
します。

・ヒートショック防止：室内の温度を 21℃前後、

各室の温度差を１℃差前後に設定できる建築性

能にし、ヒートショックや浴槽での溺死などを

防ぎ、健康寿命を長く保ちます。

・トイレ・洗面・浴室内で動きやすくなるよう、

ワンルーム化します。

・ごみ集積場は、南北前面道路それぞれ各住棟至

近に設置し、ゴミ出しの負担を軽減します。

米代川

日本海
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はじめに

課題1 　住み続けられる安心・安全な住まいについての考え方
全体鳥瞰イメージ。港町能代と白神山地が広がる風景。

北側街路樹と敷地内既存樹木を生かした緑あふれる住環境。

南東外観イメージ。中庭やピロティを通じて、動線と視線が繋がる計画。

課題2 　高齢者等に対応した住まいについての考え方

畠町通りからのイメージ。木都能代を象徴し街にインパクトを与えるファサードデザイン。
街との繋がりを持たせ人が集まる仕掛けづくり。

右：縁側ホール。コミュニケーションを誘発し、
　　見守りケアに寄与。共用部分への地場製品使用。

Ａ．片廊下型

建物配置
タイプ

利便性

居住性

交流性

安全性

景観性

○駐車場と棟入口が遠い

○全住戸南面、共用廊下面居室有

△敷地が建物で分断

△歩車分離が難しい

△建物が長大、敷地が南北に分断

△駐車場と棟入口が遠い

△北面住戸有り、全居室窓有

△敷地が建物で分断

△車両出入口が交差点に近く危険

△東西幅は小さいが奥行きが大

○駐車場と棟入口が遠い

○全住戸南面、全居室窓有

△敷地が建物で分断

○歩車分離が難しい

△住棟のﾎﾞﾘｭｰﾑが大きく圧迫感有

◎駐車場と棟入口が近い

○東面住戸有、共用廊下面居室有

○敷地が建物で分断

○歩車分離

○圧迫感軽減

◎駐車場と各棟入口が近い

◎全住戸南面、全居室窓有

◎回遊性、交流広場

△車両出入口が交差点に近く危険

◎圧迫感軽減、庭の連続性

◎駐車場と各棟入口が近い

◎全住戸南面、全居室窓有

◎回遊性、交流広場

◎歩車完全分離

◎圧迫感軽減、庭の連続性

Ｂ．ツインコリダー型 Ｃ．Ｖ字型 Ｄ．Ｌ字型 Ｅ．片廊下型（並列Ａ） Ｆ．片廊下型（並列Ｂ）

課題３　地域特性を活かし環境に配慮した住まいについての考え方 

全ての人が安心して快適に暮らせる住宅とするため、ユニバーサルデザイン導入

 ・高齢者だけでなく、障がい者、子育て世帯など全ての人が、屋内外ともに安
心して快適な生活できるようユニバーサルデザインの考え方を導入します。

・各棟への入口は、ＥＶ階段ホール＝「縁側ホール」に統一し、視覚的に入口が
明快に分かる計画とします。外部からは風雪を防ぐため、ピロティを経由し、

段差無しで縁側ホールにアプローチできる計画とします。各棟にエレベーター

を設置します。

・車の乗降や送迎車の寄り付きが可能なピロティとします。ピロティは雨や日差
しを遮る半屋外空間となるため、日常的に住民同士の声掛けや交流促進の場と

なる「井戸端スペース」とします。コモンスペースを通じて、福祉・医療事業

者による見守り活動や福祉サービスの提供等、汎用性の高い見守り・ケア形成

に寄与します。

・車いす利用者に配慮した住戸を一定数確保整備します。玄関戸はもちろん、洗
面、浴室、トイレを引き戸とし、オールフローリング、フルフラット、車いす

対応ユニットバス、回転スペース 1.5ｍを確保し、キッチンや洗面台は車いす

用の蹴込みのある仕様とします。

・全室に直接外気に通ずる開口部を設け、採光・通風の他、非常用進入口・代
替進入口を確保します。万が一の際のスムーズな避難救助を可能にします。

・地域コミュニティで高齢者を守るために、安心して歩ける歩道や癒し・安ら
ぎを与える公園・緑地、フットパスなど、住民が豊かに暮らせる仕掛けづくり

を提案します。中庭半分エリアはクラインガルテン（市民農園）も可能な計画

とします。

・除雪対策：駐車場はできる限り各住棟入口に近接して設け、駐車場から除雪の
不要なピロティを通ってエントランスへアプローチできます。コミュニティケ

アによる共同除雪作業において不便や不平等をきたさないよう、中庭半分を冬

季は堆雪空間として活用します。

・「秋田花まるっ住宅ガイドライン」の活用、高齢者が居住する住宅の設計に係

る指針推奨レベル、品確法性能評価高齢者等配慮対策等級４同等の計画としま

す。シルバーハウジング・プロジェクト、福祉サービスへの対応可能な仕様と

地域の個性を表す住宅とするため、地場産材の活用方法について提案 

・街のスケールに合わせたゆとりある分棟配置。建物の長大化を防ぎ圧迫感を和らげます。
道路に対して角度を付け、周囲に対する開放感や柔和な印象を与えます。

・敷地境界から十分な空きを確保し、延焼の恐れを回避するとともに周辺への圧迫感や日
照の影響を最小限にします。

・内装制限の範囲内で、共用部へのポイント的な木材利用（サイン、ルーバー、ボーダー等）
・市内建具メーカーによる木製玄関ドア（特定防火設備認定済）や、開発中の木製断熱玄

関ドア（今年度認定予定）や、バリエーションを付加した現代の張柾天井など、地場産

材を積極的に活用します。

・外壁は一部塩害対策として耐久性の高い秋田杉赤身板（赤ナマハゲ）板張り＋塗替不要
の超高耐久塗料を使用し、外観の木質感を持たせます。

・外断熱とすることで熱橋補強が不要となり、断熱材のみの施工では材工共で内断熱の 3
割ほどのコストダウンになります。

・自然エネルギーの活用 (自然採光、自然換気等 )や、節水器具・LED 照明の採用に配慮
するなど、環境負荷とライフサイクルコストの低減を図ります。 

・リビングを全て南面に向けて配置。南面採光で暖房負荷の軽減します。その他の居室も
全て直接外気に面する窓を有し、採光と通風に優れた計画とします。

・雨水の急激な流出を防ぐため、空地は極力緑化する他、建物からのドレーン排水は、浸
透型の集水桝で受けることにより、調整池の機能を持たせます。大きな（深い）集水桝

にドレーン管を接続することにより、竪樋内の温度低下を防ぎドレーン凍結を防ぐこと

ができます。

木陰の小径

街路樹

コミュニティ
消防

配置のイメージ

畠町
大通り

広場

視覚的繫がり

パーゴラ

　万町住宅建替えでは、能代市住生活基本計画の基本理念である

『誰もが住み続けたい「“き”のまち能代」の住まい・まちづくり』の実現に向けて、

1. 多様なライフスタイルに対応できる『住み続けられる安心・安全な住まい』

2. 高齢者だけでなく、誰もが安全かつ快適に生活できる『高齢者等に対応した住まい』

3. 省エネルギー化や木材の活用など『地域特性を活かし環境に配慮した住まい』

4. 建物・設備の維持・修繕が行いやすい『適正な維持管理と計画的な住まい』を目指します。

　既存市営住宅は、昭和２５～ 2６年に建てられた歴史あるＲＣ造建築物です。南面住棟がゆったり

と２棟平行配置され、緑豊かな中庭や南北通り抜け動線を有し、街のスケールと調和した現在の佇ま

いを継承し、これからの未来へ残すインフラとして相応しい市営住宅を提案します。築後 70 年を経

た既存住宅に比べ、生活スタイルが変化し住戸面積が広くなるため、５階建となりますが、建物ボ

リュームを抑え、街のスケールに調和した提案をいたします。

車の動線

凡例

人の動線

人が集まり交流が生まれる住宅とするため、団地
内及び周辺地域のコミュニティ形成を促す計画。
・街と繋がる開かれた敷地、人が通り抜け集まる動
線とするため、２棟間のズレやピロティを上手く
使い、視線の抜けと回遊する動線を確保します。
畠町通り側の街路樹は、ロードヒーティングのた
め伐採されてしまいましたが、北側前面道路には
イチョウやプラタナスの並木道が続いています。
街路樹と敷地内のケヤキやサクラを残し、緑あふ
れる豊かな住環境を提案します。

・「空地」から「使われる空間」へ。空地はそれぞ
れに特徴を持たせた計画とし、単なる空地ではな
く、イベントやラジオ体操などのできるアクティ
ブな広場と、景観に変化を持たせた「なだらかな
丘」、木陰の小道など、特徴を持たせた「使われ
る空間」づくりを目指します。

・ピロティを利用した軒下空間は、玄関ポーチや自
転車置き場とする他、屋内外の中間的な使い方が
でき、繋がる空間、憩える溜まりをつくります。
散歩の休憩や、子供の遊び場、井戸端スペースな
ど、多世代が居住する共同住宅として、コミュニ
ティ形成に繋がる場を整えます。

・交通安全確保のため、車両出入口を西側大通り交
差点からなるべく離した位置（東側）とします。

・駐車場を東側に集約し、南北に通り抜け可能とし、
緊急車両や除雪車の通り抜けを可能とします。車
道駐車場を集約することで、歩車道分離します。

・見通しを良くすることで死角を無くし、住民同士
はもちろん、近隣住民や商業者、医療福祉事業者、
行政等団地に出入りする人々による見守りケアの
可能な計画とします。住棟同士の視線の見え方に
配慮し、２棟の配置は大きくずらしながら角度を
つけた配置とします。

・防犯カメラやエレベータへの防犯窓設置等、防犯

面での不安を軽減します。
・抗ウィルス建材、非接触ボタンの採用など感染症
対策に配慮します。

・各入居者用倉庫を１階集約、通路部分に十分な採
光を確保し、縁側ホールと繋がったゆとりあるス
ペースを確保します。

・多様なライフスタイルに合わせ、将来的に間取り
や戸数変更に柔軟に対応できるよう、スケルトン・
インフィル住宅とします。１LDK を分散させない
プランにより、2LDK,3LDK への変更が可能となり、
また 2LDK も集約させることにより、分割で１
LDK、集約で２〜３LDK への変更が可能となります。

冬：堆雪スペース
夏：イベントスペース



和室

ＬＤＫ ＬＤＫ

ＬＤＫ

WC WC

2LDK 2LDK
洗面

浴室

収納

和室

洋室

洗面
浴室

収納

和室 洋室

浴室

玄関

洗面

和室洋室

浴室洗面

縁側
スペース

バルコニー バルコニー バルコニー バルコニー

階段
ＥＶ

洋室

2LDK 2LDK

WC WC

ＬＤＫ

玄関

玄関玄関

が可能です。

・太陽光発電及び蓄電池設備を整備し、災害時の共用部への

非常用電源として活用します。蓄電池は、浸水被害の無い

よう、ＰＨ階への設置とします。

・隣地や道路、隣棟間隔を十分に確保すると共に、南北通り

抜け動線を確保することで、延焼回避だけでなく緊急車や

除雪車の円滑な通行を確保します。

・建築基準法に則り、階段は１カ所の設置とします。余裕あ

る寸法を確保し日常の利便性と避難時の安全性を向上しま

す。

・バルコニーを伝って隣戸へ避難可能な２方向避難としま

す。バルコニーの構造は非常用進入口の基準を、東西妻面

の開口部については、代替進入口の基準を満たす構造とし

ます。

・分棟形式により、駐車場からは各住棟東面へ最短距離でア

クセスできます。駐車場の配置は、各棟から遠い位置にな

らないよう、車路沿いにコンパクトにまとめ、それ以外の

中庭状の空地は、イベント、交流スペースの他、延焼防止

や屋外の避難場所として有効です。

・ピロティへの出入りがある部分は上階からの落下物が危険

を及ぼさないよう、落下防止庇を設けます。

課題６　住棟計画及び居住性能についての考え方
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課題４　適正な維持管理と計画的な住まいについての考え方 課題５　津波など災害対策についての考え方 
ライフサイクルコストを抑えた住宅とするため、実現性が高いコ

スト縮減策及び、建物・設備の維持管理への配慮。

・多様なライフスタイルに合わせ、将来的に間取りや戸数変更が

可能なスケルトン・インフィル住宅とします。

・躯体の長寿命化を図るため、性能評価劣化対策等級３の基準に

基づいた計画とします。（コンクリート強度、かぶり厚さ、外断

熱による凍害・塩害の防止等）

・特殊な工法は極力用いず、適正な柱スパンで構造計画を行いま

す。耐震等級２（重要度係数1.25）とし、１階部分については、

津波対策として耐震等級３同等の設計とします。

・配管の集約:水回りは全て集約するとともに二重床を設けパイプ

スペースを集中配置します。集中配置と二重床とすることで同一

階から作業が可能となり可変性、施工性に配慮します。

・建物形状を凹凸の無いシンプルなものとし、メンテナンス性を

高めます。使用材料は特殊なものを避け将来の改修に配慮しま

す。使用資材の選定にあたっては耐候性や耐久性に十分配慮し、

基本設計段階から発注者と綿密に協議の上進めてまいります。

・建設費や維持管理費を抑え、長寿命化することによってコスト

縮減を図ります。 

・各住棟への出入口はピロティからとし、建物内への風雪の入り

込みを防ぎます。

・屋上防水は、工程計画において冬季の工事を避けられれば、耐

久性が長く重ね張り改修によって防水性能が増していくアスファ

ルト防水を提案します。シート防水は施工しやすく施工費も廉価

ですが、改修時に躯体を傷めるなど課題が残ります。

・排水ドレーンは、寒冷積雪地に適応した完全挟着タイプとし、

縦樋は凍結深度以深の溜枡に直結させることで凍結しない構造と

します。維持費のかかるドレーンヒーター等の要らない計画とし

ます。

・専用配管は、他の住戸に入らずに専用配管の維持管理を行える

よう、自住戸内で完結する計画とする他、構造躯体を傷めないで

点検及び補修を行えるよう、貫通部等を除き、躯体に埋め込まな

い計画とします。点検、清掃にあたっては、床・壁・天井等の仕

上材を傷めないでを行えるよう、適切な点検のための開口や掃除

口を設けます。冷暖房機器の設置にあたっては、エアコンやFF式

暖房機いずれにも対応できるよう配管スリーブを予め設置する

他、室外機設置を想定したバルコニーの計画とします。エアコン

のドレーン排水も、共用部分に垂れ流しとなることの無い計画と

します。

・共用配管は、構造躯体を傷めないで点検や補修を行えるよう、

貫通部等を除き、躯体に埋め込まない計画とする他、点検、清掃

の際に仕上げ材も傷めないで行えるよう、適切な点検のための開

口や掃除口を設けます。

・各住戸にメーターボックス を設け、共用配管の全てが共用部分

・建設地は秋田県津波浸水想定の区域内(浸水高さ4m〜5m)である

ため、鉄筋コンクリート構造とし、1階は居住用途としません。

・津波の影響が想定される1階部分を重要度係数1.5で設計し、津

波に耐える構造とします。

・能代市ハザードマップにより、南にいくにつれ洪水や津波の被

害が軽減されることから、受水槽などインフラ設備は南棟に配

置します。

・基礎工事で発生する残土を敷地内で処理し、地盤面を隣地に影

響の無い範囲で数十cm嵩上げします。

・耐力壁の無いオープンフレームのラーメン構造とし、津波を受

ける耐力壁が無い構造とします。

・液状化対策　近隣の地盤データから、地盤面－５ｍ以深では液

状化の恐れが低くなるため、長さ５ｍ以上の羽根付鋼管杭を提

案します。低騒音低振動・無排土で、施工の際に水、セメント

ミルクを使用せず、リサイクル可能な環境に優しい工法です。

・共有スペース及び屋上を一時避難場所として活用します。各階

のＥＶホールは、ゆとりを持たせた空間「縁側ホール」とし、

平常時は住民同士の交流の場、災害時は避難場所としての使用
界床のイメージ

北棟基準階のイメージ

南棟基準階のイメージ

南棟１階イメージ 井戸端スペースのイメージ

北棟１階イメージ

北棟１階イメージ

建設費の提案
建築本体
杭工事
電気設備
機械設備
昇降機設備
太陽光発電
物置、自転車置場
外構
直接工事費合計
共通費、諸経費
合計
税込総額

  450,000,000
   60,000,000
   70,000,000
   90,000,000
   10,000,000 　  
   10,000,000
   90,000,000
   20,000,000
  800,000,000
  200,000,000
1,000,000,000
1,100,000,000

ｳｯﾄﾞｼｮｯｸ、半導体ｼｮｯｸ等影響で不確定要
素が多いため、初期段階では柔軟性のあ
る予算組としています。実施設計段階で
はさらなる減額調整を検討します。

参考床面積
【北棟】
専有面積　 916m2
共有面積　 533m2
物置等　　 186m2　
　合　計　1635m2
ピロティ　 131m2

【南棟】
専有面積　1050m2
共有面積　 538m2
物置等　　 264m2　
　合　計　1852m2
ピロティ　  63m2

災害に負けず住み続けられる住宅とするため、津波に対し強固な

構造とするための提案及び、ライフラインへの浸水対策など津波

被害への備えについて。 

非定常結露計算ソフトで結露しないようにチェックした上で断熱材計画を行い、内装材の傷みを防止。

〈内断熱＋断熱補強〉

室内ﾊﾞﾙｺﾆｰ 室内ﾊﾞﾙｺﾆｰ 室内ﾊﾞﾙｺﾆｰ

〈外断熱＋断熱補強〉 〈外断熱＋構造熱橋防止システム〉

構造熱橋防止システム

冬の季節風から守られるよう、東側ピロテ
ィから住棟へのメインアクセスの計画。

中庭とパーゴラ。街と繋がる仕掛けづくり。

乾式耐火遮音間仕切り壁により、将来の間
取り変更が可能。

和室 和室/洋室 洋室 洋室

洋室

洋室

洗面 洗面

玄関

浴室 浴室 浴室 浴室WC

WC 洗面
WC

洗面
WC

和室

洋室

洋室

洗面

玄関

玄関玄関玄関 浴室 WC

バルコニー バルコニー バルコニー バルコニー バルコニー

ＬＤＫ ＬＤＫ

3LDK 1LDK 1LDK 3LDK
ＤＫ ＤＫ ＤＫ

車椅子対応
1LDK

車椅子対応

に設置される計画とします。

・建物の長期の耐用性を確保するためには、住戸専用部の経年劣化や陳腐化等への対応として間取り変

更も含めた更新対策が重要となってきます。間取り変更などの自由度を高めるため、「躯体天井高」

を確保する他、柱や梁などの突出物の位置が不適切な位置にならないような計画とします。

・２棟分割により、消火栓設備の不要な計画となり、イニシャル・ランニングコストを軽減します。

良好な住環境が確保された住宅とするため、建物配置計画、

日照、通風、音、景観採光及びプライバシーなどへの配慮。 

・全ての住戸が南向きかつ、全居室が直接外気に面し、共用廊下

側の居室や無窓居室の無い、温熱環境や通風に優れた計画とし

ます。

・住棟配置は、プライバシーや景観に配慮し、南北棟で大きくず

らし、かつ角度を振った配置とします。

・界壁は乾式耐火遮音構造（遮音等級２or３）とし、躯体重量を

軽減しコスト縮減します。床遮音は二重床により、重量・軽量

衝撃音の伝達を低減します。

・公営住宅という施設の位置づけを十分認識し、過剰な設備や仕

様とならないようにします。熱源及び設備機器については、入

居者の光熱費、エネルギー消費、CO2削減に配慮し、修繕・更新

コストの安価な方式・機器を選定します。

・強風や冬季の吹雪に配慮し、共用廊下は屋内化します。敷地西

側には中高木を植栽し、木陰のフットパスを形成すると共に冬

の季節風を和らげます。

・各住棟への出入口はピロティからとし、建物内への風雪の入り

込みを防ぎます。

・能代の町は、自然環境から寒さと暗さが取り除かれると生活し

やすい気候と言えます。寒さは断熱性能向上（Q値1.3W/m2K、UA

値0.34W/m2K、国の指針の1/2の省エネルギー）で解決し、少な

い日照は窓を大きくすることで解決します。日射取得は熱取得

にもなり、暖房負荷を軽減します。12月、1月、2月のエアコン

暖房費は1万円/前後。11月と3月の5千円/月前後。5月〜6月は無

暖房で暖かい。コストアップすることなく、低炭素住宅レベル

の断熱性能を確保します。

・断熱性能強化により、真冬で1週間無暖房が続いた場合でも15℃

以下に下がらない性能とします（自然温度）。室内各所の温度

差を小さくすることで、ヒートショックや浴槽での事故を防ぎ

ます。

・南面の窓は断熱性が良い大窓にし、日照・採光を豊かにするこ

とで、冬に明るさを保ちます。夏季いはバルコニーが庇とな

り、日射遮蔽の役目を果たします。

冷暖房：居間にエアコン（入居者設置）１台で全室暖冷房除湿

を賄えます。個室へは居間の暖気をブースターファンで導きま

す。常時換気は、トイレや浴室などの換気扇を使い3種換気を行

います。各居室の通風は、全居室が直接外気に面しており、通

風窓（ドレーキップ）で行うことができます。

基礎工事で発生する残土を敷地内で処理し、地盤面を
隣地に影響の無い範囲で数十cm嵩上げする。
敷地西側に中高木を植栽し、木陰のフットパスを形成
するとともに冬の季節風を和らげる。

津波の影響が想定される１階部分は重要度係数1.5で構

造設計を行う。津波を受け被害が大きくならないよ

う、オープンフレームのラーメン構造とする。

縁側ホールからは、北側に広がる米代川と

白神山地、さらには日本海を一望できる。

共用廊下・階段は風雪を

遮るため屋内化する。

眺望

眺望

全居室に窓有り

全居室に窓有り

寒冷地特有のスガ漏れを防
ぐ完全防水の排水ﾄﾞﾚｰﾝ。
凍結深度以深の溜め桝に直
結することによりヒーター
無しで凍結を防ぐ。

縁側
ホール

縁側
ホール

井戸端
スペース

井戸端
スペース

受水槽 倉 庫

倉 庫

採光
通風

駐輪場

駐輪場

駐輪場

採光
通風


