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韮崎市立すずらん保育園｜市内のヒノキでつくった木の保育園
山梨県韮崎市／ 2015 年

設計　Vent 計画設計室
構造　山辺構造設計事務所
施工　内藤ハウス・深澤工業再編保育園建築主体工事共同企業体
木材供給　峡南森林組合
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遊戯室。120mm角のヒノキ材の接着重ね梁・柱による架構。@1.82m。スパン14.56m。

3歳以上児保育室前の縁側テラス。

平面図 3歳以上児保育室。
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建築主である韮崎市は、市内に市有林を
所有する地方公共団体であり、施設の木造
化・内装木質化を積極的に行っている。本
保育園園舎の建築は当初より木造園舎建築
を基本に据え、プロポーザルの実施方法か
ら、林野庁の補助事業である「木造公共建
築物等の整備にかかわる設計段階からの技
術支援」を受けた。
市の取り組みを受け、「わが子を初めて家族
以外に預けるお母さんが、毎朝笑顔で子供
を託すことのできる『木の保育園』をつくり
上げること」を目標とした。
地域の材料を使った公共建築物の木造園舎
の設計にあたり、高い壁となるのが使用材
料の確保である。製品材積300m3（丸太の材

積800m3）の構造材の確保をどう考えていく
か？ 基本構想の段階から山へ足を運び構造
材（ヒノキ材）の確保の確認を行った。架構の
考え方を、一般流通材120mm（4寸）角を
基本とすること、それを基に遊戯室のスパ
ンを決めていくこととしてスタートし、重ね
梁を使用することで14.56ｍの無柱空間を
実現させた。
県産材利用の補助金を利用する関係上、建
設工期が単年となるため、材料は分離発注
とし、韮崎市の施主支給材料として現場に
納めることとなった。分離発注の場合、材

料の品質管理と材料に対する責任関係の明
確化が課題となる。設計当初より材料の全
数検査を想定しており、全材料について目
視検査と含水率検査を行い、割れや節の状
況の確認をした上で、含水率20％以下の
材料のみを使用した。併せて横架材につい
ては、目視・含水率検査と共にヤング係数
の打撃音による検査を行い、ヤング係数90
以上（E90）の材料のみを使用した。材料を
供給する森林組合側において、すべての材
料について検査を実施し、その報告を数値
で受けた上で、うち1割を市が検査するとい
う方法をとった。
施工においては、地元の大工さんを中心に
チームを組み、地産地建を実現した。中で
も遊戯室・パーゴラは手刻みにより施工さ
れ、大工さんの技が冴えた建物となった。

（遠藤 千春／ Vent計画設計室）

3歳未満児保育室。

西側の駐車場越しに見る。エントランスに至るパーゴラが延びる。左の棟は遊戯室。
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地元の山の木をどう建物に生かすか
「間伐期を迎えた市内甘利山のヒノキを１００％構造材
に使用する」ために木材の分離発注を実施した。材料
確保の観点から構造計画を「一般流通材の使用」を基
本に据え、品質の確保を図った。材料供給側で「目視・
含水率」の全数検査、併せて横架材は打撃音法による
強度確認検査を実施した。その上で、発注者と工事監
理者が 10％の抜き取り検査を行い、使用の可否を確
認した。結果、ヤング係数は 99％以上が E90、平均
E113 という十分なもので、含水率は 20％以下の材を
使用した。2014 年 2 月の豪雪の影響で甘利山の材は
62.3％の使用に留まった（他は県産材使用）。

120mm角の正角材を使用した重ね梁
市内間伐材利用を基本とすることから、材料を直径
300mm、6m までの丸太使用に限定した。製材で
120×120×3 〜 6m と、120×210×4 〜 6m の サ
イズで主要な架構を設計し、梁成が必要な部位には、
120mm角を2〜3段と重ねる接着重ね梁を使用した。
120mm の正角材を主体としたことで、乾燥などの品
質が向上し、柱、土台、トラス材、母屋、横架材で適
材適所に使用が可能となった。また耐力壁の一部には
120mm 角を 7.5 本並べて接着した高倍率の壁柱を採
用した。材料を無駄にすることもなく、使用材料の材積
が予定量より少なくて済み、コストダウンにつながった。

保育室、遊戯室の基本構造
構造は 120mm 角材や梁成 210mm 以下の材で、保
育室は 7.28 ｍ、また遊戯室は 14.56 ｍの無柱空
間が要求された。そのため、保育室はトラス構造と
し、一般タイプと越屋根タイプの 2 種類で構成したト
ラスを 1.82m ごとに配置した。また、遊戯室は梁成
240mm の 6m 以下の材を基本に、柱、登り梁、方
杖斜材を 2 本、3 本と 15mm ずつ挟み合わせた半剛
接合のトラスを、やはり 1.82 ｍごとに配置する構造と
した。共に特殊金物を用いず、住宅用の Z マーク表示
金物での接合を基本とし、保育室はプレカットで、遊戯
室は地元大工による手刻みでの施工とした。

市内甘利山での伐採作業。

接着重ね梁の破壊試験。

集材・原木確認作業。

市による品質検査。

原木仕分け・検査確認。

構造設計者による品質検査。

遊戯室部分の建て方風景。

接着重ね梁の材料検査。

3歳未満児保育室部分の建て方風景。
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韮崎市立すずらん保育園
所在地　山梨県韮崎市大草町若尾110番地4
主要用途　保育所
建築主　韮崎市
設計──────────────────────
建築 Vent計画設計室
構造 山辺構造設計事務所
設備 テーテンス事務所
監理 Vent計画設計室
施工──────────────────────
建築　内藤ハウス・深澤工業再編保育園建築主体工事

共同企業体
電気設備　関東電設
機械設備　日設管興
製材　峡南森林組合
プレカット　ヤマナカ産業
規模──────────────────────
敷地面積 7,068.40m2

建築面積 1,949.45m2

延床面積 1,559.97m2（園舎）
 　　付属施設 パーゴラ　118.43㎡ほか
建蔽率　27.66%　容積率　23.92%
階数 地上1階
寸法   
最高高  8,320mm（遊戯室）
軒高  4,149mm（遊戯室）
主なスパン 7.28m×1.82m（園舎）
  14.56m×1.82m（遊戯室）
敷地条件  

地域地区 無指定
道路幅員　東5.7m　駐車台数　50台
構造──────────────────────
主体構造　木造軸組工法
杭・基礎　べた基礎
工程──────────────────────
設計期間 2013年4月〜2013年12月
施工期間 2014年5月〜2015年3月
工事費─────────────────────
事業費　548,640,000円（外構工事、消費税を含む）
外部仕上げ───────────────────
屋根 ガルバリウム鋼板
軒裏 スギ板 OS仕上げ t=12mm
外壁 サイディング吹き付け仕上げ
開口部 　アルミサッシ
内部仕上げ───────────────────
床 ヒノキ（無垢材・無地上小）t=15mm
壁 石膏ボード＋ビニールクロス、サワラ（無垢材）
天井 石膏ボード EP塗装
写真撮影────────────────────
写真提供　韮崎市、p.18はVent計画設計室
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園庭より西方向を見る。

3歳未満児保育室a-a'断面図 遊戯室b-b'断面図

西側外観夜景。




