エネルギーに配慮して

快 適 で 健 康・エ コ な住まいを!!

～エネルギーに配慮された新築住宅 ・モデル的省エネリフォーム事例集～

P１

エネルギー配慮型住宅のすすめ

P２

新築事例

P10

リフォーム事例

長野県建設部

エネルギー配慮型住宅（新築・リフォーム）のすすめ
私たちは「省エネ」と聞くと、暖冷房を使わずに「我慢」するというイメージになりがちですが、住
宅の断熱性能を上げることにより、暖冷房の効率が上がるため、我慢することなく冬あたたかく夏涼し
い、快適な住環境を実現することができます。
さらには、暖冷房費の削減や耐久性の向上、健康的な住まいの実現など、様々な効果が期待できます。

快適性の向上

健康的な住まい

住宅の断熱性や気密性を高めることにより、
部屋間や部屋内の温度差が小さくなるため、
家全体が快適な環境になります。

光熱費の節約

部屋間や部屋内の温度差によるヒートショッ
クを予防することができます。

耐久性の向上

暖冷房の効きが良くなり、電気・ガスなどの消
費量が減り、光熱費が節約できます。

結露による木材などの腐朽や建材の劣化を防
ぐことにより、住宅の耐久性が向上し、長持ち
します。

住宅の省エネ化には、断熱性の向上、日射遮蔽性能の向上、設備機器の高効率化、自然エネルギー
の活用など様々な方法があります。（新築・リフォーム共通）

屋根の日射遮蔽
・高反射屋根材の施工

太陽エネルギー利用
・太陽光発電システムの設置
・太陽熱利用システムの設置

壁の断熱
・壁への高性能断熱材の施工

オーニング等による日射遮蔽
・オーニング、庇などの設置

窓の断熱
・断熱性能の高いガラスやサッ
シの設置
・内窓の設置

窓の日射遮蔽
・日射遮蔽性能の高いガラスの
設置
・ブラインド、カーテン、和障
子などの設置
高効率な設備の導入
・暖冷房設備
・照明設備
・給湯設備 など
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天井・屋根の断熱
・天井裏への高性能断熱材の施工
・屋根への高性能断熱材の施工

床の断熱
・床面への高性能断熱材の施工

ドアの断熱
・断熱性能の高いドアの設置

土間床等の外周部の断熱
・土間床・基礎周りへの高性能断
熱材の施工

エネルギー配慮型住宅の新築事例
はじめに
長野県では、長野県地球温暖化対策条例に基づき、原則として住宅を含む全ての新築建築物を対象に、
建築主に環境エネルギー性能等に関する検討をいただくこととなっています。
住宅の建築にあたり、環境エネルギー性能等の検討をいただき、エネルギー配慮型住宅を建築された
一般的な事例をご紹介します。

環境エネルギー性能等検討制度のメリット
■建築主のメリット
  環境エネルギー性能がよい家は、丈夫で長
持ちするうえ、暖冷房に要するエネルギー消
費量が少なくなり、特に冬季の寒さが厳しい
長野県では、長期的にはお得となります。

■設計・建設事業者のメリット
  設計段階から建築主と良好な関係を築くこ
とにより、施工後も建築主から補修やリフォー
ムなどの相談を受けやすくなります。
  高性能・高付加価値な住宅の施工・販売を
扱う頻度が高くなります。

環境エネルギー性能等検討制度について
・環境エネルギー性能の検討
・自然エネルギー導入の検討

一体的に運用

●環境エネルギー性能
建築物の標準的なエネルギー消費量や費用、環境負荷を示す情報
➡ 県指定の「環境エネルギー性能評価指標」に基づいて算出・検討（９ページ参照）
●自然エネルギー導入
太陽光発電パネルや太陽熱温水器、地中熱利用空気調和システム、木質バイオマス熱（薪ストーブ、
ペレットストーブ）などを導入すること
➡ 県作成の説明マニュアルに基づいて導入を検討
URL http://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/shoene/kenchiku.html
●検討内容
 建築物の省エネ・環境性能を把握し、初期投資とランニングコストを考慮して、省エネ・環境性
能や自然エネルギー導入をどうするか、検討が義務づけられています。一定の性能の達成や設備の
導入を義務づけるものではありません。
※設計・建築事業者の方は建築主に対し検討に必要な情報の提供をお願いします。
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新築事例１
エネルギー配慮型住宅

新築事例 ／

N様邸

長野県に移住してこられたご夫婦が暮らす家

建設場所

安曇野市（地域区分４地域）

N

LDK

設計依頼時期

平成27年９月

しゅん工時期

平成28年９月

構造・規模

木造・平屋建て

建築面積

96.41㎡（29.2坪）

床面積

92.33㎡（28.0坪）

使用エネルギー

オール電化

建設コスト

1,820万円（坪単価 65万円）
（税込・外構工事を除く）

玄関

新築・建替えの別 新築

家事室

タタミコーナー

寝室

書斎

防音室

LDK

平面図

環境エネルギー性能の検討結果
評価指標
検討結果
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一次エネルギー消費量算定プログラム（住宅用）（独立行政法人 建築研究所）
BEI=0.74（省エネ基準 1.0以下）

Ｎ様のコメント

設計者のコメント

住みたいという希望が叶い、満足しています。

エネルギー配慮型住宅を設計させていただい

千葉県から移住してきましたが、暖かい家に
外気温がマイナス10℃でも家の中は暖かく

お隣の敷地のお施主様の息子様ご夫妻の

たご縁で、設計のご依頼をいただきました。

快適です。

寒冷地において１年を通じて快適にお過ごし

生活においてストレスフリーで、我慢せずに
快適な生活を送っていますが、暖冷房に関す

いただける高断熱の住宅を提案させていただき
ました。

るエネルギーコストにも満足しています。
趣味のピアノやカラオケができるスペースも
あり、夫婦２人が生活するのにちょうどよい規

エアコン１台で家全体の暖冷房を行う計画と
し、暖房時は基礎内を暖房エリアとして床面か
ら温風を吹き出す仕様としています。

模です。

冬に暖かく、居室とその他部分の温度差が

隣に住む孫達も、
自宅と同じ快適な

小さい住宅は健康にもよい住宅だと考えてい
ます。

環境であることもあ

千葉県から移住されたお施主様が、千葉県

り、よく顔を出して

にお住まいだったときよりも暖かい冬をお過ごし

くれることを嬉しく

いただいているとのことで、たいへん嬉しく感じ

思っています。

ております。

環境エネルギー性能
●断熱性能
断熱材 屋根

サッシ

押出法ポリスチレンフォーム 3種 30㎜（外張り）
＋高性能グラスウール16K 100㎜
外壁 金属製サンドイッチパネル 45㎜（外張り）
（芯材：ポリイソシアヌレートフォーム）
基礎 押出法ポリスチレンフォーム 3種 100㎜
樹脂サッシ（Low-Eペアガラス）

屋根断熱施工状況

●外皮平均熱貫流率（住宅の断熱性能を示す指標）
UA値＝0.44W/㎡ K（省エネ基準 0.75W/㎡ K以下）
〈参考〉
一般的な省エネ施工との工事費差額（税込み概算額）
92万円（床面積（㎡）あたりの差額 １万円）
●年間光熱費

200,624円【電気代】
（平成28年12月～ 29年11月）

外壁断熱施工状況

自然エネルギー導入の検討結果
●日射を直接室内に導入して暖房効果を得るとともに、仕上げ材（木無垢材）に蓄熱させ、その熱を
夜間等に放熱して暖房する方式（ダイレクトゲイン）を採用
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新築事例2
エネルギー配慮型住宅

新築事例 ／

Ｍ様邸

4世代が同居する家族みんなにやさしい家

1F リビング

2F ミニキッチン

上田市（地域区分４地域）

新築・建替えの別 建替え
設計依頼時期

平成27年９月

しゅん工時期

平成28年７月

構造・規模

木造・２階建て

建築面積

82.60㎡（25.0坪）

床面積

143.35㎡（43.4坪）

使用エネルギー

オール電化

建設コスト

2,650万円（坪単価

玄関
寝室

ミニキッチン

洋室

LD

寝室

1階平面図

61万円）

2階平面図

（税込・外構工事を除く）

環境エネルギー性能の検討結果
評価指標
検討結果
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洋室

居間

N

建設場所

CASBEE－戸建（新築）（一般行政法人 建築環境・省エネルギー機構）
総合的な環境性能 Ｓランク【素晴らしい（最高ランク）】

M様のコメント

設計者のコメント

えの検討を始めました。

ネルギー配慮型住宅の提案をさせていただきま

義祖母及び義母との同居を機に住宅の建替
家族の住みやすさをはじめとして、子供部

「省エネ、快適、高性能」をコンセプトにエ

した。

屋等のリフォームのし易さ、また、誰かが車椅

建築主様は、家族の皆さんが住みやすい家

子を使用することとなった場合に備えた動線や

とするために様々な検討をされ、何度も打合せ

スペースの確保などの検討を行いました。

をさせていただきました。
暖かい家を、ランニングコストを安く、工事

設計者からエネルギー配慮型住宅とするこ
とをご提案いただき、義祖母が高齢であること

費は適正価格を心掛けて設計を行いました。
また、自然エネルギーについては、太陽光

や、子供が小さいこともあり、暖かい家とする
選択をしました。
住んでみるとやはり暖かく、前の家では必需
品であった電気毛布が不要となったり、冬季の

発電のほか、室内に日射を積極的に取り入れ
て、暖房負荷を低減するパッシブソーラーの考
え方も一部採用しています。
なお、M様邸については、都市の低炭素化

結露が全くないことはありがたく思います。
なお、太陽光発電により、光熱費が年間を
通じてプラスになることは想定外でした。

の促進に関する法律による「低炭素建築物新
築等計画」の認定を受けています。

環境エネルギー性能
●断熱性能
断熱材 天井

サッシ

硬質ウレタンフォーム 50㎜＋
高性能グラスウール16K 100㎜
外壁 高性能グラスウール 32K 45㎜＋16K 100㎜
基礎 硬質ウレタンフォーム 30㎜
樹脂サッシ（Low-Eペアガラス）

天井・壁断熱施工状況

●外皮平均熱貫流率（住宅の断熱性能を示す指標）
UA値=0.44W/㎡ K（省エネ基準 0.75W/㎡ K以下）
〈参考〉
一般的な省エネ施工との工事費差額（税込み概算額）
65万円（床面積（㎡）あたりの差額 0.45万円）
●年間光熱費

壁断熱施工状況

145,201円【電気代】
（平成28年７月～ 29年６月）

自然エネルギー導入の検討結果
●太陽光発電装置 システム容量 4.76kW
屋根形状 切妻屋根、屋根勾配 4寸勾配（約24°）
年間売電価格 149,048円【設置費 150万円（建設コストに含む）】
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新築事例3
エネルギー配慮型住宅

新築事例 ／

T様邸

大容量の太陽光発電装置を備えたご夫婦と子供３人が暮らす家

1F LDK

2F 主寝室

建設場所

下伊那郡（地域区分４地域）

新築・建替えの別 新築
平成27年８月

しゅん工時期

平成28年３月

構造・規模

木造・２階建て

建築面積

70.27㎡（21.3坪）

床面積

121.06㎡（36.7坪）

使用エネルギー

オール電化

建設コスト

2,900万円（坪単価

寝室

洋室Ａ

子供室

LDK

洋室Ｂ
玄関

79万円） 1階平面図

（税込・外構工事を除く）

2階平面図

N

設計依頼時期

環境エネルギー性能の検討結果
評価指標
検討結果
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一次エネルギー消費量算定プログラム（住宅用）（独立行政法人 建築研究所）
BEI=0.62（省エネ基準 1.0以下）（参考：太陽光発電による削減量を除いた場合 BEI=0.90）

T様のコメント

設計者のコメント

１年ほど借家住まいをしていましたが、住宅の

い」、「長く、シンプルに過ごしやすい住まい」

新築を思い立ち、構想からしゅん工まで約７か

をコンセプトに設計をしました。

子供の小学校入学にあわせて出身地に戻り、

「家族のライフスタイルに対応できる住ま

月間という短期間で住宅が完成し、周囲の人
にビックリされたことを覚えています。

設計の依頼をいただいてから、ご家族の決
断も早くスムーズに話が進みましたが、ご主人

住宅を建設するにあたっては、光熱費等の

様は家族想いの方で、とにかく家族が過ごしや

ランニングコストを重視し、約10kWの太陽光

すく、子供の成長を感じられるようにしたいとい

発電装置を設置しました。

うことを一番に考えており、お施主様と一体に

また、高い断熱性能により、大型エアコン

なってできたお家だと感じております。
地球温暖化を考えていくと、エネルギーを使

1台でほぼ家全体の暖房ができます。
夏は涼しく、冬は暖かく、外気の影響を受け

い過ぎないような家づくりを検討しなければい

にくい快適で過ごしやすい環境は家族に好評

けませんが、生活をする家の中が科学物質で

です。

覆われた状態にならないように、性能、間取り、

太陽光発電による売電価格は発電量が比較
的少なくなる冬季を含め、年間を通じて水道

建築費用とのバランスを考えた住宅設計を心
がけております。

光熱費を大きく上回っている状況です。

環境エネルギー性能
●断熱性能
断熱材
屋根 フェノールフォーム断熱材1種2号 50㎜
外壁 フェノールフォーム断熱材1種2号 45㎜
床
フェノールフォーム断熱材1種2号 40㎜
基礎 押出法ポリスチレンフォーム保温板 20㎜
サッシ アルミ樹脂複合サッシ（Low-Eペアガラス）

外壁断熱施工状況

●外皮平均熱貫流率（住宅の断熱性能を示す指標）
UA値＝0.66W/㎡ K（省エネ基準 0.75W/㎡ K以下）
〈参考〉

外壁断熱施工状況

一般的な省エネ施工との工事費差額（税込み概算額）
150万円（床面積(㎡ )あたりの差額 1.2万円）
●年間光熱費

134,919円【電気代】
（平成29年1月～ 12月）

自然エネルギー導入の検討結果
●太陽光発電装置 システム容量 10.73kW（結晶シリコン系）
屋根形状 片流れ屋根、屋根勾配 2.5寸勾配（約14°）
年間売電価格 514,144円【設置費 350万円（建設コストに含む）】
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環境エネルギー性能評価指標（住宅の場合）
①CASBEE－戸建（新築）（一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構）
戸建住宅自体の環境品質の評価値と、戸建住宅が外部に与える環境負荷の評価値から、戸建住宅の環境性能
を総合的に評価する指標です。
結果はS（素晴らしい）、A（大変良い）、B+（良い）、B−（やや劣る）、C（劣る）の５ランクで評価されます。

②QPEX（一般社団法人 新木造住宅技術研究協議会）
③エネルギーパス（一般社団法人 日本エネルギーパス協会）
④一次エネルギー消費量算定プログラム（住宅用）（独立行政法人 建築研究所）
評価対象となる住宅において、共通条件のもと、設計仕様で算定した値「設計一次エネルギー消費量」が、基
準仕様で算定した値「基準一次エネルギー消費量」以下となる場合に省エネ基準に適合すると判断されます。
「設計一次エネルギー消費量」及び「基準一次エネルギー消費量」は、建築設備（暖冷房、換気、照明、給湯）の
一次エネルギー消費量に、家電等の一次エネルギー消費量を加えた値です。
「BEI (Building Energy Index)」
は、
「設計一次エネルギー（家電等を除く）」／「基準一次エネルギー（家電等を除く）」
で算定され、BEI≦1.0の場合に省エネ基準のうち一次エネルギー消費量に関する基準に適合すると判断され
ます。

戸建住宅における環境エネルギー性能等の検討状況について
戸建住宅の建築主の「環境エネルギー性能」及び「自然エネルギー導入」に関する検討状況
の実態を把握するために行っているアンケートの集計結果は次のとおりです。
（１）把握状況（平成28年1月～ 29年12月の２か年分）
書面提出件数 2,800件（新築住宅に係る全確認済証交付件数に対する抽出率約20％）
適合しない
16.3％
（２）集計結果
ア）省エネルギー基準等への適合状況

適合しない
16.3％

適合する
83.7％

適合する
83.7％

適合する

2,343件
（83.7％）

平成28年

1,135件（81.7％）

平成29年

1,208件（85.6％）

適合しない

457件
（16.3％）

平成28年

254件（18.3％）

平成29年

203件（14.4%）

イ）自然エネルギー導入状況
導入
35.2％
導入していない
64.8％
導入
35.2％

導

入

985件
（35.2％）

導入設備（重複分あり）
太陽光発電

太陽熱

木質バイオマス熱

836件
（29.9％）

18件
（0.6％）

153件
（5.5％）

※適合率・導入率はアンケートに協力をいただいた住宅の設計段階における集計結果であるため、すべて
導入していない
の戸建住宅の実態を正確に示すものではありません。
64.8％
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住宅の省エネリフォームのモデル事例
はじめに
環境エネルギー性能検討制度により、新築住宅の省エネ化は進んでいる一方で、既存住宅のリフォー
ムは、修理・修繕や見栄えをよくする工事にとどまり、省エネ対策は十分とは言えません。
新築住宅に比べて大量に存在する既存住宅（県内に約98万戸：平成25年住宅・土地統計調査）の省
エネ性能を向上させるためのリフォームは、地球温暖化の防止に大きな効果があります。
この事例集では、長野県が実施した「信州型住宅リフォーム助成金（省エネ先導モデル型）」を活用し、
リフォームにより新築並みの省エネ性能まで引き上げた、今後の省エネリフォームのモデルとなる工事
事例について、リフォームの動機、工事の概要、リフォーム前後の光熱費削減量などを紹介します。

住宅の省エネリフォームのポイント

Point 1

断熱性能・日射遮蔽性能の向上

窓

壁

窓からの熱の出入りは大変大きい
ため、省エネリフォームを実施する際
には、窓の性能を向上させることが
重要です。
ガラスやサッシは取り換えずに、
内窓を設置して二重窓にする方法も
あります。

内窓

既存の
サッシ

室内側又は屋外側のどちらかの仕上げ材を一旦剥がし、断
熱材を施工後、元に戻すことが必要です。このため、内装や
外装のリフォームや耐震改修などと併せて実施することが効
率的です。
屋根・天井
屋根・天井の断熱性能を向上させるには、天井裏への断熱
材の吹込みや敷
き詰め、屋根の
裏側への断熱材
の張り付けなど
の方法がありま
す。

小屋裏の換気や、屋根と断熱材の間に通気層の設置が必要

Point 2

設備・機器の効率化

家庭のエネルギー消費を見ると、冷暖房、
給湯などに半分以上のエネルギーが消費され
ています。省エネルギー化を実現するために
は、住宅本体の断熱性能の向上に加え、エア
コンや給湯器など、設備・機器のエネルギー
効率を高めることが大切です。
◇高効率エアコン、ヒートポンプ給湯器、
潜熱回収型給湯器など

Point 3

自然エネルギーの活用

断熱性能の向上、設備・機器の効率化により、
住まいのエネルギー消費を削減することに加
え、太陽熱・太陽光や、木質バイオマス燃料
（薪・ペレット）のように自然エネルギーを活
用するための工夫も大切です。
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リフォーム事例１

窓

屋根

壁

耐震

のリフォーム

BEFORE

AFTER

１F

レイアウト

２F

レイアウト

N
・断熱補強工事
・既存グラスウールの上
付加断熱 EPS t50

BEFORE

・サッシ撤去
・サーモスXに取替

建具取替
内壁張り替え

壁移動
居間
赤エリア内→フローリング張り替え

玄関ドア取替

■住宅データ 建築場所
建築年度
規模・構造
外皮平均熱貫流率
■住宅性能
耐震評点
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子供室１

雨戸撤去
・サッシ撤去
・サーモスXに取替

キッチン入れ替え

バルコニー

AFTER

収納

書斎

リビング

玄関
・サッシ撤去
・サーモスXに取替

和室

和室

建具取替

・サッシ撤去
・サーモスＸに取替

階段掛替

和室

収納

和室

子供室2

屋根裏収納

雨戸撤去

屋根裏収納

雨戸撤去

物入
収納

・サッシ撤去
・サーモスXに取替

・サッシ撤去
・サーモスXに取替

収納

吹抜
DK

収納

収納

佐久市（地域区分３地域）
昭和60年
延床面積134.78㎡、木造、2階建て
改修前 1.65W/㎡ K ⇒ 改修後 0.37W/㎡ K（基準値0.56W/㎡ K）
改修前 Iｗ＝0.51
⇒ 改修後 Iｗ＝1.2

▉改修工事の概要説明
 昭和60年築の住宅で、夏の暑さや冬の寒さがひどく、不便を感じていたことから、断熱性能の向
上を図ることにした。
 併せて、耐震性能の向上・屋根葺き替え・外壁塗り替え・二世帯住宅にするために２階の総リフォー
ムを実施した。

窓

屋根

壁

1F/2Fのすべての開口部をLow-Eトリプルガラス＋アルミ樹脂複合サッシに取替。
工事箇所：外部に面する開口部すべて

垂木間に高性能グラスウール16K（140㎜）その下に高性能グラスウール16K（140㎜）敷
き込み断熱性能を高めた。屋根材を瓦からガルバリウム鋼鈑に葺き替え軽量化を図った。
工事箇所：屋根全面

建物外壁面の全面にビーズ法ポリスチレンフォーム（50㎜）を施工。外壁を塗り替え。
工事箇所：外壁全面

■リフォーム効果

改修前

電気料金

13,000円

ガス料金

4,000円

灯油料金

4,500円

改修後

理
由
給湯とコンロの使用が電気に代わり電気代が上がるが、太陽光発電のおか
4,000円
げで電気代が改修前より下がっている。
0円 コンロをガスコンロからIHコンロに代えたためガス代が無くなった。
ファンヒーターの使用による灯油代。断熱の効果によりファンヒーターの
4,000円
使用頻度が減ったため料金が下がる。

■建築主のコメント
 夏場が涼しくなって、冬場は大変暖かくなり、暖房を使用する時間が大幅に減りました。電気代
も安くなり大変満足です。２階も素敵にリフォームしてもらえて大変満足しております。
■施工者のコメント
 リフォームでありながら断熱の仕様をほぼ新築の断熱の仕様と同じ物で施工しました。お客様に
断熱の効果を体感してもらえて満足です。
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リフォーム事例2

壁・天井

窓

耐震

のリフォーム

BEFORE

AFTER

減築部分
減築部分

和室

和室

寝室

和室

縁側
和室

N

寝室
居間
玄関
物置
玄関
増築部分

減築部分

寝室

既存平面図

■住宅データ 建築場所
建築年度
規模・構造
		
外皮平均熱貫流率
■住宅性能
耐震評点
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LDK

計画平面図

飯田市（地域区分４地域）
昭和７年
延床面積184.6㎡ ⇒ 延床面積158.4㎡
木造、1階建て
改修前 5.02W/㎡ K ⇒ 改修後 0.73W/㎡ K（基準値0.75W/㎡ K）
改修前 Iｗ＝0.27
⇒ 改修後 Iw=1.08

▉改修工事の概要説明
 トイレが汲取式、お風呂はタイル張り、居間は無窓、断熱性が低く冬寒い、築年数が古く耐震性
が不安、リニアが開通すると近隣の騒音が気になるので遮音性を高めたい、等の理由から改修工事
に踏み切りました。居住人数に比べ建物が広すぎたので減築し、建物全体の断熱・耐震改修工事を
行いました。

壁・天井

窓

耐震

壁・天井裏にグラスウール10K（100㎜）
を施工
床下にはグラスウール32K（42㎜）を
施工
（天井142.9㎡、壁107.8㎡、床134.1㎡）

すべての開口部をアルミ樹脂複合サッシ
Low-E複層ガラスに取替（全18箇所）

基礎を玉石基礎からRC基礎へ変更、筋
違い・火打ちによる補強で躯体の耐震性
能を向上

●その他、廊下・トイレの照明のスイッチは人感センサーとし、省エネ・利便性に配慮しました。
また、住器関係はすべて最新型に入替えました。
■リフォーム効果
光熱費（電気・ガス・灯油）

改修前
370,040円／年

改修後
263,230円／年

■建築主のコメント
 断熱性能が向上したため、快適なうえ毎月の冷暖房等光熱費が少なくなり助かっています。外部
の騒音も聞こえにくくなり、静かに穏やかに過ごせています。
■施工者のコメント
 建物全体のリフォームを行えたため、新築と同程度の性能を持たせることができました。築85年
の住宅が新築と同程度の断熱性・耐震性を実現させられたことは、今後の空家問題等の改善に対し
て一つのモデルを提案できたと感じています。
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リフォーム事例3

窓

屋根

壁

床

BEFORE

耐震

のリフォーム
AFTER

改修前
洋室

和室１

屋根（共通）：カラーガルバリウム鋼板一文字葺き（ア）0.35
アスファルトルーフィング
構造用合板（ア）24

倉庫

改修後

棟換気（共通）

防虫通気材
軒（共通）：杉板本実（ア）12
（木材保護着色材 2 回塗）
ケイ酸カルシウム板（ア）6
四方枠（サッシ共通）
網戸レール
壁：フェノールフォーム t=45
（継目気密テープ）
構造用合板 t＝9
防虫通気材

壁：杉板
胴縁 18×45＠455
フェノールフォーム t=45
（継目気密テープ）
透湿防水シート（タイベック）
構造用合板 t＝9

広縁

タルキ止め：タルキック（共通）
防虫通気材
軒（共通）：杉板本実（ア）12
天井：高性能 GW14K（ア）155
（木材保護着色材 2 回塗）
防湿フィルム 0.2mm
ケイ酸カルシウム板（ア）6
壁：杉板
構造用合板 t＝9
胴縁 18×45＠455
フェノールフォーム t=45（継目気密テープ）
透湿防水シート（タイベック）
構造用合板 t＝9
洋室
水切り（共通）
壁：フェノールフォーム t=45（継目気密テープ）
床：フローリング（ア）15
構造用合板 t＝9
構造用合板（ア）24
天井：高性能 GW14K（ア）155
既存根太
気密フィルム 0.2mm
防虫通気材
天井：高性能 GW14K（ア）155
気密フィルム 0.2mm
軒（共通）：杉板本実（ア）12
構造用合板 t＝9
（木材保護着色材 2 回塗）
壁：杉板 ケイ酸カルシウム板（ア）6
胴縁 18×45＠455
フェノールフォームt=45
（継目気密テープ）
和室１
透湿防水シート（タイベック）
倉庫
床：フローリング（ア）12
構造用合板 t＝9
構造用合板（ア）24
既存根太
押出法ポリスチレンフォーム（ア）100
（継目：気密テープ）
水切り
（共通）

基礎パッキン

外部部分を断熱材で包む
樹脂サッシ等

■住宅データ 建築場所
建築年度
規模・構造
外皮平均熱貫流率
■住宅性能
耐震評点
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塩尻市（地域区分３地域）
昭和48年
延床面積122.52㎡、木造、2階建て
改修前 1.87W/㎡ K ⇒ 改修後 0.55W/㎡ K（基準値0.56W/㎡ K）
改修前 Iｗ＝0.46
⇒ 改修後 Iw=1.04

▉改修工事の概要説明
 母が住む実家に子供が生まれたことを機に引っ越すことに決めたが、昭和48年築の住宅で、耐震
性能の不安や、夏の暑さや冬の寒さがひどく、不安を感じていたことから、耐震性能、断熱性能の
向上を図ることにした。併せて内部は３世代対応のプランとし改修も実施した。

窓

屋根

壁

床

１階・２階のすべての開口部を、Low-Eガラス＋樹脂サッシ（１階の居間の窓に樹脂サッシ
の商品がないためアルミと樹脂複合サッシ）に取替えた。
（工事箇所 外部に面する開口部 樹脂サッシ11箇所、樹脂アルミサッシ１箇所）

天井裏に高性能グラスウール14K（155㎜）
を敷込み、すべての屋根を瓦から鉄板葺き
にし、その下地には構造用合板24㎜を使用
して耐震性能を高めた。

建物外壁面の全面を外貼り断熱とし、断熱
材としてA種フェノールフォーム保温板45
㎜を使用した。
またその下地に構造用合板9㎜を使用し耐
震性能を高めた。
押出法ポリスチレンフォーム保温板100㎜
を床下に敷設しその下地に構造用合板24㎜
を使い、断熱性能と耐震性能を高めた。
また、畳の部屋以外の部屋をバリアフリー
とし、塩尻市で製作した県産材フローリン
グとした。

■リフォーム効果
暖
室

内

房

温

費
度

改修前
248,000円／年
2度

改修後
73,000円／年
13度（外気温 0度）

■建築主のコメント
 使いやすいキッチン、リビングダイニングのレイアウトとなり妻は大喜び。また、断熱材のおか
げで冬の冷え込みが気にならなくなりました。
■施工者のコメント
 既存建物を躯体のみにして、ほとんどが新築同様となる工事でしたので、新築工事よりも取り合
いが多く、狭いところに入っての工事も多かったため大変難しい工事となりました。特に天井断熱
材の下に防湿シートを設置したり、また１階の下屋になる部分の２階壁に構造用合板とA種フェノー
ルフォーム保温板を設置するのが大変な作業となりました。しかし、古いものを残し新しく息を吹
き込む作業はやりがいもありますし、なにしろお施主様の住み慣れた場所が新しく生まれ変わり笑
顔があふれることが、わたくし達の最高の喜びでした。
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リフォーム事例4

窓

天井

床

耐震

のリフォーム

BEFORE

AFTER

改修概要

N
省エネ改修：断熱樹脂サッシ取替

省エネ改修：断熱樹脂サッシ取替
省エネ改修：断熱樹脂サッシ取替
出窓
既存省エネ済
台所
既存省エネ済
省エネ改修：断熱樹脂サッシ取替

居間

玄関

省エネ改修：断熱樹脂サッシ取替
耐震改修③：コーナー金物+耐力壁

既存省エネ済
省エネ改修：断熱樹脂サッシ取替
天井木質化改修：県産木曽桧羽目板張り

省エネ改修：断熱樹脂サッシ取替

省エネ改修：断熱樹脂サッシ取替

洋室

仏間
和室

和室

洋室
納戸

和室

既存省エネ済

耐震改修①：HD金物+耐力壁L型

和室

省エネ改修：断熱樹脂サッシ取替

省エネ改修：断熱樹脂サッシ取替

省エネ改修：断熱樹脂サッシ取替

省エネ改修：断熱樹脂サッシ取替
耐震改修②：HD金物+耐力壁L型
省エネ改修：断熱玄関ドア取替

■住宅データ

■住宅性能
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建築場所
建築年度
規模・構造
外皮平均熱貫流率
耐震評点

省エネ改修：断熱樹脂サッシ取替
省エネ改修：断熱樹脂サッシ取替

省エネ改修：断熱樹脂サッシ取替

安曇野市（地域区分４地域）
平成元年
延床面積147㎡、木造、２階建て
改修前 1.13W/㎡ K ⇒ 改修後 0.67W/㎡K（基準値0.75W/㎡K）
改修前 Iｗ＝0.55
⇒ 改修後 Iw=2.05

▉改修工事の概要説明
 現状の省エネ基準に基づく住宅から見えてくる課題について、安曇野市主催の「環カフェ『暑さ
寒さを我慢しない暮らし方教えます』」の講演を聴き、耐震性能の不足と省エネ性の問題を、住み
ながら同時に解決したいと思い、改修を実施しました。

窓

既存のアルミサッシ＋単
板ガラスをトリプル（ペ
ア）ガラス＋断熱樹脂
サッシに取替。
（工事箇所 外部に面す
る全開口部）
既存天井断熱（GW100㎜）

天井

床

既存の断熱（グラスウール100㎜）はそのままに、新
たに高性能グラスウール100㎜を付加断熱し、断熱性
能を高めた。
（工事箇所 天井全面）

断熱材のなかった既存の基礎・床には、ウレタンを吹
付け（100㎜）、断熱化を図った。
（工事箇所 床全面）

●その他、省エネリフォームに合わせて耐震改修を実施した。
重複する工程の省略により、工事費用の低減と工期の短縮が
図られた。

■リフォーム効果
電気料金

改修前
約124,000円／年

高性能GW（100㎜）を付加

改修後
約64,600円／年

■建築主のコメント
 夏冬とも快適で光熱費も減りました。特に冬場1 ～ 2回は洗面所で水道が凍ってしまいましたが、
今はありません。また高性能サッシに取り換えたことで結露もなくなりましたし、思いもよらず静
寂性まで確保でき、ストレス軽減に大きく影響しました。見た目も新築のようになり、満足してい
ます。そして何より助成金が使えることで思い切ったリフォームができました。
■施工者のコメント
 省エネリフォームの問題は、生活環境やランニングコストの改善だけでなく、その先にある少子
高齢化社会に対応する「砦となる住まいを築くこと」に他ならないと思います。どう、その「きっ
かけ」を作っていくかが設計者、施工者にとってこれから大事になります。
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●事例集作成にあたって
地球温暖化には疑う余地はなく、その

また、 国では2020年までに省エネル

原因は産業革命以降の人為的な温室効果

ギー基準への適合義務化が予定されてお

ガスの排出量増加にあります。この気候変

り、それに対応するため設計・施工を担

動はすでに気温の上昇や大雨の頻度の増

う工務店の技術力の向上は重要な課題と

加、降水日数の減少、農作物の品質低下、

なっています。

動植物の分布域の変化など、自然及び人
間社会に大きな影響をもたらしています。

長野県では、環境エネルギー性能等検
討制度や住宅への助成制度により、県内

住宅におけるエネルギー消費量は、過去

建築関係者の技術力の向上や環境に配慮

20年の増加が著しく（1990年比で約25%

された良質な住宅建築の普及啓発を図っ

増）、全エネルギー消費量の約1/3を占め

てきました。

ており、省エネ対策の強化が求められてい
ます。

この事例集が、住宅建設に携わる工務
店やリフォーム業者をはじめ、広く県民に
活用されることにより、環境に配慮された
快適な住まいづくりが行われることを期待
します。

長野県PRキャラクター「アルクマ」
Ⓒ長野県アルクマ

環境エネルギー性能等検討制度・環境配慮型住宅助成金に関する問い合わせ先

名

称

電話番号

名

称

電話番号

佐久建設事務所建築課

0267-63-3160

木曽建設事務所整備・建築課

0264-25-2229

上田建設事務所建築課

0268-25-7142

松本建設事務所建築課

0263-40-1935

諏訪建設事務所建築課

0266-57-2923

大町建設事務所整備・建築課

0261-23-6524

伊那建設事務所建築課

0265-76-6830

長野建設事務所建築課

026-234-9530

飯田建設事務所建築課

0265-53-0468

北信建設事務所建築課

0269-23-0220

この事例集に関心をお持ちの方は、お気軽に問い合わせください。

長野県建設部建築住宅課

〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2
TEL 026-235-7339
FAX 026-235-7479
メール kenchiku@pref.nagano.lg.jp

