
南北に⾧く標高差も大きい本県は、地域により気候も様々であるため、いずれの地域において

も快適な住環境を実現できるよう、克雪等の地域独自の課題への積極的な対応に努める。 
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 多様な住まい方への配慮 

(ｱ)世帯構成の変化への対応 
適切な構造計画を行い、間取りに可変性を持たせることなどにより、将来の家族構成の変化

や複数世帯の同居への対応に努める。 

 

(ｲ)新たな働き方等への対応 
職住一体や在宅勤務など、居住の場の多様化及び生活状況に応じた住まい方の実現に資

する平面計画とする。 

 

(ｳ) 地域とのつながりへの配慮 
地域に開かれた庭などのオープンスペースやエントランス部分等の工夫により、近隣とのコミュニケ

ーション形成に資するよう努める。 

 

 住まい手とつくり手の対話等

 住宅の環境性能や費用対効果等の説明 

つくり手は、住宅の断熱性能等の環境性能や、ライフサイクル CO2 削減等の環境負荷の低減効果

等について、住まい手への適切な説明・提示に努める。 

また、健康面における作用効果や生活面における快適性の向上など、断熱性能等の高い住まいの

利点を多面的に説明・提示できるように努める。 

更に、住まい手とつくり手が新築時における建築費用及び光熱費などのランニングコストについて併せて

検討することにより、高い建物性能の実現と環境負荷の最大限の低減を、最小のコストで実現するよう

努めるとともに、住まい手の理解が得られるよう、費用対効果の適切な説明・提示に努める。 

 

 住宅の具体的仕様と工事費の明確化 

環境負荷の低減とコスト増の最適な均衡を得るため、環境性能を含む住宅の具体的な仕様とその

工事費を住まい手が容易に理解できるよう努める。 

 

 住まい手の安心度や満足度の向上 

住宅の具体的仕様と工事費の明確化を行うことにより、良質な住宅を適切な価格で提供するなど、

住まい手の安心度や満足度の向上に努める。 

  


