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特集

木造施設がひらく
工務店の生き残る道

中大規模木造施設における工務店の成長戦略
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工務店の木造施設取り組み事例
専属大工の力を発揮し
設計事務所との協働で施設参入	

コアー建築工房［大阪府堺市］

公民連携プロジェクト事例
小学校断熱ワークショップ通じ
利益生みつつ行政課題解決も	

岡山県津山市×兵恵建設×息吹木の家

“地域材活用促進の手引き”	策定し
発注・設計・施工者間の情報共有サポート

木造施設をゆるやかに規格化
工務店の仕事増加の一助に
木造施設の肝は「防火」と「構造」
施設でも住宅の蓄積は生きる

住宅事業と両立ねらい
地元工務店と共同企業体に
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038	 住まい手に聞く「リフォームの本音」	 ◉大菅	力
	 第65回　「偶然」を最大限に生かしたリノベーション

［連載］ベンチマーク工務店事例

046	 松尾和也のエコハウス設計作法	 ◉松尾和也

050	 木造住宅	「耐久性向上」	のレシピ	 ◉大菅	力

058	 地方工務店PR戦略	 ◉コマツアキラ

064	 弁護士秋野卓生の法律教室	 ◉秋野卓生

068	 集客メソッド研究所	 ◉モンタージュ・ライフスタイルラボラトリー

［連載］すぐに役立つBuilder's	Hack

002	 家＋具｜31　ふたつの寛ぎ	 ◉小泉	誠
072	 工務店女子座談会	 ◉工務店女子＋編集部
074	 NOBEX工務店トレーニングジム	 ◉野辺公一

［連載］オピニオン

※「顧客の感性を刺激する！トレンド×インテリア」は都合により今号は休載いたします

表紙写真：ホテルみつわ屋大阪
（スウィング／撮影：スターリン・エルメンドルフ）

031	 ウワサの工務店 探求隊
032	 感性の調和がブランド力に
	 本物の「上質な暮らし」を提案	

アーキネット［奈良市］
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［特集］

2030年度には着工戸数が60万戸まで減少すると見込まれる新築住宅市場。

リフォーム市場も6～7兆円ほどで推移すると見られており、

地元で実直に家づくりを手掛けてきた工務店は、生き残りを賭け、

自社の事業を再考しなければならない時期に差し掛かっている。

「確かな木造技術」を持つ工務店にとって、

「非住宅木造」分野は、果たして生き残る道のひとつとなりえるのか ──。

本特集では、工務店主導で進む「木造施設規格化プロジェクト」や

木造施設の先進事例、公民連携モデルなどを紹介。

工務店にとっての木造施設の可能性を探る。
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写真：訪問看護ステーション「ポプラ」（スウィング／写真：平井美行）
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2017年5月、工務店が地域の木造施設市場に参入することを目指して発足した木造施設協議会。
今では加盟工務店47社、登録設計事務所100社、協賛会員9社、サポーター会員12人に達しており、
「木造施設の規格化プロジェクト」も進行中だ。
代表理事の相羽健太郎さん（相羽建設社長）に、工務店が木造施設を手掛ける意味や、
他の事業者との連携の可能性、そして規格化プロジェクトのねらいについて話を聞いた。

地域の木造施設は  
工務店こそ向いている

木造施設協議会では、延べ床面積
1000㎡以下、現実的には300～
500㎡ほどの、①幼稚園や保育園など
の文教施設 ②福祉・介護施設 ③医院
といった施設を“３つの柱”として考
えています。
1000㎡以下、特に300～ 500㎡

程度の施設を利用するのは、その地
域の人に限定されるでしょう。しか
し、大手ハウスメーカーなど、地域と
縁のない企業が、地元の企業や事業主
から受注を得ているのもまた現実です。
地域の小規模施設を年に1～2棟つ
くってきた工務店は少なくないはずで
す。ただ、工務店がそれを主張しない
ので、施設をつくりたい企業、事業主
はどこに依頼すべきかがわからない。
結果として、紹介やブランド力、融資
の受けやすさで大手に発注してしまう
のです。

これでは寂しいと思いませんか。地
域の人が使う施設は、地域工務店が建
てるべきではないでしょうか。施設建
築を自社の事業の一角に据えること
で、“工務店の仕事”を増やすことに
もなります。

 ――地域工務店の施設市場への参入
は、どんな意味があるのでしょうか。

住宅はB to Cのビジネスですが、C
のパイが減る中で、B to Bの視点を持た
ないと経営は厳しくなる一方です。とは
いえ、そう難しい話ではなく「顧客がた
またま法人・事業者だった」というぐ
らいでいいと思うんです。法人・事業
者が顧客になれば、管理業務も増える。
メンテナンスや修繕は住宅と同様に
発生しますし、規模も大きいので、
利益は住宅以上になります。
また、ひとつの法人・事業者が、複
数の事業を展開していたり、複数の施
設を持っていたりしますね。住宅で十
分な売り上げを確保するためには一定
数の顧客を掴まざるを得ませんが、
法人なら1社との付き合いでも、十
分な利益を得られる可能性もありま
す。価値観が合致すれば、ビジネス上
幸せな関係を築けるのではないでしょ
うか。
永続性、継続性は、工務店の経営
テーマのひとつでもありますが、B to B
の視点は、必要不可欠だと思います。
もちろん、B to Bのビジネス であっ
ても、住宅が事業の根幹です。家づく

りを通じて「丁寧だ」とか「アフター
ケアが手厚い」というイメージを与え
られるからこそ、工務店が施設を受注
することができる。施設オンリーに業
態を転換するのではなく、あくまでも
「工務店の仕事を増やす」ことを目指し
ています。

元請け以外の受注ルートも

――工務店が施設を受注する場合、ど
のようなルートがあるでしょうか。

まず考えられるのが、「プロフェッ
ショナルとしての力を付加価値として
仕事を得ること」です。特に、社員大
工を抱えている工務店は、木工事の専
門工事業として生き残っていく道が拓
けるのではないでしょうか。
いま、木造施設の分野で工務店に
求められているのは「木という素材を
上手に料理する力」です。工務店は
住宅のプロですが、木工事、とりわけ
造作ができる大工の力を生かせば「木
のプロ」に転換していくことができ、
付加価値を手に入れることができます。
ゼネコンの下請けに入るとしても、
宮大工のような付加価値を持つこと
で、然るべき対価を得ることができる
でしょう。実際に、木工事専門で元請
けはしない、という工務店も現れてい
ます。
また、プレカット事業者と連携する
道もあります。上棟までを請け負う事
業者が増えていますが、工務店を紹介

木造施設をゆるやかに規格化
工務店の仕事増加の一助に

voice.1
木造施設協議会代表理事 相羽健太郎さんに聞く
「木造施設規格化のねらい」

木造施設協議会代表理事
相羽 健太郎 さん

これからの木造施設
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してほしいという相談も多く寄せられ
ています。プレカット事業者は一定の
資産を持っているので、売上額の小さ
い工務店では資金繰りが厳しくなりが
ちな額の案件でも銀行から融資を受け
やすいのが、プレカット事業者と組む
ひとつの利点です。
もうひとつ、構造設計の問題があり
ます。住宅中心の工務店は、構造設計
が不得手、要は伏図が書けないことが
多い。実は、伏図を持っているのはプ
レカット事業者で、たいていの構造は
プレカット事業者の力で実現できるの
です。プレカット事業者も製造者責任
の一端を担いますから、構造について
一定のエビデンスや、保証能力も有し
ています。財務と構造の双方でエビデ
ンスを持っているプレカット事業者
が、元請け企業になることは、十分考
えられる姿なのではないでしょうか。

小資本連携で関係を築く
受注に関しては「公民連携」の事例
も地方を中心に現れ始めていますね
［P026に公民連携事例掲載］。人口
減少や高齢化、過疎化といった行政課
題に対し、地域工務店が民間の立場か
ら関わっていくことは、今後避けられ
ない道でしょう。まだ全国で20弱程
度の自治体ではありますが、民間提案
制度もあります。採択されれば、随意
契約が保証されるので、インセンティ
ブは大きいと言えます。
協議会としては、行政も含めて、小
資本連携の道を模索したいという想い
があります。工務店が１社で抱えられ
る人材にも限りがありますから、小さ
な資本が集まってチームを組んで、お
互いにないものを補完しながら施設を
手掛けていく方法を探りたいですね。
私が考えるのは、プロジェクトごと
にチームを組むIT業界のような姿です。
ひとつの案件が終われば、チームは解
散するけど、人の関係は残るというの

が理想的なあり方。その関係性が営業
力であり施工力であり、あるいは信用
力にもなるのです。

障壁は施設対応の現場監督

 ――木造施設を手掛けるうえで、何か
課題になっていることはありますか。

木造施設を建てられる大工以上に、
施設の現場を監理できる現場監督の不
足は悩みの種です。現場監督が施設に
不慣れだと、手戻りも増えますし、住
宅と同じ単価で発注してしまってコス
トが膨れ上がってしまうこともありま
す。例えば、施設でボード張りを大工
に担当させると、かなりお金がかかる。
だから野丁場の職人も使えなくてはい
けないのです。監理のフォーマットも
できていないのに、必要書類も多い。
そんな勝手の違いが利益につながらな
い原因になっています。
ゼネコンなどで施設の経験がある人
を雇用しても、案件がない時には住
宅の現場に回すことになりますよね。
施設の現場を一気通貫で見られる監
督がいないことは、大工以上の問題
になっているのです。

ライトな規格化で不安を軽減

 ――協議会では、今年 1 月から木造
施設の設計規格化プロジェクトが始
まりましたが、そのねらいは。

協議会も3期目に入りましたが、会
員の工務店から話を聞くと、思ったよ
りも各社、施設の受注ができていたん
です。そのため、次の段階の課題とし
て「設計手法」が浮上してきました。 
   規格化を進めるにあたっては、汎用
性、つまり“普通”であることを重視
しています。安井昇さん（桜設計集
団）にご協力いただき、中心にCLT
や構造用合板で「コア」を建てて、水
平構面で剛性を確保するという構造を
考えていただきました［図１参照］。
かなりゆるやかな規格化ですが、施

設の用途や工務店の得手不得手に応じ
て選択できることを重視したためです。
工務店は、アレンジする能力を持って
いますから、余白を大きくしておくこ
とが大切なのです。
プレカットや材の制限もありません
し、パネル工法を組み込むことも可能
です。規格化というより、ルール化と
呼ぶほうがいいかもしれませんね。

 ――年に何棟も建てる住宅と違って、
年 1～2 棟の施設において、規格化す
る意味とは何でしょうか。

定型はどんな用途の建築物にもあり
ます。最も定型化が進んでいるのは、
高齢者施設でしょう。補助金の要件も
あり、サ高住ならこう、グループホー
ムはこう、と、かたちがしっかり決
まっていますから。
法規制の緩和もあり、木造の高層化
も進むでしょう。高層になるほど構造
の重要性も増すので、規格化が果たす
役割は大きいかもしれません。しかし、
小規模な施設はほとんどが低層で、多
くの工務店はそれなりに経験している。
受注件数も住宅に比べれば少ないの
で、規格化せず、一品生産でも十分に
戦える市場だと考えています。
一方で、小規模とはいえ住宅よりは
大きいですから、つくる過程で「本当
にこれで大丈夫？」と不安になること
もあると思いますし、安全側に振りす
ぎて余計なコストがかかることも考え
られます。今回の規格化は、そうした
不安を払拭してもらうのも目的のひと
つです。

［図１］木造施設規格化のコアイメージ

水平構面で剛性を担保

コア

CLTや耐力壁で
つくる

基礎基礎

コアコア
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――住宅と施設、設計上はどのよ
うな違いがあるのでしょうか。

最大の違いは、その建築物を使う人
の層や数にあるのではないでしょうか。
住宅だったら、そこに住む人々と顔を
合わせながら設計を進めていく。しか
し施設は、オーナーや企業の担当者な
ど、ごく限られた人と打ち合わせをして
つくり、竣工後に利用するのは不特定
多数になります。
さらに、利用する人数も、住宅に比
べれば多くなりますね。そのため、防
火や避難経路など、防災の観点がより
強く要求されることになるのです。
構造や工法に対する考え方も大きく
変わります。住宅なら、一間半から二
間スパンで部屋を構成していけばいい。
しかし施設の場合、小規模でも三間、
四間のスパンが必要になるかもしれず、
普段とは違う工法を用いる必要性が出
てくる可能性があります。
この2点以外は、住宅と施設でさほ
ど大きな違いはないと考えています。
防火と構造の2つをクリアできれば、
住宅の経験しかない人でも、施設の
設計は十分に可能です。

求められる形態から考える

――他に考慮すべき点はありますか。

    地域の特性やニーズの関係と、ビ
ルディングタイプ（施設の類型）を
整理すると良いかもしれません。都心

部では１階を店舗や事務所にする併用
住宅、郊外や地方なら平屋か2階建て
の独立した施設、というように。
都市部の狭小3階建て併用住宅は、
防火規制も厳しいですし、1階の間口を広
く取りつつ耐震性を確保する構造を考え
なくてはいけません。平屋や2階建ては、
防火規制はゆるやかですが、規模が大き
くなると避難経路の設計が要求されます。
鉛直力を支えるための構造も必要で
す。大スパンを実現するには、大断面
集成材やトラス、張弦梁などいくつか
工法がありますが、屋根で何ｍスパ
ンならこれ、床ならこれと、ある程
度標準化するのが良いでしょう。

ビルの手法を木造に応用

――規格化プロジェクトでは、CLTで
コアをつくり、水平構面で剛性を確保
するアイデアを出されたとか。

水まわり設備や、階段を１カ所に固
めてコアをつくり、広い空間を確保す
る手法は、S造やRC造などではごく
ありふれた方法です。その手法を木造
建築に応用することで、木造でも大空
間が実現できるのです。
現代の木造住宅は、耐力壁の壁量さ
え確保すれば、かなり自由に設計がで
きます。それゆえに、顧客の要望に応
えたら構造材の材積が増え、コストが
増大してしまうこともあります。
今回のプロジェクトでは、経済性も
重視し、なるべくシンプルな躯体をつ

くれるような内容を目指しました。コア
は必ずCLTを使え、ということではあ
りません。構造用合板や筋交いによる
耐力壁を用いてもかまいません。

施設の “ 住宅的 ” な部分を 
理解する

――工務店は、木造施設や非住宅木造
建築という分野をどう捉えれば？

   住宅と施設の間に、明確に線を引
いて構える必要はないのではないで
しょうか。工務店がターゲットにする
であろう保育園や医院、高齢者施設は、
非住宅とはいえ、住宅にとても近い側面
を持っています。高齢者施設は、そこで
人が生活する施設です。病院も、体調
を崩して治療に行く場で、人によっては
その後も通院する必要もある。つまり、
長い時間を過ごす空間であるのです。
    住宅は、1日のうち3分の1～半分
ほどを過ごすための空間です。施設も、
長時間そこで過ごす用途であれば、木
造化・木質化が利用者を喜ばせること
につながるのではないでしょうか。例
えば病院で、待合室だけを木質化する
のでも、影響は大きいと思います。
   「靴を脱ぐ」かどうかも、実は重要
なポイントだと考えています。先ほど
お話ししたような用途なら、靴を脱い
で入るでしょう。これも木造施設が住
宅の延長線上にあるものだといえるポ
イントです。住宅設計で培ったセンス
が生かせるのではないでしょうか。

木造施設の肝は「防火」と「構造」
施設でも住宅の蓄積は生きる
施設は、小規模であっても住宅よりも大きく、用途もひとつではない。
住宅の設計が得意という人でも、施設となると、
「何がポイントになるのかわからない」と感じることもある。
木造施設協議会の規格化プロジェクトにも関わる安井昇さん（桜設計集団）は、
防火と構造さえ理解すれば、施設の設計は難しいものではないと説く。

桜設計集団 安井昇さんに聞く
「木造施設設計のコツ」

voice.2

これからの木造施設

桜設計集団 安井 昇さん

1912plusone_P008-011,P026-027.indd   10 2019/11/25   18:11
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木造施設協議会に加盟するHORI建築（京都府福知山市）は、
同協議会の規格化プロジェクトのモニターとして、
同府京丹後市内で物流会社の木造倉庫事務所を建築中だ。
1階延べ床面積60坪、2階延べ床面積60坪の総2階で、2つのコアを設けたプランが特徴。
voice.2の安井さんからアドバイスを受けながら、社長の堀昌彦さんが自ら設計した。

住宅事業と両立ねらい
地元工務店と共

ジ ョ イ ン ト

同企
ベ ン チ ャ ー

業体に

同事務所のプランは、両端に１つ
ずつコアをつくり、水まわりやト
ラックドライバーのためのミーティ
ングルームにあてるというもの。工
法は、コストパフォーマンスを考慮
した結果、2×4を採用した。躯体
の工事を担当するフレーマーは、構
造材の供給元を通じて、新たな業者
に依頼。造作は、普段から同社の仕
事をしている大工が請け負う、とい
う分担だ。
事務所と同時に、S造の倉庫（延
べ床面積4500㎡）とトラックの整
備棟も受注している。木造の事務所
と合わせるとかなりの規模の現場に
なるため、地元で施設建築などの実
績が豊富な柏原工務店（京都府福知
山市）と、出資比率50対50の
ジョイントベンチャー（以下 JV、共

同企業体）を組んでいる。
実は堀さんは、高校卒業後、地元
のゼネコンに就職した経験を持つ。
多くのビルや施設の建設に関わり、
同社創業後も10年ほどは非住宅の
仕事が中心だったため、今回も「技
術的には自社だけでもできなくはな
かった」という。しかし「大規模な
工事なので、自社でやろうとすると
住宅関連の業務に支障が出てしま
う」。そのため、工事はJVとして請
け負うことを選んだ。

住宅以上にシビアな現場
施設と住宅の現場との違いとして
堀さんがまず挙げるのが「安全管理
の問題」だ。現場に入場する職人・
協力業者の人数が、住宅に比べてと
ても多い（約60人／日）うえ、新
しい業者も入ってくる。そのため、
建設業労働災害防止協会の講習を受
講させるなどして、安全衛生教育に
は気を遣い、さらに労働基準監督署
の現場パトロールにも対応しなくて
はならないという。
予算もシビアだ。堀さんは「実行
予算を確定し、事前発注する」こと
が、施設では必要だと説く。現場に
設置する事務所など、住宅の現場で
は発生しない場合が多いコストも組
み込まなくてはいけない。設計の段階
から「発注者が事業計画から想定す
る収益に見合うコストのものを提供
できるか」を考えなくてはならないの

も、施設ならではの難しさだという。
工期についても「事業開始の日程
は決まっている」ので、遅延は許さ
れない。そのため「天候不順なども
見込んで計画を立てなくてはいけな
い」（堀さん）。

施設の受注も縁が大事
今回の案件を受注したのは、本
業の住宅がきっかけだった。京丹
後市に本社を置く物流会社の社長
が、同社で自宅を建てたことを契機
に、経営者同士ということもあり堀
さんと意気投合。その時に倉庫を新
設する計画があった社長から「でき
るのだったらHORI建築さんにお願
いしたい」と相談された、という経
緯だ。
そのきっかけとなった住宅の受注
も、紹介によるものだった。「人や地
域の縁、地元からの信頼」が、住宅
の受注から施設の受注にまで発展し
ていった。堀さんは、今回の受注経
緯を振り返って「工務店のあるべき
姿だった」と話す。
同社では他にも、鞄メーカーの店
舗や美容院を木造で建てる案件を受
注している。今後は、住宅と同様に、
施設の業務フローを確立し、事業の
ひとつの柱にすることを目指す。
「5000万円程度の案件を、年に1
棟から2棟は受注できるようになれ
ば、トータルの売り上げは10億円
を見込める」（堀さん）。コア部分の耐力壁を施工している様子

11月18日から建て方が
始まった。竣工は2020
年3月の予定

example
HORI建築［京都府福知山市］
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中大規模木造施設における工務店の成長戦略

施設建築のポイントは
専門家との連携
阿部建設 代表取締役社長　阿部一雄さん

中大規模建築の木造化・木質化の潮流の中で、事務所や店舗、保育園など、さま
ざまな種類の施設建築への事業領域の拡大が工務店の重要な成長戦略として話
題にのぼるようになってきた。早くから非住宅木造施設の市場に進出し、着実
に実績を伸ばす阿部建設（愛知県名古屋市）社長の阿部一雄さんに、営業から受
注、アフターメンテナンスなど施設建築を事業化するためのポイントを聞いた。

　当社は、注文住宅を中心に事業展
開しているが、最近ではホームページ
に施設建築を明記していることで、介
護施設や教会など住宅以外の施設を
受注するケースが増えている。さらに、
昨年度末に竣工させたNPO法人発
注の障害者介護・支援施設のように、
施工だけでなく、設計業務や設計支
援に関わる事例も増えている。現在
は、木造施設協議会（事務局・静岡
県浜松市）などの団体に加入すること
で、木構造による住宅以外のさまざま
な施設建築の普及拡大に貢献したい
と考え活動している。
　昨年は、一般社団法人として「バリ

アフリー総合研究所・UD-ラボ東海」
［図参照］を設立した。これは、介護
施設などバリアフリーの施設を建設・
運営したい社会福祉法人などの事業
者に対し、建築士や弁護士、税理士
などが一体となって、施設（建築）の
ことだけでなく、組織づくりや就業規
定の作成、人材採用、事業運営に関
することまでワンストップでサポート
できる専門家ネットワーク。この組織
で事業を一括して請け負う活動を展
開している。

非住宅分野に大きな木造市場
　最近の木造建築の状況を見ると、

公共建築物等木造利用促進法が施行
された2010年から５年間で公共建築
の木造化率は8％から12％に拡大し、
特に低層の建築物は17％から26％へ
と拡大している。ただ、民間を含む住
宅以外の施設全体では、木造以外の
構造が84％を占めており、木造化の
余地は大きく、市場的な可能性も大き
いと考えている。
　特に、ドラッグストアやコンビニエ
ンスストアなど、鉄骨造の平屋建てを
中心とする低層の施設については、木
造化することによって、建設コストの
低減や工期短縮が図られるほか、CO2

削減など環境保全への貢献度が高ま
るといったメリットがある。木造は軽
いため、他の構造に比べ、相対的に
地盤対策に掛ける経費も軽減され、
平均で10～15％のコストダウンが期
待できる。さらに原価償却期間が早い
ので資産税対策上も有利だ。施設建
築に地域材を活用することで、地域
内でお金が回る仕組みを生み出すこと
もできる。
　木造化を促進する国や地方自治体
の実績（実例）を見ると、学校や保育園、
高齢者福祉施設など、多岐にわたる
施設の木造化が可能で、こうした状

阿部建設 代表取締役社長
阿部 一雄さん

バリアフリー総合研究所・ＵＤ-ラボ東海の概略図
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況が民間に波及していけば、事務所
や店舗、工場など、さまざまな施設の
木造化が広がっていくと期待できる。

　阿部建設が昨年度、行政の補助金
を活用して施工した障害者介護・支
援施設（建築面積・約140㎡）は、単
年度事業のため12月４日に上棟させ
た後、今年３月20日までに完成させ
るという経験のない急ピッチな工事
だった。当初の計画が予算に合致せ
ず、容積率を削る計画変更を行いな
がらも一定の評価を受ける施設として
完成できた。
　建築士によっては、どうしても特別
なデザインに傾注し、見積もり金額が
予算をオーバーするケースが少なくな
い。実体験を通じて、これからの施
設建築の木造化は、デザインを頑張
りすぎないシンプルな設計が普及につ
ながると考えている。
　施設建築の受注は、まず、土地探
しから始まることが多い。沿道などの
立地条件が良い土地は、ネットなどに
情報が出た段階では手遅れで確保で
きないパターンが多い。土地の確保は
金融機関経由などで内々に決定してし
まうことが多いので、工務店としても
普段から銀行などを通じた情報収集
が必要になる。金融機関と意思疎通
ができていると、事業や施設の規模
別にシミュレーションした概算の見積
もりに対する銀行の融資額なども把握
でき、事業の実現性を判断するのにも
役立つ。
　補助金を活用する施設建築の場合
は、設計から施工までを単年度で行
わなければならないケースも多く、木
材の調達なども考えると工務店が１社
で急な入札に対応することが難しい
こともあり、こうした場合に備え、設
計事務所を持つ工務店などと普段か
らコラボするなどの接触が必要になっ

上／東海木材相互市場の大口市場事務所［愛知県大口町］
下／イムマヌエル綜合伝道団・名古屋キリスト教会会堂［名古屋市］

頑張りすぎない木造化

　プランで大切なのは、「デザインと
機能の両立」と共に「可変性への対応」
だ。将来を見越した計画を立てても
社会ニーズの変化への対応は難しく、
また事業規模などの変化もあり、施設
建築の半数は新築後数十年の間に増
改築に至るケースが出てくる。そのた
め、あらかじめ可変性のある施設であ
ることが求められ、その点では他の構
造に比べて増改築がしやすい木造は
メリットが大きい。
　また、忘れてはいけないのが災害

対策。ハザードマップなどで建物が
立地する場所の地盤や特性を知ると
ともに災害対策につながる省エネ対
策は必須。太陽光発電など、自然エ
ネルギー利用は普段はランニングコス
トの削減につながり、有事の際は停電
になっても一定量の電力を自前で賄う
ことができ、非常時の電源や冷暖房に
使える。
　そのほか、より有用な提案を事業
者に対して行うために、CLTやZEB
（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）
に対する補助金活用など、行政の支
援施策に精通していることも求められ
る。　　　　　　　　　　　　（談）

施設計画は可変性も重要

てくる。
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施設事例 ❶

木造建築と省エネは親和性あり

　阿部建設は11月18日、UD-ラボ東
海に加盟する加藤設計（名古屋市、加
藤昌之代表）と共催で、東海木材相互
市場の大口市場事務所（愛知県大口
町）の見学会を行った。店舗や事務
所など周辺地域の施設のオーナーや
担当者などが参加した。同事務所は、
阿部建設が開発したＡパネ工法を採

用して加藤設計が設計。木造 2階建
て・延べ床面積1656㎡（建築面積
877㎡）で、２棟の建物を渡り廊下で
つなぐ形となっている。拡張樹脂アン
カー工法により一般流通材で大スパ
ンを実現したほか、木材同士を縫い
付ける接合技術（ウッドファスナー工
法）なども活用した。

　建築プランのねらいは、一般流通材
やCLTの活用のほか、将来的に太陽
光発電を設置した場合に年間1次エネ
ルギー消費量を50％削減できるZEB
基準を満たすことなど。加藤設計代
表の加藤さんは「木造建築は省エネ性
に優れているため、ZEB化に最適」と
説明する。

左／丸太の活用法を提案
した集会施設
右／意匠耐力壁を設けた
事務所棟のエントランス

左／トラスを切り取った意匠
が面白い２階廊下
右／平行弦トラスの採用で
大空間を実現した２階食堂

東海木材相互市場の大口市場事務所［愛知県大口町］
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施設事例 ❷

宇宙を想像させる会堂

　イムマヌエル綜合伝道団・名古屋
キリスト教会（名古屋市）は、教会と
して34年間使用した６階建てのビル
を解体し、跡地に１階を礼拝堂とホー
ル、2階を牧師住居とする延べ床面積
425㎡の新しい教会を建築、10月に
完成した。阿部建設が設計施工を担
当。建設構想は2011年にスタートし、
112回の委員会による検討を経て、設
計施工の事業者を選定するコンペを
行い、同社に決めた。

最大２００人による
催事が可能な礼
拝堂に続くホー
ル。音響の良さか
らオルガンの存在
感が増したという。
全館空調と床暖
房、自然光の採
光と日本伝統の漆
喰壁が好評

イムマヌエル綜合伝道団・名古屋キリスト教会の会堂。
周囲に溶け込む外観。SE構法を採用

自然光とバックライ
ト、天井のＬＥＤダ
ウンライトとボー
ル型の照明のバ
ランスが評価され
た。従来のベンチ
型の長椅子でなく
お互いの顔が見
えるように工夫さ
れた

イムマヌエル綜合伝道団・名古屋キリスト教会会堂［愛知県名古屋市］
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施設に必要な「事業性」
木質化がもたらす中長期的価値
スウィング［大阪市］

大阪を中心に活動する設計事務所・スウィング（大阪市）は、
大学の同級生だった金山大さんと小泉宙生さんの2人が共同代表となり、2006年に設立された。
組織系設計事務所でマンションなどを設計していた金山さんと、
アトリエ系事務所や材木店で木材を多用した空間づくりに携わっていた小泉さん、
それぞれのバックグラウンドを生かし、木造住宅から施設、店舗、事務所まで、
さまざまな用途の建築物を手掛けている。

SWIN G
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「利益を生む事業」が 
施設建築の条件

　同社における住宅と施設（非住宅）の
割合は3対7。施設を設計する際、特に
意識するのは「営利目的で使われるこ
と」だと小泉さんは話す。クライアント
は、事業のために一定の投資を行い、施
設を建てる。クライアントが投じた金
銭に見合うだけの価値を、建築物の設
計を通じて提供できるかがカギになる。
　用途はもちろん、似た事業内容で

あっても、クライアントによってはコ
ンセプトが大きく異なることも。その
ため、「事業という視点」をもったデザ
インやプランを考えることが不可欠だ。
工事が円滑に進まなくては、クライア
ントの不利益につながりかねないため、
コストや工期も厳密さが求められる。
　むしろ、事業性の観点からは、「クラ
イアントと同じ地域で事業を行ってい
る地元の工務店の方が、設計事務所よ
り有利な一面を持っている」という。工
務店は、社長が自ら顧客との打ち合わ

せに赴くことも珍しくはない。すると、
事業内容は違えど、顧客の事業に対し
て、同じ経営者の立場から説得力のあ
るアドバイスが可能に。工務店の社長
の意見が受注の決め手になることは十
分にありえる。

長期的な価値を重要視

　金山さんは施設事業において「将来、
事業の目的やビジョンが変化したとき、
器となる施設が耐えられるか」という視
点を大切にしている。例えばアパレル

会社概要

所在地：大阪市西区立売堀6-6-18 橘ビル3F
設　立：2006年10月
社　員：8人

p006-011.indd   17 2019/11/25   19:39
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ショップは、ファッションの流行に合わ
せて短期間でつくり変えられてしまう
ことも多い。業界の性格上、避けがたい
ことかもしれない。
　しかし、設計者としては「設計した店
舗が2～ 3年でなくなるのは切ない。
長期的な価値を持つものを創りたい」と
いう想いを持っているという。「流行の
ものはかっこいいが、懐疑的に見てい

る」（金山さん）。
　施設に対する中長期的な視点につい
て、クライアントは意識していない、気
づいていないことも多い。しかし、金山
さんが将来の「本当の価値」について話
をすると、クライアントや事業によって
「長期的」の捉え方に差はあるものの、
視点や意識は確かに変わるそうだ。価
値が将来も維持され使い続けられるこ

とは、一種のサステナビリティでもあ
り、経済的なメリットも生まれると考え
られる。

木材使用が 
施設の価値向上にも

　木材の使い方についても、住宅とは
違う視点を持つことが要求される。構
造は「木造でできる空間はなるべく木

建築概要

所 在 地：大阪市
構　   造：木造2階建
施工面積：276.34㎡

ホステルみつわ屋大阪 ［ゲストハウス］

インバウンド需要を見込んで大阪市内につく
られたゲストハウス（簡易宿所）。「オオサカの
町屋」をイメージして設計した。無垢カラマツ
の床材、構造用合板をそのまま利用してつくっ
たベッド、桜並木のある街路と花見窓を通じ
てつなぐラウンジなどが特徴。新築のゲスト
ハウスは、大阪市内では初めての事例。法や条
例への適合の点でも、細かな指導に対応した

写真：スターリン・エルメンドルフ（P016-018の４点）
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造にする」方針だが、難しいのは床材
だ。同社の手掛ける事例は、店舗や事務
所のように土足で利用される施設も多
く、木材の利用が難しいことも少なくな
い。木を使うにしても、どうしても選択
肢は狭まってしまう。
　さらに木は、新建材に比べれば傷も
つきやすい。住宅なら味や思い出にも
なるが、施設を利用する不特定多数が
木部の傷にどのような印象を持つか想
像するのは非常に困難だ。結局は「クラ
イアント次第」（小泉さん）になってし
まう。
　しかし、クライアントが無垢材の利
用を決断したことが、施設の評価を高
める結果につながった例もある。
　ゲストハウスの設計を依頼された時

のこと。「日本の普通の住まいが持つ空
気感を再現したい」というオーナーの要
望に対し、素足で気持ちの良いカラマ
ツ無垢材を床材にすることを提案した。
オーナーは、傷がついたり、色が変わっ
たりする可能性を承知で、2人の提案
を受け入れた。
　傷つきやすい分、オーナーも手入れ
をまめに行うようになり、美しい木をふ
んだんに使用した同施設を利用した外
国人からの評価は結果的に向上。イン
スタグラムにもたびたび写真が投稿さ
れ、オーナーからは「木にこだわってよ
かった」という声があがった。
　無垢材の利用が、その後利用される
中で特色を生み、設計者にとっても「建
築物を木質化することで、オーナーと

のコミュニケーションが多様化した」
（金山さん）という良い経験になったそ
うだ。
　また、地域材の利用は、地元の企業
や事業主にとっては「地域経済の活性
化につながる」など“響きやすい”要素
を持っている。同様に、地域の工務店・
職人がつくることも、地域の経済や文
化に貢献すると紐づけて考えやすく、
クライアントに理解されやすい一面を
持っていると言える。
　地域振興の観点からアプローチする
ことも、木造化・木質化の提案において
は有効だ。「地域主義的な工務店が増え
てくれば、設計者としても面白い」（小
泉さん）。

建築概要

所 在 地：和歌山県岩出市
構　   造：木造２階建
施工面積：204㎡

フレンチ Caprice ［飲食店+ 住宅］

地元出身のシェフが経営するフレンチレスト
ラン。クラス感にふさわしい空間、時間を客に
提供し、周辺からの喧騒を意識させない、独自
の世界観を形づくることがコンセプトだ。建築
は料理を楽しむための背景と捉え、主張しす
ぎないデザインで仕上げた

写真：平井美行（P019の４点）
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