
[ 庁舎が伝える木材の良さ ]

庁舎が担う “木育”

・五感で感じられる特徴
　( 香り・温もり・響き・意匠性 )
・木材利用普及のための活動の場を提供
・資源としての木材を学ぶ
・木材利用を通じて交流を深める

産業立村
日本有数の高原野菜

伝承される
カラマツ林

大地の恵み
千曲川の源流

美しい村の花
シャクナゲ

希望を映し出す
満点の星空

人々の営みが集まり
川上「らしさ」
をつくる

村有林 製材所
（川上村内）

製材

家具用巾はぎ材

家具・建具

新庁舎

[ 地産地継のサイクル ]

木材の使用箇所
軒天❶

❷
❸
❹

雨のかからない軒天に使用
CW方立
木ｱﾙﾐ複合ｻｯｼ
天井・壁仕上

集成材に加工し使用
集成材に加工し使用
準不燃処理を施し使用

❺手摺
下地材❻

❼
❽
❾

建具
家具
照明器具

10サイン
階段等の手摺に使用
壁などの下地材に使用

地元業者による木製建具
地元業者による家具
木製の照明器具
各課表示や室名板サイン

11車庫・駐輪場 国交省が推奨する別棟付属
棟の木造化
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概要 木材の使用箇所 概要

▲油井画伯（出典：油井亀美也氏Twitter）
川上産カラマツの軒天

「発信」

「集い」

先人が育んできた
カラマツ林の山々

シェルター機能

フィルター機能

1  村民に愛される川上村らしい庁舎
「集うことから生まれる愛着と誇り」

2  村民の生活に寄り添い支える機能的な庁舎
　　　「ホスピタリティの提供」

3  村民活動をサポートし、交流を育てる庁舎
　　　　 「交流のハブ機能」

4  村民にとって安心・安全の拠り所となる庁舎
　　　 　「防災の拠点施設」

5  みんなで考えつくりあげていく環境配慮型庁舎
　「社会の変化に対応した堅実な省エネ手法」

1  村民に愛される川上村らしい庁舎
「集うことから生まれる愛着と誇り」

基本構想に沿った 5つのコンセプト

１　風景と調和するカタチ

3　村民に開かれたカタチ  4　村民が安心するカタチ

 2　包容力のあるカタチ

■川上村の日常を支え、災害から守る複合施設　
　　　　役場＋活動拠点＋防災センター

■村の新たな顔となるデザイン　新庁舎を表す４つのカタチ　
　　　　「調和性」＋「包容力」＋「開放性」＋「安心感」

■木の良さを生かした心地良い空間 ■使いやすさとメンテナンス性を考慮して最大限に木材利用■地場の素材と技術を最大限に活用

■川上村の「らしさ」を育む庁舎

～らしさ ～

「集う」ことで「生まれる」

■宇宙に最も近い星降る村をアピール

庁舎が村民にとって心の拠り所となり、たしかな村の土台となることは、村民主体の活発的な活動と温かな協働の地域づくりを
後押しすると考えます。村民から親しまれる、これからの川上村を先導するに相応しい村のシンボルとなる新庁舎が生まれます。

村民ひとりひとりの輝きが集い、結び合い
「満天の煌」のようにかがやける庁舎

■地場産木材の循環モデルの構築による風景の継承

川上村を彩る四季折々の中で営まれる人々の生活風景は、それ自体が川上村の固有性に満ちた「らしさ」をかもしだす魅力そのものです。
人との付き合いを大切にする村民のみなさんの気質に象徴されるように、「集う」ことから新しいふるさとづくりが生まれ、
交流による村づくりが出来る庁舎を目指します。

川上村には、悠久なる大
自然と、先人の英知によ
り育まれてきた他に類を
見ない魅力的な風土があ
ります。そして人々が「集
う」ことで「生まれる」
川上「らしさ」は人々の
生活風景そのものにある
と考えます。

これから人口減少が進む現代社会の中では、村の人々がお互
いに支え合いながら暮らしていくコンパクトな暮らし方が求
められます。新たな庁舎を計画するにあたり、多様な価値観
と変化する社会情勢の中でお互いに共生し、影響し合い、助
け合っていくことのできる「交流のハブ機能」と捉えることで、
村民による活発的な活動を支援し、よりいっそうの「らしさ」
を育む庁舎をコンセプトに設計を行います。

川上村の核となるエリアに位置する公共施設として、単純
な役場機能にとどまらず、村民が日常的に利用できるオー
プンスペースの機能が重要と考えます。また、日常的に利
用する場所だからこそ、万一の災害時には円滑な避難と支
援の受け皿となり早急な復旧を可能にします。

村民にとって、どこか懐かしく、親しみ深く、利用しやすい、
安心安全な施設とすることで、「らしさ」を育む活発的な活動と
交流を支援します。

庁舎建設が木材利用の循環モデルの一部となり、地元林業の活性化に貢献することで、先人たちが守り続けてきたカラマツ林の風景
を継承していく一助となる計画とします。木材を消費するだけでなく、木の良さを存分に感じることのできる空間利用と、隣接する
「森の交流館」との施設連携を促すことで、木に「親しむ、触れる、学ぶ」といった “木育” の役割を果たす庁舎を目指します。

■木材利用を通して「ひと」と「もの」をつなげる

新庁舎の建設における木材使用とし
て、川上村産カラマツ、大桑村産ヒ
ノキ、根羽村産スギそれぞれの特徴
を踏まえ、最大限活用する方法を考
えます。又、相互の交流への取組み
にも配慮する計画とします。

先人が育てた森で、これからの川上
村を育んでいく施設をつくります。

ふらっと立ち寄りたくなる親しみ
のある施設とします。

油井亀美也宇宙飛行士の存在は村の内外問わず人々に夢と
希望を与えるシンボルです。新庁舎の計画では村民ホール
を「ゆい（結）広場」と名付け、村民の活動の中で彼の功
績と宇宙に関連した展示を常設し、企画展と合わせて内外
に効果的にアピールできる方法を一緒になって考えます。

　　　　　　展示例　
・油井亀美也宇宙飛行士の功績の展示
・油井画伯による星座のイラスト展示
・簡易なプラネタリウム
・ドキュメンタリーの上映
・デッキや広場を活かした天体観測会

▲１階【ゆい（結）広場】村民活動の功績を伝える特徴的なデザインとします。

▲【ホール】天井は、村有林交換プロジェクトの一環で川上村・大桑村・根羽村そ
れぞれの木材を寄り添うように交互に使用することで１つの空間をつくります。木
材利用を通じて「ひと」と「もの」がつながる交流の象徴となるような設えとします。

谷間を流れるそよ風のように、
優雅に流れる穏やかな大屋根
の稜線は、川上の風景と調和
し、訪れる際のわかりやすい
ランドマークとなります。

村民活動の拠点となる新庁舎
は、気軽にふらっと立ち寄り
やすい開放性をもたせ、活動
が周囲にあふれ出すことで、
賑やかさを創出します。

防災拠点となる新庁舎の構え
は万一の災害時にも頼れる
しっかりとした構えとするこ
とで、村民に安心感を与え、
心の拠り所となります。

深い軒庇の天井には、川上産
カラマツをふんだんに使用す
ることで、建物ボリュームの
威圧感を低減し、来庁者を優
しく迎えます。

吸音性を持ち、
やさしい響きを
つくる

音響効果

調湿作用
室内の湿度調整で
快適、結露防止

熱伝導率が低く、
冬でも暖かく感
じる

木の温もり

適度な弾力性に
よる衝突転倒時
のけが防止

木の柔らかさ

川上村

カラマツ

スギヒノキ

使う
( 庁舎建設 )

信州材トライアングル

「植える、育てる、使う」を通じた交流　

大桑村 根羽村

課題（5）：村民が誇りに思う施設
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宙テラス

EV

WC

EV

▲

▲

▲

閉庁時管理区画

閉庁時管理区画

見渡せる

千曲川
全体を見渡せる位置に配置
副村長室と連絡の取りやすい位置

職員の利便性と、セキュ
リティを考慮して隣接

可動間仕切りにより分割可能

外部から直接物資の搬入が可能
　

すべての人が使える議場として段差を
設けないつくりとし、傍聴席には車い
す利用も考慮した広さを確保

閉庁時窓口は風除室内に設け
セキュリティ性に配慮　

多目的スペース（災害対応室）
・期日前投票や確定申告にも対応可能
・普段は村民活動のスペースとして利用可能 村長室と連絡の取りやすい位置とし、

普段は応接室や会議室としても利用可能

「女性のお悩み相談」などの際にも安心
して利用できるようプライバシーに配慮

普段は村民が気軽に
使える活動拠点

調理室・和室と
連携しやすい位置災害時の避難スペースとなるホール

は心理的に安心感を得られる 2階に
配置し、普段は分割利用できる多目
的ホールとして利用可能

土砂災害のため 2F に配置

機械室の更新時作業スペース
屋外機置場として利用

サーバー室は部分免震を採用
し村民の重要な情報を守る

眺望が良く暖かい南側に配
置し、宙（そら）テラスと
一体利用が可能

千曲川

川上村文化センター
かわかみ保育園

マルシェかわかみ

川上第二小学校

川上中学校

ヘルシーパークかわかみ

川上村庁舎

■出入口
段差の無い計画とし、主要な建具は自動ドアや引
き戸を基本とし、幅にはゆとりをもたせます。

in

in

in

in

out

out

out

out

現在と同様の使い慣れた出入口

村民駐車場 (40 台 )
( 思いやり 2台 )

駐輪場 (10 台 )

地中熱 HP
受水槽

■通路・廊下・階段
幅にはゆとりをもたせ、適切な
位置に手摺（２段手摺）や誘導
ブロック、ガラス衝突防止表示
などにより利便性と安全性に配
慮します。

■車寄せ
雨掛かりにならないピロティとし、段差はスロー
プですり合せるなど、使いやすさと安全性に配慮
します。

■思いやり駐車場
職員からの視認性がよくサポートしやすい位置と
し、庇下にすぐに入れる計画とします。

■子育て世代への配慮
子どもが遊んで過ごせるキッズスペースや、
オムツ替え、授乳などに必要な設備を設置します。

■誰もが分かりやすい案内サイン
・直感的に認識できるサインの導入
・多言語表記の検討
・低視力者に配慮した表示方法
・触知や音声による案内、情報端末の導入を検討

高齢者や子ども、車いす
利用者、オストメイトな
どを考慮し、誰もが安心
して使える清潔なトイレ
とします。

■誰でも安心して使えるトイレ

■思いやりエレベーター
車いすが回転できる広さを確保し、操作ボタンや
音声案内など細部にまで配慮します。担架やスト
レッチャー等への対応も検討します。

▲【北側駐車場からみた庁舎外観】

▲【車寄せ外観】軒天井には川上産カラマツをふん
だんに使用し、来庁者をあたたかく迎え入れます。

駐車場
一般　72台
( うち思いやり４台 )
公用　18 台
大型　2台

歩者分離を図る安全な歩道

シャクナゲの庭

既存モニュメントを移設

おもてなしロータリー
ゆとりある一方通行のロータ
リーとして利用者の利便性に
配慮し雨掛かりにならない車
寄せを設置

利便性に配慮した村民駐車場
利用率の高い村民駐車場は
建物へのアプローチが短くな
る南側に配置

おもいやり駐車場
建物の近くに配置しバリアフ
リーに配慮

職員用駐車場・バックヤード
公用車、職員用、荷物搬入のイベン
ト時の駐車場として活用します

村民エリア

マルシェ広場

行政・議会エリア

森の交流館

視認性の良い庁舎正面

川上産カラマツを使った付属棟

路線バス用ロータリー

凡例
■ 面積表

交流防災センター 1464.98 ㎡
419.05 ㎡
164.55 ㎡
110.22 ㎡

835.30 ㎡

1558.40 ㎡
1435.70 ㎡

議会エリア
サーバー・スタジオ
機械室
新庁舎（行政）エリア
執務バックヤード

2階
1階

2994.10 ㎡合計

駐車場（観光・研修・職員）

広場
村に開かれた庁舎

村民駐車場

森の交流館

村民エリア 行政・議会エリア

配置図 
N

N

　S= 1 / 1 2 0 0

　 S= 1 / 5 0 0

１階平面図 　S= 1 / 5 0 0

2 階平面図 

2  村民の生活に寄り添い支える機能的な庁舎
　　　　　「ホスピタリティの提供」

■アプローチしやすい村に開かれた庁舎

来庁者にとって利用しやすい施設を第一に、明快なゾーニング計画と、ユニバーサルデザインを徹底することで、
親しみやすく心強いホスピタリティあふれるサービスの提供を可能とする施設とします。

■村民サービスの向上を実現する
　明快な平面ゾーニング
コンパクトなヴォリュームと明快な
平面ゾーニングによりエリアを明確
に分けることで、シンプルでわかり
やすく使いやすい機能的な平面計画
とします。

１階平面
利便性とセキュリティ性を考慮し
「村民エリア」と「行政エリア」
を主要通路によって明快に分ける
計画とします。また、村民エリア
は南北それぞれの軒下を通して周
囲との回遊性をもたせます。

２階平面
開放性のある「村民エリア」と独立
性を考慮した「議会エリア」を明快
に分ける計画とします。また、テラ
スを外部に廻らせることで、眺望を
最大限に活かします。

断面
動的な「村民エリア」を断面的に
まとめることで遮音性を確保し、
静的な「行政エリア」「議会エリア」
の主要機能は各階で完結させるこ
とで、利便性とセキュリティ性を
兼ね備えた計画とします。

■ユニバーサルデザインを徹底し
　おもてなしの心で迎える庁舎
村民や来庁者、職員すべての人が分かりやす
く使いやすいユニバーサルデザインを基本と
しすべての人が安心して利用できる、思いや
りあふれる施設とします。

村の核となる庁舎として、周囲の施設と連携
しやすく、村民や来庁者がどこからでも立ち
寄れる配置計画とし、「村民エリア」、「行政・
議会エリア」を明快に分けることで南北に分
かれた駐車場からの寄り付きやすさを確保し
ながら裏のない開かれた庁舎とします。

■村民が日常的に集う川上村の中心地
川上村の重要な機能を持つ施設が集まる中心
エリアに位置する公共施設として、村民の生
活に寄り添いながら気軽に集い交流を支援で
きる庁舎とします。

行政村民

屋外活動エリア

・千曲川源流の里として谷間の軸線に沿った建物軸
・メインアプローチから、アクセスしやすく村民が使いやすい建物配置
・森の交流館やマルシェ広場との連携を考慮した動線計画
・利便性の高い村民のための安全な駐車場
・川上村の豊かな自然や風景と調和する稜線を活かした建物ヴォリューム

■敷地特性を踏まえたゾーニングのポイント

車両動線

利用者出入口
( 凡例 )

管理者出入口

歩行者動線
▲

▲

課題（1）：村民が集う施設
課題（2）：全ての人にやさしい施設
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企画展示

ゆい（結）広場

多目的室

多目的室

ゆい（結）広場

分配スペース

受付

WC

ホール

和室

宙テラス

倉庫
委員会室

スタジオ

調理室

機械室

サーバー
議場

会議室 (3)

議長
議員控

収納

企画展示

ゆい（結）広場

防災無線

備蓄倉庫

訓練室

研修室

宿直室
事務室

待合

書庫

村長室

相談
副村長

相談印刷
災害対策本部室

会議室 (1)

会議室 (2)

■キッズスペース
木のボールプールなど、子
どもが自然と木に触れられ、
木育にもなる遊具を計画し
ます。

2 階アクソメ図

１階アクソメ図

議場

理事者

傍聴者

議員

議長
会議室委員会室

議員控

サポートエリア
・通用口
・休憩、更衣室
・職員トイレ
・倉庫、書庫
・給湯室
・防災無線室
・会議室
・災害対策本部
・宿直室

待合エリア
・明るくオープン  
  な待合スペース
・キッズコーナー
・プライバシーを  
  確保する相談室

待合エリア
・明るくオープン  
  な待合スペース
・キッズコーナー
・プライバシーを  
  確保する相談室

コミュニケーションエリア
・気軽な打ち合わせ、
  リフレッシュコーナー

村民窓口エリア
・ワンストップロビー
・オープンなローカウンター
・課ごとの窓口スペース

ワークエリア
・フレキシブルな無柱空間
・ゆとりのある床面積
・OAフロアによる更新性
・書庫は事務室と直結
・音に配慮した印刷室

村民動線

職員動線

一体利用

災害対策本部

会議室(1)

会議室(2)

印刷 給湯

防災無線室

書庫

相談

相談

連　携

村長室

交流防災センター 1464.98 ㎡
419.05 ㎡
164.55 ㎡
110.22 ㎡

835.30 ㎡

サーバー・スタジオ

新庁舎（行政）エリア
執務バックヤード

研修室

多目的室

調理室
訓練室

和室

ホール
【ゆい「結」広場】

村民の実験棟
森の交流館 駐車場・広場

テラス空間

1464.98 ㎡
419.05 ㎡
164.55 ㎡
110.22 ㎡

835.30 ㎡

■活動が「見えかくれ」することで、交流のきっかけづくり

■シチュエーションに合わせられるフレキシブルな空間

▲組み合わせ自由
つなげる事で１つの大きな空間となります。

こどもたちを集めて紙芝居音が人を呼び込むミニ演奏会ご近所さんと談笑 日常の通り道になる場での
村民芸術ギャラリー

▲【ゆい ( 結 ) 広場】
自然と人々が集い、学び、憩う活動の拠点

▲【和室】
テラスが内部の延長となり風景と一体になる、村
民の憩いの縁側

▲【待合・窓口カウンター】

▲様々な居場所が混在した「多中心的な関わり」

▲【議会エリア動線の考え方】

■村民の活動拠点は協働の村づくりの象徴となり川上村の未来を育む実験棟

3  村民活動をサポートし、交流を育てる庁舎　　
　　　　　　「交流のハブ機能」

【ゆい ( 結 ) 広場】は明確な中心をもた
せず、各々の活動の様子を、目的に応じ
て開けたり閉じたり、音が聞こえたり、
シルエットが見えたり、様々な活動の居
場所が「見えかくれ」することで「多中
心的な関わり」を構築します。それによ
り時に影響しあい、助け合うことでお互
いの興味と感心を深め、交流を育てる
きっかけをつくる施設とします。

■村民に開かれた機能的な議場の整備 ■交差しない動線計画
■議会エリアは適度な独立性を保ちつつ、村
民に開かれた議会として傍聴者にも配慮した
使いやすい機能を整備します。
■音響設備や放送設備、ICT 機能等はできる
だけ時代の変化に対応可能な機器の導入を検
討します。

傍聴者、議員、理事者それぞれの
動線を明確に分けたゾーニングと
し、プライバシーとセキュリティー
に配慮します。

■職員の連携と仕事の効率の向上化

■将来の変化を見据えた機能的でフレキシブルなオフィス計画

職員同士が連携しやすく、動線がコ
ンパクトなオフィスレイアウトを実
現します。

■職員の連携と仕事の効率の向上化
視覚的に連続した空間で、目的の場所が一目でわかる窓口カウンターを計画します。

窓口業務のニーズの変化、組織変更等に柔軟に対応できるコミュニケーション
性の良いオフィスを実現します。

▲【議会内観】
内装には川上産カラマツ材を使用し、古きを大切に

し、新しきを育くむ川上村を体現したデザインとし

ます。　

■レイアウト変更しやすい正形大空間
事務室と待合スペースを 14ｍ×23ｍの整
形な形状とし、鉄骨造とすることで柱が無
い広く見通しの良い大空間を実現します。

村民活動のシンボルとなる村民ホールを
油井亀美也宇宙飛行士の名にちなんで、
【ゆい ( 結 ) 広場】と称します。ゆい広
場は各諸室や軒下、外部へとつながり、
拡張することで活動のにぎわいをひろげ
ていくことができます。

先人たちの英知とたゆまぬ努力の集積が、今の川上村の風土の基盤であるように、今の活気ある村民活動は、これからの川上村の風土を支えていくエンジンになります。
施設に集う、村民、職員、研修生、観光客 ... 多様な人々による各々の目的の中で、お互いの関心と興味を深めるきっかけとなる施設とすることで、人と人とをつなぎ、さ
らに活気ある活動の流れを生み出し、川上らしさを育てていく「交流のハブ機能」となる村民活動の拠点施設とします。

活動拠点は、川上村のこれからをみんな
で育てていく場と考えます。そのため、
「使い方、あり方」をみんなで考え実践
し更新していけるよう、できる限りフレ
キシブルな構成とします。

400 人収容の 2階ホールは多目的ホー
ルとして、基本的に平土間のしつらえと
します。使用用途によりステージや、間
仕切りなどフレキシブルに対応します。

宙 ( そら ) テラスには、屋外から直接登
れる階段を設けることで、日常的には和
室の縁側を介し活動のにぎわいを広げら
れます。また、災害時では避難所へのス
ムーズな動線が可能となります。

通常時にそれぞれで
利用する目的に合わせて間仕

切りで分割することが可能で

す。　

イベント時に一体的に
展示エリアを拡大し、ゆい (結 )

広場と一体的に利用すること

が可能です。

災害時に機能転換
日常に「集う」場所が避難場

所として「集う」場所となり、

スムーズな支援が可能です。

休憩・交渉スペース
トラックや診療車を
軒下に横付け可能

■ホール
日常利用としてダンスや演奏会も想定した、
広々使える多目的ホール。
災害時は慣れ親しんだ所が避難場所として
村民の安心安全な居場所となります。

■日常の中で学ぶ防災リテラシー
人々が行き交う日常の通路から防災
訓練の様子が見えます。
安息の日常の中にも防災意識を自ら
学べるきっかけづくりとなります。

■宙テラスで宇宙と一体となる天体観測会
川上ならではのイベントを通して「集い」、
宇宙に最も近づくその瞬間をみんなと共有
できます。

■「らしさ」を広げる情報発信の場
人々が「集う」〈ゆい ( 結 ) 広場〉や通路で、村内外の活動や
観光情報の発信、エネルギーの見える化などを行うことで新
たな「学び」や「交流」を育みます。

課題（1）：村民が集う施設
課題（5）：村民が誇りに思う施設

エクササイズ教室フラダンスの練習
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吹抜

EV

吹抜

EV

機能接続度

事前
震災時
(初動対応)

復興期
(復旧対応)

提案する
BCPによる
復旧曲線

100％復旧

目標

減災
耐震構造による高い
耐震安全性

機能性の回復
主要システムを
ノンダウン化
公共インフラが途絶
しても機能維持が可能

機能転換
災害時には通常業務が
機能転換総合防災拠点
として地域支援が可能目標 時間軸

BCP実施前の
復旧曲線

通常のBCP実施後の
復旧曲線

100％ 機能転換

機能性の回復

災害発生

減災

2

1

1

2

3

3

マンホールトイレ（10基）

炊き出しスペース

（ボランティア・
自衛隊活動スペース）

（支援部隊活動スペース）

防災ひろばスペース

来庁者用駐車スペース

搬入・
健診車両
スペース

島型対向式
レイアウト

▲フレキシブルな執務フロアのイメージ

部・課単位で
一つの島を構成

組織構成のフレキシ
ビリティとスペース
の有効活用が可能

ユニバーサル
レイアウト

災害発生時における利用者の安全を確保するとともに、災害対策本部として、村民の生命と財産を守るための司令塔としての機能を有し、

災害からの復旧・復興に欠かせない行政機能を確保することのできる災害時に頼れる「安全・安心な施設」を目指します。
4  村民にとって安全・安心の拠り所となる庁舎
　　　 　　　「防災の拠点施設」
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■災害時に自立し継続的に業務が行える庁舎（BCP 対応）
　防災拠点としてライフラインが断絶した場合にも、災害発
生後72時間は施設単独で機能することが可能な計画とします。

　建物の構造種別を鉄骨造とすることで、無柱空間の確保、
コスト削減、工期短縮等を図ります。
　大地震後、構造体を補修せずに建物を使用できることを目
標に、1.5倍の耐力割増を行います。
　天井や外装材の落下、設備機器の転倒などを防止するため
に、鉄骨ラーメン構造に耐震ブレースを設置することで大地
震時の変形を抑制し、人命の安全確保に加え十分な機能確保
を図ります（ブレース付きラーメン構造）。またこれら非構
造部材の落下・転倒防止対策として特殊な工法・仕様としな
くて済むことによるコスト削減も期待できます。

●設備機器の固定方法(振れ止)
●非常用発電設備（170kVA・軽油）
●受水槽(飲用水)(容量については所管行政庁と協議)
●中水槽設置（雨水利用）
●汚水貯留槽（地下ピット内）
●通信のバックアップ
　（防災情報ネットワークシステム等代替情報手段の確保）
●非常用トイレ（屋外）・かまどベンチ
●地中熱利用

●重要度係数1.5
●屋根・外壁を耐火構造（準耐火建築物）
●重要室を防火区画（書庫・サーバー室等）
●１階床レベルを周囲よりも嵩上げ（残土処分のコスト減）
●耐震天井(災害時に使用する室・避難経路)
●什器類の固定
●部分免振（サーバー類）
●備蓄倉庫

建
築
の
手
法

設
備
の
手
法

●建物の安全性
　-地震・火災に対する安全性確保 -
・構造体：Ⅰ類
・耐火性能：準耐火建築物ロ -2

●建物内部の安全性
・建築非構造部材：A類
・重要建築設備：甲類

■１ 減災（経済的で安全・安心な構造計画）

　サーバー等の機器が設置される
床に対し、局所的に免震装置を取
り入れることで、最小限のコスト
で最大限の効果を発揮させ、重要
な機器を守る計画とします。

■部分免震装置により重要な機器を効果的に守る　

■土砂・水害対策
　１階床高さを周囲のレ
ベルよりも高くすること
で、庁舎内への雨水流入
を防ぎます。また、緩や
かに擦り付けることでバ
リアフリーに配慮、基礎
の掘削土（発生土）を利
用することで処分土を減
らします。

■躯体の長寿命化
　柱などの構造体の外側を断熱
材で覆う、外断熱工法を採用し
ます。断熱材が躯体の外側とな
ることで外部環境による負荷を
軽減できます。また躯体が蓄熱
体となり、居心地の良いエコな
内部空間を実現するとともに、
内部結露を防止し、構造体の劣
化を防ぎます。
　鉄骨造外壁ALC（ロッキング
工法）の場合、外壁の動きに追
従できる外断熱工法を採用しま
す。

■耐震性の高い外装材により、庁舎の長寿命化を図る■5つの具体的なイニシャルコスト削減案

▲災害時の庁舎機能復旧イメージ

インフラの途絶

ライフライン 機能維持
バックアップ対策

電力 電源確保

熱源・空調

非常用発電機 
+オイルタンク72h分
電源車対応
太陽光発電　    

地中熱利用　                 

通信 通信機能 簡易無線(防災行政ほか)
衛星通信回線
衛星通信携帯電話

上水 飲料水 受水槽3日分・ペットボトル

下水 トイレ 雑用水槽（雨水を含む）
緊急汚水槽

5)付属棟の木造化(公共建物等における木材利用の促進に関する法律)
　庁舎以外の別棟付属棟を地場産の木造(在来工法)とすることで、地盤の良い建設地において軽量化
も含め、コスト削減が図れます。

4)構造方式によるコスト削減　
　重要度係数1.5(耐力増1.5倍)を確保するために鉄骨造のブレース付きラーメン構造とすることで特
殊工法を使わずに建物重量を軽減でき、基礎も含め躯体のトータルコストを削減します。

2)掘削土の有効活用
　新庁舎の1FLを上げることにより掘削土を盛土に活用、また解体既存庁舎基礎部の撤去により地盤
の下がりを工事エリア全体でレベル調整し、処分土の費用を削減します。

1)効果的なプランニングによる面積縮減

3)仮設工事費の削減　
　地盤面のレベルを充分検討することで、掘削深さを抑えた計画により山留や切梁を削減します。

①執務空間の効率化
従来型の「島型対向式」レイアウトと庁内の組織改編
に柔軟に対応できるユニバーサルレイアウトを比較検
討し効率化を図ります。
②会議室の集中配置
ミーティングコーナーや相談ブースを執務室内に配置
し、中小規模の会議室を集中配置することで、仮動間
仕切によりフレキシブルな利用が可能。

③収納スペースの集約化
ファイリングシステムの構築により庁内全体の文書量
を把握し、総量の削減を図り、スペースの効率化を図
ります。

　節電モード切替え可能な機
器類を採用しの災害用燃料　 
3日分の備蓄量で発電機が最大
限稼働可能な計画とします。
　飲用水節約のため、トイレ
等の洗浄等は地下ピット内に
設けられた中水を利用し、受
水槽内の上水は飲用専用とす
る計画とします。

　災害発生時
村長室を災害対策本部、事務室を同フロアに配置することで
連携がしやすく、村長、副村長を中心に迅速かつ的確な指令
系統を構築可能とします。
　機能復旧段階
村民エリアと行政エリアを明確に分離することで、大きな間
取りの変更なしに平時から災害時への利用形態に移行可能な
計画としつつ、その後の復旧時にも通常通り行政サービスを
行うことが可能です。

■３ 機能転換（災害復旧拠点施設に早変わり）

■２  機能性の回復（ノンダウン化と機能維持）

▲インフラ途絶後のバックアップ体制

避難受け入れスペース
（450名)(ホール+和室)

避難スペース

(和室)

避難
スペース

（ホール）

避難受け入れスペース
屋外階段

▲かまどベンチ ▲マンホールトイレ ▲ハイブリッド街灯

受水槽（上水）

災害時使用可能トイレ

長期避難・極寒時
炊き出し場

災害時使用可能トイレ

来庁者用駐車スペース

物資受入エリア

物資等配給エリア

災害関連情報掲示板

村長室
村長室と災害対策本部
を近接させることで、
連携がとりやすい配置

地下ピット内に設けた
中水槽と汚水槽を利用

３日分の上水を
貯蔵可能な
受水槽を計画

　

地下ピット内に設けた
中水槽と汚水槽を利用

災害時避難者の滞在スペースとなるため、
避難所として活用される段階から冷暖房使用可能
な部屋として整備します。

災害時のバックアップ
体制確立のために重要
となる設備（非常用発
電機、ヒートポンプ等）
は土砂災害や浸水被害
などの影響を受けない
位置に配置。

荷受けから備蓄倉庫、
配給に至るまでの諸室
を近接配置することで、
スムーズな物資の配給
を可能とします。

普段使いの階段が、避難時には
屋外から直接避難所へつながる動線となります。

被災時は情報収集や窓
口相談など、車で訪れ
る方も来庁可能な駐車
スペースを確保します。

救急車両スペース
スムーズに対応可能で
寄付きやすい位置に
配置します。

災害対策本部

連携
連携

荷受
備蓄倉庫

対応

受付

物資配給 機械室

住民避難関連場所

災害発生時の対応・対策

凡　例

災害対応エリア

行政活動エリア

設備関連の災害対策

車両動線 雨水勾配

▲外断熱工法概略図

▲部分免振装置イメージ

▲建物のかさ上げによる土砂・
　水害対策対策イメージ

サーモグラフィック サーモグラフィック

柱の部分で断熱
材が途切れ、室
内との温度差が
大きく、結露を
起こしやすい。

断熱材が外壁の
外側で連続し、
壁内も室内に近
い均一な温熱環
境となります。

外
断
熱
の
場
合

内
断
熱
の
場
合

▲外断熱工法（当社実績）

▲各断熱工法ごとの温熱環境の違い

設備ピットを利用し
建物レベルを
高く設定する

発生土は盛り土に利用し
処分土を減らす計画

設備
ピット

マウンドアップGL
高さ スロープ

▲座屈防止ブレース
　イメージ

▲ブレース付きラーメン構造

※圧縮力を受けた際
　に座屈が生じない
　よう加工された　
　ブレース材

耐震ブレース

▲ブレース設置時の構造体変形イメージ

　耐震ブレースとして「座屈防止ブレース※」の採用を検討します。

・引張と同等の
　圧縮耐力が得られるため、
　設置構面の縮減が可能

●ライフライン復旧までの自立確保
・上下水道 /電気 /通信

▲

▲

▲
冷気を入れない

暖気を逃がさない断熱材

屋外

屋内

ラーメン構造

変形

大

ブレース付きラーメン構造

変形

抑制

建物全体に
バランスよく配置

課題（3）：村民の安全を守る施設
課題（4）：シンプルで環境にやさしい施設



▲【提案内容での BEI 値シミュレーション】

▲【当社 ZEB 実績 佐久某事業所 地域区分 3地域】

▲【空調ライフサイクルコスト比較表】

▲【地中熱を活用した空調システム】

■ZEB の実現

川上村として「環境にやさしく」というメッセージを村内外に示すことができる新庁舎の ZEB 化を提案します。

5  みんなで考えつくりあげていく環境配慮型庁舎
　  「社会の変化に対応した堅実な省エネ手法」

課題（4）：シンプルで環境にやさしい施設

ZEB 化を実現させるために汎用的な高効率省エ
ネルギー技術の組み合わせによって庁舎建築の
場合、約 10％の建築費の増額で ZEB Ready( 約
50％以上の省エネ ) を実現可能です。ZEB 化す
ることで、ランニングコストの大幅な低減が図
れ、トータルコストの縮減につながります。ま
た、「環境にやさしく」というメッセージを村
内外に示すこともでき、川上村の環境意識を牽
引する施設になると考えます。

村の地球温暖化防止実行計画にもある様に温室効果ガスによる温暖化による異常気象の
発生は農作物への被害はもちろん、さまざまな災害を引き起こします。地方公共団体と
して特に行政の様となる新庁舎は住民や事業者の規範となる施設づくりによって地球温
暖化防止活動の促進と実効性の確保を図るべきだと考えます。

■執務空間の自然通風・採光
南北の通風により中間期の空調
負荷の低減と、日中でも直射光
を入れない深い軒によりブライ
ンドを閉めずに明るい空間とな
ります。

■汚れにくく清掃のし易い
　材料の採用
外装材は耐候性が高く、経年劣
化のしにくい材料の採用や、内
部空間を含め、清掃のし易い
ディテールとします。

■雨水の侵入をふせぐ
　レベル設定
基本的に庁舎の床レベルは、ゆ
るやかな勾配で擦り付くことに
より、雨水の侵入をなくす排水
の外構計画とします。

■窓掃除を容易に行える計画
窓の清掃が行いやすい計画とし
ます。2階はテラスから容易に
外部清掃が可能で、東面北面に
は大面積の窓は設けず、内部か
らの掃除を可能とします。

■有資格者不要な機器の採用
メンテナンスが容易で専門的な
操作が不要で取り扱い易い設備
機器とします。

■補助金の活用
通常、ZEB 化を実現するにあたり、イニシャル
コストが多くかかってしまいますが、環境省に
よる補助金事業等 ( 本年度は「建築物等の脱炭
素化・レジリエンス強化促進事業」。間接補助
事業の 2/3 を支援 ) を活用することで追加のイ
ニシャルコストを低減します。例えば、今回採
用を検討している地中熱ヒートポンプと、灯油
＋空気熱ヒートポンプの比較において、補助金
を活用することでイニシャルコストを抑えるこ
とができ、10年以内にはトータルコストを回
収できる試算となります。
■ZEB 化のシミュレーション
提案の建物においてシミュレーションを行い、
ZEB 化を実現できることを確認しました。設
計上の工夫により使用するエネルギーを大幅
に低減させ、省エネルギーである地中熱利用
により 55%分のエネルギーをまかなう計画と
しています。そして残りの 45％分のエネル
ギーは太陽光発電による創エネルギーで相殺
し、エネルギー消費量ゼロを実現します。

ZEB 化に加え、清掃費の縮減などにより、さらなるトータルコストの縮減を図ります。

■暖かさを感じられる南側に村民が使う室
寒さが厳しくなる冬季においても、日が当たり、温かさを
感じられる南側に村民が利用する諸室を計画することで外
からの来庁舎を温かく迎えます。北側には機械室や書庫、
備蓄倉庫など空調が不要な室を配置することで空調負荷を
低減します。

■恵まれた日照環境を利用した太陽光発電
ZEB 化を図る上で必要な太陽光パネルの個数をシミュ
レーションにより算出し、イニシャルコストを抑え、
必要最低限の設置数にて計画します。発電効率の高い
南側に太陽光パネルを設置し、エネルギーの供給量を
高め、蓄電池と組み合わせることで電力の自給自足、
ピークカットによる節電を図ることも可能です。

■シミュレーション結果を踏まえた実現性の
　高い地中熱利用
南側の駐車場に設置可能なチューブ管の本数を
シミュレートし、1階のフロア全てと 2階の避
難所となるホール、和室において地中熱ヒート
ポンプシステムによる輻射冷暖房パネル ( 一部
ファンコイルユニット ) の空調を提案します。

ZEB 化を図る上で採用を検討した創エネルギー案
■省エネルギー化を図れるシステム、機器の採用
・全館 LED照明 ( 人感センサー、昼光利用照明制御 )
・雨水・中水システム ( トイレの洗浄水 )
・超節水型衛生器具 ( 洗浄水量の削減 )
・電力のデマンドレスポンス制御
  ( ピークカットにより契約電力を抑制 )
・全熱交換器による換気設備

■両面採光の確保と方位に適した庇 ( テラス )
執務エリアは両面採光を確保し、明るく自然換気を可
能とし、南側の庇を兼ねた奥行の深いテラスや、軒の
深い屋根形状により、日射遮蔽を軽減させ、熱負荷の
抑制を図ります。

■外皮性能の向上
ZEB 化を図る上で採用を検討した省エネルギー案

Low-E ペアガラスの採用や、外断熱化を図るこ
とで外皮性能を高め、熱負荷を抑制、省エネル
ギー化を図ります。また、建物をシンプルな形
状とすることで無駄な外皮面積を削減すると共
に熱負荷につながるガラス面は極力少なくし熱
負荷の抑制を図ります。

川上村の主力産業である農業において気象の変動は大きな影響をもたらします。村民の生活を守るためにも地球温暖化防止の促進
に寄与し、宙 ( そら ) に一番近い庁舎 ( 日本で一番標高の高い場所に建つ庁舎 ) として自然の恵みを最大限に活用できる施設を目指
します。

機械室
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全熱交換機の採用

太陽光発電パネルの採用
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照明の採用

地中熱利用

南北に開口部を
設け、通風を確保

雨水をトイレの洗浄水に利用
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想定導入設備概要
外皮：Low-Eペアガラス、外断熱
照明：LED照明、照明制御
空調：地中熱HP(流量・台数制御)、
            全熱交換機
換気：機械室換気の温度発停
給湯：節水・湯型機器、給湯器
            (電気温水器・LPG)
昇降機：電力回生ブレーキ機能付き
他    ：パッシブ手法

・Low-Eペアガラス、
　高性能GW
・LED照明、照明制御
・EHP高効率空調機、
　全熱交換機
・太陽光発電設備 50KW

ZEB達成
0.46-創エネ(太陽光50kw)  BEI値=0
消費エネルギーを基準値から
50％以上削減し、残りの
エネルギーを太陽光発電で
まかなう

空調

換気

照明

給湯

導
入
設
備
概
要

充実したバックアップ体制

■相互理解と合意形成の手法

実務経験 30 年以上のベテランスタッフや川上村での業
務実績を持つ、各分野の専門的な知識を持つ技術者に
よって構成したサポートチームによる十分なバック
アップ体制をつくり、設計チームをサポートします。

　今回の新庁舎・総合防災センターを担当する設計チームは庁舎建築だけでなく、不特定多数の集
まる複合施設の設計実績が豊富で、特に寒冷地建築に精通しています。また、村の大切な資源であ
る木材の有効活用においても村担当者をはじめ、関係者の方々と共に川上村らしさでもある集まっ
て最適解を導く設計チーム編成をします。

■豊富な設計実績を活かした川上村庁舎のためのメンバー構成

②視覚的なプレゼンテーション①EBD（Evidence-based-Design) 根拠に基づく設計 ③ワークショップやパブリックコメント
模型や CG・スケッチ等の視覚的に分かりやすい資料を用い、相互理解を深めます。BIM やコンピュータシュミレーション等を実施し、根拠に基づく適切な設計を行います。 住民の意見収集や参加による記憶に残る合意形成に努めます。住民の意見収集や参加による記憶に残る合意形成に努めます。

■「村民・議会・職員」と共有する取組体制と品質・コスト・工程のプロセス

環境シミュレーション
３次元モデル

サポートチーム

品質管理室BIM推進室

技術担当、審査担当
による品質管理

川上村

BIM推進室 etc...

品質管理室
（技術担当、審査担当）

意匠主任技術者
 + 担当チーム

設計レビュー
（ISO9001:品質管理）

積算主任技術者
+ 担当チーム

バックアップ
社内

構造主任技術者
+ 担当チーム

総括責任者
（管理技術者）

機械主任技術者
+ 担当チーム

電気主任技術者
+ 担当チーム

検討・協議 対話・情報共有最適解

協議窓口の一元化
「対話を重視」

庁舎・防災センター・寒冷地・ZEB化
本計画の与条件に最適なチーム編成

検証
チェック サポートチーム

年度

月

全体工程

建設工程

二酸化炭素排出抑制対策
( 補助事業 ) 申請・工事工程

設計工程

現地調査

基本設計案作成

構造計画・設備諸元

概算工事費算出

基本設計案・与条件再確認

実施設計図作成

申請・届出

積算

木材利用

発注者確認 (      )

調査・成果品まとめ

▼

実施設計 (3 カ月 ) 工事期間 (15 カ月 ) 備品・引越
解体設計 発注準備 工事期間

外構設計 発注準備 外構工事

新庁舎供用開始基本設計 (6.5 カ月 ) 実施設計 (9.5 カ月 ) 発注準備

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度

6月 7月 8月 9月 10 月11 月 12 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月11 月12 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月11 月12 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月11 月12 月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月1月

▼基本設計案

▼方針決定 ▼具体案確認

▼基本設計完了

一般図確定

調整 ( 構造・設備 )

基本設計考案

提案

基本設計図 一般図確定 実施設計図 成果品

詳細設計 まとめ

仮受付

▼

▼

架構モデル、各室設備スペック

▼本申請

準備工 地上躯体基礎工事

公募申請・審査 採択 業者選定 地中熱交換器 設置 実績報告 交付申請 業者選定 横引配管・機器配管設置 実績報告試運転

屋根・外装 内装・設備
外構 ( 新庁舎廻り )

試運転・検査 引越

全ての村民に愛される庁舎とする為に積極的な住民参加プロセスを提案・履行します

住民へのわかりやすい説明と意見の聴取 記憶と形に残るワークショップを開催現場見学会を開催し、住民の理解を促進
　基本設計素案、基
本設計案の取りまと
め後に住民説明会を
開き、積極的に意見
の聴取を行い、基本
設計、実施設計への
反映を検討します。 模型を活用した住民説明会 工事工程の節目に行う現場見学会

　内装や家具工事
は村民参加で加工
作業を行います。
参加した方の名前
を彫り込むなど、
記憶だけでなく、
形に残るワーク
ショップとします。

1 2 3
　木造部分の建て方
の終了時など、建設
工事の節目には現場
見学会を実施し、竣
工時には多くの村民
がすでに親しみを持
てる庁舎建設としま
す。 内壁に参加者の名前を刻むWS

1Fフロア＋
2Fホール・和室の
空調分

深さ75ｍ×78本の
ボアホール
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