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住み易さ
の向上

地域
らしさ

環境保全

所在地

北海道上川郡下川町班渓2326-1の内

建築主

下川町

設　計

建築：櫻井 百子ーアトリエmomo
　 　　川崎 芳弘（共同設計）
　 　　中舘 誠治ーNDスタジオ（設計協力）
　 　　田村 美紀ーNDスタジオ（設計協力）
　 　　構造：山下 純　 ーJ建築システム株式会社
　 　　門馬 寛之ーJ建築システム株式会社
　 　　
　 　　
設備：山道 正朋ー(株) 山道設備設計事務所
　 　　伊藤 朋哉ー(株) 山道設備設計事務所
　 　　
　 　　

積算：堀野 博　 ー(株) 桂積算
　 　　安達 直人ー(株) 桂積算
　 　　
　 　　工事施工

市村・丸昭高橋経常建設共同企業体
現場代理人　：山本 明史ー株式会社 市村組
電気設備工事：西村 利幸ー西村電気株式会社

エコハウス
美桑

環境省 エコモデルハウス事業
http://f-ecohouse.prv.srp-tech.net/index.html

下川町 エコモデルハウス事業
http://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/

建築概要
敷地面積 ：916.42㎡ (277.7坪)
建築面積 ：177.46㎡ (  53.7坪)
延床面積 ：249.30㎡ (  75.5坪)

構　　造 ：木造在来工法

合計

合計床面積 199.83㎡

１階床面積 110.89㎡

249.30㎡

160.36㎡
２階床面積 88.94㎡ 88.94㎡

住居棟 車庫棟
49.47㎡

49.47㎡

階　　数 ：地上２階　

工事監督員：勝元 則雄
（下川町役場建設林務課 建設グループ）

機械設備工事：堀 雅之　 ー(株)木本動力工業所

砂利：下川建設興業株式会社
生コン：株式会社 ひまわり
ボーリング（地中熱HP)：株式会社 日伸テクノ
木材：下川町森林組合
プレカット：株式会社ノムラ
カーポート：株式会社コバエンジニア
防水：日本防水総業株式会社旭川
屋根板金(プルーフ防水)
　　　　　：北長金日米建材株式会社
屋上緑化：三井物産フォレスト株式会社

木製サッシ：株式会社ノルド
木製建具工事：株式会社かんの
造作家具：有限会社ウエーブ

断熱材：(株) 木の繊維
　 　　　王子製袋株式会社

左官工事：佐藤左官工業
タイル工事：株式会社北洋タイル

塗装工事：株式会社ひだの塗装工業

エレベータ：三菱電機ビルテクノサービス
　 　　　　   有限会社都意工機

サイン制作：株式会社セダー

美桑ロゴ制作：梅村 守
美桑DVD制作：安養 博行

お名前書ききれませんが、
短い工期の中、冬期中の工事で
たくさんの方々にご尽力頂きました。
本当にありがとうございました。
また、下川町地域振興課の方々、
ふるさと振興公社の方々、
プロポーザルコンペ審査員の皆様
にも大変お世話になりました。

この場をかりて感謝申し上げます。
ありがとうございました。

浄化槽：フジクリーン工業株式会社

設備概要
暖房設備：
・地中熱ヒートポンプ（100m×1本）
　（SUNPOTヒートポンプユニット）
・ペレットボイラー
　（BIOTECH社　Top Light M）
・ペレットストーブ
　（エンバイロ mini）
給湯設備：
・ペレットボイラー
　（BIOTECH社　Top Light M）
・灯油ボイラー（SUNPOT）

切替
使用

切替
使用

換気設備：
・床下給気ファン（SUNPOT）
・排気レジスター（GOODMAN）
・外部フード（シルファー）
衛生設備：
・衛生陶器、水栓金具（TOTO）
・浴槽（高岡桶店）
電気設備：
・LED照明器具等（DAIKO）
・太陽光パネル（三菱電機）

断熱仕様
土間下：FP板（b-2）t=200敷き込み
基　礎：FP板（b-2）t=100打込
壁　　：ウッドファイバーボード（下川材製）
　　　　t=200充填＋t=100外張（木の繊維）
屋根　：セルロースファイバーブローイング
　　 　　t=500（王子製袋株式会社）
外部サッシ：ノルドフェンスター（NORD）
　　　　　　トリプルガラスダブルLow-e
　　　　　　グリーン

仕上等
＜外部＞
外壁：木酢液浸漬燻煙処理カラマツ材 t18
押縁：カラマツ材 
　　　(大)45×45@333 ｳｯﾄﾞﾛﾝｸﾞｴｺ塗装  
   　　(小)30×18@333 木酢液浸漬燻煙処理材
屋根：エコラミ鋼板(プルーフ防水)t0.4
　 　　アスファルトフェルト430（20kg）
　　　構造用合板 t12
　　　通気層t100
　　　垂木45x200@333
　　　母屋100x100@1100
　　　構造用合板t12
軒天：構造用合板t12
　　　タル木 45×200　@333 
　　　（共にウッドロングエコ同等品塗装）
＜内部＞
床：１階ーシンダーコンクリートt=100の上
　 　　　　（内部床暖房配管）
　　　　　炭モルタルt=30
　 　１階小上りーカラマツトップt=30
　 　　　　　　　ｵｽﾓﾌﾛｱｰｸﾘｱｰﾗﾋﾟｯﾄ2゙回塗り
　　２階ーカラマツフローリングt=15
　 　　　　ｵｽﾓﾌﾛｱｰｸﾘｱｰﾗﾋﾟｯﾄﾞ2回塗り
壁：稚内産珪藻土
天井：１階ーカラマツ集成材構造あらわし
　 　　　　　カラマツ構造用合板あらわし
　 　　子供室１ーカラマツ羽目板　 t=9素地
　 　　２階ーJPBt=9.5WEP塗装
　 　　浴室ーカラマツ羽目板　t=12素地
階段：カラマツ集成材　 t=30
　 　   ｷｬﾋﾟﾀﾙﾍﾟｲﾝﾄﾌﾚｯｼｭｱｸｱﾉﾝｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ2回塗り
木部：ｷｬﾋﾟﾀﾙﾍﾟｲﾝﾄﾌﾚｯｼｭｱｸｱﾌﾗｯﾄ全消2回塗り
建具：カラマツ３層合板
　 　　ｷｬﾋﾟﾀﾙﾍﾟｲﾝﾄﾌﾚｯｼｭｱｸｱﾌﾗｯﾄ全消2回塗り
　 　　障子ータモ集成材
　　　　　　下川産ヤナギペーパー貼り
造作家具：カラマツ３層合板
　 　　ｷｬﾋﾟﾀﾙﾍﾟｲﾝﾄﾌﾚｯｼｭｱｸｱﾌﾗｯﾄ全消2回塗り

環境性能
FSCプロジェクト認証取得
（FSC認証材：構造材／下地材／仕上材／
　 外構材／三層合板建具／三層合板家具）
ウッドマイルズ算出
・ウッドマイルズ　 157km
・ウッドマイレージ　 12,631m3・km
　（一般的施設全国平均の1/27)
・ウッドマイレージCO2　1,670kg-CO2
　 （一般的施設と比較して81.8%削減）
・流通把握度　98.16%
CASBEEーすまい[戸建]
・BEE=5.7　 Sランク　 ★★★★★

環境省専門家：
東海大学 建築・環境デザイン学科教授
大野 仰一
環境省窓口担当：
有限会社北海道建築工房
小室 雅伸
環境アドバイザー：
北海道立北方建築総合研究所
福島 明

設計期間 ：2009年8月～2009年9月
工事期間 ：2009年12月～2010年3月

サポート頂いた方々

ストーブ：株式会社建創社

外構：神長 敬　 ー株式会社 KITABA
　 　　松原 純一ー株式会社 KITABA
　 　　佐藤 潤子ー株式会社 KITABA
　 　　
　 　　

下川ヤナギペーパー制作：工房アルティスタ

隙間相当面積（C値）：0.7㎠／㎡
熱損失係数　（Q値）：0.8W／㎡K


