
事務室

車庫相談室

WC 風除受付ﾎｰﾙ

休憩室

玄関階段
＊

WC

リビング

ベランダ

キッチン
洋室

収納

和室

風呂

洗面

階段
＊

平面ダイアグラム
来訪者エリア（緑）、事務エリア（青）、住居エリア（橙）の３つで構成され
ている。来訪者エリアは限定し、住居エリアは2階で広々と計画した。

 本計画及び戦略において、ゼロカーボンモデルとしてふさわしいものであるために
は、諸要件を満たすと同時に、街並みとの調和を図ることが重要だと考えた。

提案① 梓川の街に立つ駐在所 機能と調和の両立を目指す立面計画
 松本市梓川は景勝・上高地に向かう玄関口であり、今もなお松本平の農村風景が
残る地域である。計画敷地となる上立田地区は市道278号線を挟むように集落を成し
、南北に田畑が広がっている。近年の新しい住宅が見られるが、道に面する古くからの
家屋の多くは門扉を構え勾配屋根となっている。このような街の景観を崩さず、かつ
街の安全の象徴となるような駐在所を目指したいと考えた。
 そのため、1・２階ともに切妻屋根とし周囲の屋根のリズムに合わ せ、落ち着いた雰
囲気の駐在所とすることで、来訪者にとっても視覚的に安心感を得られると考えた。

提案② 庁舎として、そして住居として 明確なゾーニング
 駐在所は事務機能と住居機能が複合するため「職住一体型住居」のように考えられ
る。しかしセキュリティの面から2つの機能が混在することは望ましくない。
したがって本計画では、庁舎を境に明確な2つのエリアに分けた。
 前面道路に面する北側を来訪者エリアとし、隣地に囲まれた南側を住居エリアとし
た。来訪者エリアでは、道路境界線から引きをとった建物配置とすることで地域住民
が訪れやすい場所とした。住居エリアにおいては、南の隣地より大きく距離をとり駐
車場と庭を確保した。玄関は1階でその他住居機能は2階にまとめた。また車の出入り
のため敷地東側に幅員4mの敷地内通路を確保した。

提案③ セキュリティとプライベート フレキシブルに対応できる平面プラン
 事務所エリアは事務室を中心に機能を配置しそれぞれ往来が可能である。
事務所のセキュリティを鑑み、来訪者のエリアを北側に限定した。必要に応じて受付
ホールから相談室（コミュニティールーム）や事務所と連携できるようにした。
 居住エリアは主に2階に配置した
。リビングを通り各室へ移動するリ
ビングアクセスを採用した。南側に
は大きなベランダを設け、リビング
の日光を取り込むと同時に洗濯干し
場となっている。キッチンとリビング
は一体とし、回遊性のある動線とし
た。和室と洋室の2部屋を用意し、暮
らす家族の変化や好みの違いに対
応できるよう計画した。どちらも東向
きに配置し、朝日が差し込む明るい
部屋としている。



庁舎

前面道路

前面道路

距離をとる

低く構える

太陽光パネル

敷地内通路
幅員：４ｍ

住居 ピロティ

庁舎

住居

断面ダイアグラム
正面に対して庁舎を向け、住
居をセットバックさせている。

配置図 1：200
屋根伏図 1：500

東側立面図 1：400 北側立面図 1：400

2階屋根の棟を偏心させ
ることで、南向きの太陽光
パネル設置に必要な屋根
面積を確保した。

事務所南側のピロティは日陰を作り、日射
遮蔽性能を高めるとともに、屋外の物置ス
ペース、足洗い場として利用できる。

既存の駐在所のイメージ
を極端に変更せず、落ち
着きのある色彩計画と
立面計画とした。

1階部分は県産材の杉板横
張りとした。また下屋の柱
など手で触れる機会のある
部分を中心に木質化した。

庁舎の車庫は道路に対して正対させ直線動
線とし、パトカー等のスムーズな出入りがで
きるよう配慮した。

賃借予定の市有地に南側隣地の上下水引
き込み管が埋設されている可能性があった
ため、市有地には建設せず、県有地内に収
まる規模とした。

防犯上の敷地内の死角をできるだけ少なく
した。足りない箇所を監視カメラ等で補う。

敷地南側は職員用の車が旋回するのに
十分なスペースをとった。

積雪時、雪が分散するよ
う切妻屋根が重なり合う
ような計画とした。
緩勾配の小屋根を付け
ることで正面玄関に中
心性を与え、和風の装い
となることを意図した。

南側民家の方の通行を
想定してフェンスの一部
に扉を設置する。

車いす対応の駐車スペースを1台確保した。
車いす移動を想定してアスファルト舗装と
する。また沿道に計画した広場空間は防災・
減災対策として地域の一時的な集合場所も
しくは避難場所として機能すると考えた。

1・2階ともに切妻屋根とし、ひら面を沿道側に向け、来訪者を迎
え入れる駐在所の顔として小屋根を設けた。街並みの雰囲気と
連続させるため最高高さを抑えつつ、太陽光パネルを設置する
南向きの屋根面を確保した。2階壁面を後退させることによって
来訪者エリアに対しての圧迫感を軽減した。

１-1. 提案① 梓川の街に立つ駐在所 機能と調和の両立を目指す立面計画

1-2． 提案② 庁舎として、そして住居として 明確なゾーニング

本提案では、庁舎ゾーンを境に
「来訪者ゾーン」と「住居ゾーン」
の2つのエリアを分けた。そうす
ることで、安全な敷地内動線が
計画可能となる。またプライベー
トを確保し住居ゾーンの居住性
を高めた。



配置図兼1階平面図 1：200

2階平面図 1：200

風の流れ

南向きの広いベランダ
はリビングへの日射遮
蔽性能を高め、洗濯物
干しなどを気兼ねなく
行える。

事務室から沿道の様子
が見られるよう受付ホー
ルとの壁を取り払い、風
除室との間仕切りはガラ
スとすることで事務室か
らの視認性を高めた。

車いすで移動しやすいよう
段差の少ない床とする。
受付カウンターには車いす
用を併設した。防犯・感染
症対策としてアクリルパネ
ルを設置する。

トイレは衛生上、内装の木質化
はしない。消毒等しやすいよう
ビニル系の仕上げとする。

事務室を中心に各室にい
けるよう開口を設けた。ま
た土間とすることで下履
き移動を容易にした。

アフターコロナ対策
リビングの手前に手洗
い場を設けている。
また、寝室は2部屋設け、
状況に応じて隔離等が
できる計画とした。

風除室のドアにはインタ
ーロックを設け、隙間風の
侵入を軽減する。外部負
荷を押え空調効率を高め
ている。

階段下のスペースは玄関
から利用できる収納とし
た。効率的なスペースの
活用を心がけた。

風の流れ

1-3． 提案③ セキュリティとプライベート フレキシブルに対応できる平面プラン

庁舎エリアでは事務室を、住居エ
リアではリビングを中心に動線計
画をすることで少ない面積で効率
的に計画することが可能となった。
事務室の書庫スペースや居室の収
納など、保管場所についても考慮
して計画した。
南北に開けた配置計画を利用し、
主に南北方向に風が抜けるよう開
口部を設けた。

 75.35㎡（車庫：22.93㎡共） 庁舎部分

139.23㎡延床面積
119.40㎡建築面積

486.64㎡

 63.88㎡ 住居部分

敷地面積

建物データ

イメージスケッチ 前面道路から庁舎入口を見る



４． ゼロカーボンモデルにふさわしい省エネ対策に関する提案

５． 再生可能エネルギーの導入に関する提案

a. 建築的手法
・建物の外壁周⾧をできるだけ短くすることで、外気に触れる面積を減らし、暖冷房効率
の低下を防ぐ。
・通気性の低い木材や断熱材を「気流止め」として、外壁及び間仕切り壁の上下端部に
適切に施工し、建物の気密性を高める。気密性を高めることで、壁内への外気の流入を
抑制し、断熱性能の低下を防止する。確実に「気流止め」が施工されているかを確認する
ため、検査（気密測定）を実施する。
・窓の「枠」は高断熱の樹脂製とし、「ガラス」はLow-Eの三層複層（ガス入り）を採用す
ることで、断熱性能を高める。

b. 機械的手法
・照明は全てＬＥＤ照明とする。居室への多灯分散照明方式の導入を検討する一方、非
居室の照明は人感センサー付きとし、無駄な照明エネルギーを削減する。
・ダクト式第一種換気設備（全熱交換型）を設置し、内径75mm以上のダクトを使用する
ことで、空調負荷と消費電力の軽減を図る。機器のモーターは直流とする。
・給湯の配管方式をサヤ管ヘッダー方式とし、配管径を全て13㎜以下とする。
・各水栓は、節湯効果が見込める「手元止水機構」や「小流量吐水機構」を備えた
混合水栓とすることで、給湯エネルギーを削減する。
・高断熱浴槽を採用し、追い炊き時のエネルギー消費量を抑制する。
・使用電力量の詳細を建物内に設置したモニターで確認できるようにするシステム「
HEMS」を導入する。HEMSの導入によって建物内の電気機器を一括してコントロール
することも可能となり、自動的にエネルギーの使用量を最適化する。
・受付ホール内に太陽光発電システムの情報が確認できるモニターを設置し、来訪者に
省エネへの取り組みをアピールする。

・空気熱利用のヒートポンプ 式給湯器を採用する。震度７相当の地震にも耐える貯湯ユ
ニットを備え、停電時もお湯が使用でき、断水時は非常用水として利用できる。
・空調機器は、空気を熱源としたルームエアコンを採用する。冬季の最高気温が氷点下
以下となる松本市内でも暖房能力が低下しない寒冷地仕様の機器とする。
・２階の南向き屋根面に太陽光発電パネル（システム容量9kw）を設置し自家発電する
ことで、光熱費を削減する。また、停電時の電力を確保するため、余剰電力を蓄える蓄
電池の設置を検討する。
・雨樋に流れる雨水をタンクに貯留し、植樹への散水に利用することで、ランニングコス
トを削減する。

c. 建物の断熱仕様・性能

d. ZEB・ZEH 計算結果

 - 
 - 

 -  - ポリスチレンフォーム床

壁
セルロースファイバー天井

セルロースファイバー

セルロースファイバー

200mm

200mm
105mm

60mm

屋根

材名 規格 備考

2階リビングのみ

部位

住居部分 ZEH

BEI=0   BEI=0.35

BEI=0.55

（年間一次エネルギー消費削減率：134％）

BEI=0.84

庁舎部分 ZEB

創エネを除く場合 創エネを含む場合対象 基準



6． 県産木材利用に関する提案

7． 所定の性能をより低コストで実現するための提案

8． その他

a. 県産材の調達方法
運送コストを抑えるため、主に中南信産の木材を使用し、各部位に適した樹種を選

定する。また、各県産材の調達先を分散せず、できるだけまとめて発注が行えるように
することで、仕入れのコストを抑える。          

・建物の平面形状をできるだけ正方形に近づけ、外壁の周⾧を短くすることで、仮設費
や外装費を抑える。また、設備の配管ルートが複雑にならず効率の良いものとなるた
め、ランニングコストや竣工後の維持管理費も削減される。
・信州木材認証製品センター発行の「信州木材認証製品対応スパン表」も活用して、
構造部材の検討を行う。実施要領に記載の耐震レベルを確保する最適な架構を形成
すると同時に、過度に梁成を大きくしないことで、コストダウンも図る。
・既製品や流通材をできるだけ使用し、施工手間を減らす。手間の減少（工期短縮）は
コストダウンにつながる。

・ＩＨコンロをキッチンに設置することも踏まえて、ガスを使用しない「オール電化」の建
物とする。ＩＨコンロは火を使用しないため、火災のリスクが軽減される。また、不完全
燃焼による一酸化炭素や燃焼時の二酸化炭素が発生しないため、室内の空気が汚染
されない。
・上階の生活音が下階に伝わるのを防ぐため、２階の床下地に遮音マットを敷く。
・坑ウィルス建材（ドアのレバーハンドルや壁紙、床材等）を採用する。
・庁舎入口のスロープから風除室、受付ホールまでの床に視覚障害者用の誘導用床材
及び注意喚起用床材を設置し、腰壁には手摺を設ける。
・ＰＤＣＡサイクルに基づいたコストマネジメントを常に意識し、手戻りの無い設計を行
う。
・図面だけでなく、ＣＧパースやスケッチも活用して、設計の相互理解に努める。

c. 多くの木を使い、木の良さを見せるための工夫
・来訪者が利用する室の腰壁や床の仕上げを県産の板材とし、１階の外壁仕上げも
県産の羽目板とする。訪れた人が県産材の良さを体感する機会を増やす。
・庁舎内外のサインや看板、造作家具なども県産の端材を利用して製作する。

b. 使用する県産材の樹種（材種別）

県産材の利用率を70%以上とするが、県内市場の状況や価格の動向を常に把握し
ながら設計を進め、県産材の構成変更にも柔軟に対応し、木材の調達不足による工期
の遅延が生じないようにする。

羽目板

スギ柱束

ヒノキ

スギ

母屋
カラマツ桁梁

ヒノキ 4%

25%
6%

13%

針葉樹合板 14%

11%

羽柄材  -  24%

その他  - 

 - 

 - 3%

土台

樹種 全体の割合 備考

県産材利用

県産材利用
県産材利用

県産材利用

県産材利用

県産材利用

材種

土台

県産材利用率：73％その他

桁梁

母屋

羽柄

羽目板

合板
柱束


