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（仮称）特別養護老人ホ－ムひまわり計画—1

採択事例61（平成29年度）

補助種別 木 造 化

8,000㎡超の大規模耐火木造建築の特別養護老人ホームを建設するプロジェクト。
特殊な工法や金物を用いず、壁量の確保にて耐震等級２同等の構造安全性能を確保している。
材料面では、国産材（秋田産スギ）の縦枠を上層部の一部に用い、国産材（北海道産、長野産、
岩手産、宮城産）の構造用合板をすべての床・壁に用いている。
耐震性のほか、工期、施工性、経済性等に配慮されており、大規模な耐火木造建築物について
普及効果が期待できる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

（仮称）特別養護老人ホ－ム
ひまわり計画
社会福祉法人  育生会
基本設計：日本土地建物株式会社　実施設計：株式会社  メドックス
株式会社 渡辺組
神奈川県横浜市港南区日野南 3 丁目 7-10

提案の
概要

評価の
ポイント

南側からの全景

A. プロジェクト全体の概要
●横浜市内初、日本最大級の耐火木造建築、耐震等級 1.25 倍の特別養護老人ホーム。
●政府の「一億総活躍社会」「介護施設整備に係る国有地活用」を受けた初の国有地貸与案件。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●構造保有耐力を 1.25 倍とし、耐震等級 2同等の耐火木造建築。
●構造材に国産材を使用。

C. 提案のアピールポイント
●本提案は、特殊な工法や金物等を使用することなく、壁量の確保のみで構造保有耐力 1.25 倍を確
保している。工期・施工性・経済性に加え、耐震性を強化した大規模耐火木造建築物を今後より広
く普及させる上で、先導的な取り組み事例である。

竣工済
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プロジェクトの
全体概要

　本プロジェクトは、横浜市で特別養護老人ホ－ム、グループホーム、高齢者支援施設などを運営
する社会福祉法人育生会（平成 7年設立）が運営主体となり、国有地に特別養護老人ホ－ムを建築
するもの。
　事業は、横浜市の特別養護老人ホ－ム整備・運営事業者公募（平成 29－ 30 年度事業）に応募し、
15法人の応募の中から採択された 2法人の内の 1法人である。

位置づけ：
社会福祉法人育生会設立 20年の節目を迎えて、蓄積してきたノウハウをより多くの市民に還元すべ
く、新規特別養護老人ホ－ムの開設を計画。

特徴：
国民の財産である国有地を活用する上で、「地域の社会資源として貢献すること」「公共性の高いこ
と」を意識した設計としている。建物の構造は、環境にやさしく、耐震性、耐久性、耐火性、メン
テナンス性について鉄筋コンクリート（RC造）と遜色がない上、建築コスト優位である木造ツーバ
イフォー工法を採用。1階については共用部の大空間を実現するためにRC造としている。

効果：
「介護離職ゼロ」の実現に向けた（「一億総活躍社会」）初の国有地貸与スキ－ムとなっており、横浜
市においては初の木造耐火建築物による特別養護老人ホ－ム建設となり、注目度は高く、各方面で
のパブリシティが期待できる。利用者や地域住民に対してアピ－ルできるとともに構造保有耐力1.25
倍、耐震等級 2同等の耐火木造による大規模な中高層建築物の普及を促す効果がある。
　JR港南台駅から徒歩 8分、市営バス停港南車庫の至近であり、車なら鎌倉街道、環状 2号線、3
号線に近く、横浜横須賀道路の日野 IC、港南台 ICも近くアクセスがよい立地である。

短手断面図 長手断面図

１階平面図

２〜４階平面図
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屋根伏模型

１階躯体模型 基準階躯体模型

１階計画図

２〜４階計画図
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木造化・木質化の
取り組み
内容

●国有地貸与スキ－ムでの横浜市初となる木造耐火構造特別養護老人ホ－ム（日本最大級ク
ラス）

　政府による「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」（平成 27年 11 月 26 日）に
より、「介護離職ゼロ」の実現に向け、用地確保が困難な都市部等において、賃料減額といった国有
地の更なる活用などにより、介護施設等整備を促進することが打ち出された。横浜市では、特別養護
老人ホ－ム整備・運営希望者公募（平成 29〜 30 年度事業）において、整備の進んでいない港南区
（本計画所在地）等を中心に国有地貸与の候補地が選定され、15法人が応募、採択された 2法人の内
の 1法人である。
　1階 RC造、２階から４階までが木造枠組み壁工法の複合構造とする、延床面積 8,000㎡（うち木
造耐火部分は 6,263.82㎡）を超える木造枠組壁工法としては日本最大級クラスの建築物であり、横
浜市においては、大規模木造耐火構造建築物として初の特別養護老人ホームとなる、先導的な大規模
木造建築物である。
　木造はRC造に比べ、耐震、耐火、メンテナンス性能について遜色がない一方で、建築コストに優
位性があり、その結果、本計画施設の入居者の居住費は光熱費等含めて月額 5.8 万円と、基準額の月
額6.0万円を下回る設定になっている。将来発生する解体コストについても、RC造に比べ低減できる。
　また、50 年間の定期的な建物維持（防蟻処理・防水やり替え等の劣化対策等）を計画することに
より運用していく方針である。
　更に、木造はRC造に比べ、床のクッション性が高く人に優しいことから、入居者に対しては転倒
時のケガの抑制、職員に対しては疲労の軽減に効果が見込まれる。加えて、少子高齢化による労働人
口の減少が進む中、安定的な運営には職員の確保が重要となるが、職員の疲労の軽減は、労働環境の
向上にも資するものである。

●耐震性能の強化（構造保有耐力を 1.25 倍にした設計）

　地震に対する安全性の高い木造耐火構造の特別養護老人ホ－ムをつくる。
　安全性が高まったことにより、災害発生時には、入居者やスタッフの安全を確保することとともに、
交流スパ－スや研修センタ－を避難所として地域に開放する。また、将来福祉避難所（特別避難所）
の指定を受けることを想定し、屋内外双方から物資を取り出すことが可能な防災備蓄倉庫・ピットイ
ントイレを設けるなどして対応していく。
　横浜市が特別養護老人ホ－ムに任意で求める耐震性は、用途係数 1.25 となっており、「横浜市公
共建築物構造設計の用途係数基準」の考え方に準じ、1階を RC造、2〜 4階を木造として 1次設計
において用途係数 1.25 を見込みながら設計を行い、2次設計（大地震時）では、保有水平耐力にお
いて 1.25 以上の安全率を確保する設計としている。
　施工会社については横浜市入札要項に従い、市内業者のみの入札参加資格となっていることから、
施工方法については、極力新たな認定工法や特殊な施工ノウハウが必要ないよう、戸建住宅の施工要
領の延長線にて施工監理者の指導の下、大規模木造建築物の工事ができるよう、設計に十分配慮した。

構造・防火面で先導性に優れた設計・施工技術の導入 

●国有地貸与スキ－ムでの横浜市初となる木造耐火構造特別養護老人ホ－ム（日本最大級ク
ラス）。
●耐震性能の強化（構造保有耐力を 1.25 倍にした設計）。
●構造壁量を増やす方法として、標準工法の壁をダブルに配置する方法を採用。
●構造材に木材を使用する面積は延床面積8,517.51㎡のうち6,393.88㎡となり過半（75.06％）
を占め、国産材（秋田産スギ）の建枠を上層部の一部、国産材（北海道産、長野産、岩手産、
宮城産）の構造用合板をすべての床・壁に使用予定。
●本計画規模は、準防火地域内 4階建で木造化する面積が 6,393.88㎡となり、「防火・準防
火地域；延べ面積が 500㎡を超えるもの又は階数が 3以上であるもの」の木造化の規模要
件を満たす。
●木造化・木質化に関し、普及啓発の積極的履行又は設計・施工の技術・ノウハウの積極的
公開。	
　地域に開かれた施設として見学者を積極的に受け入れ、広報紙の配布やホームページの充実に
努めて、施設の機能や入居者の生活に対する理解を深めてもらい、施設に対する偏見やマイナス
イメージを払拭して、必要なときには気軽に利用しやすい「頼れる施設」を目指す。また、リハ
ビリカフェや地域交流スペース、研修センターを活用し、地域との交流の場を積極的に設ける。
　耐震性能の強化は、将来の福祉避難所（特別避難所）の指定を受けることを想定し、入居者、スタッ
フ、地域住民の天災時の安全を十分に考慮したものである。
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（仮称）特別養護老人ホ－ムひまわり計画—５

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地
は扉頁参照

建物名称：（仮称）特別養護老人ホ－ムひまわり計画
主要用途：特別養護老人ホ－ム・保育所（従業員用）
主要構造：■木造（□軸組構法　■枠組壁工法　□丸

太組構法　□その他（木造・鉄骨造））　□
鉄骨造　■鉄筋コンクリート造　□鉄骨鉄
筋コンクリート造　□その他

防火地域等の区分：□防火地域　■準防火地域　□法
22条区域　□その他の地域

耐火建築物等の要件：■耐火建築物　□準耐火建築物
（60分耐火）　□準耐火建築物（45分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：6,476.81㎡
建築面積：2,567.82㎡
延べ面積：8,517.51㎡
軒　　高：12.8m

プロジェクト
データ

最高の高さ：14.95m
階　　数：地上 4階

事業期間：平成 29年〜平成 30年
補助対象事業費：2,198,000 千円
補助限度額：29,049 千円

●標準工法の壁をダブルに配置する方法を採用

　大規模木造福祉施設や住宅を設計する際、長辺方向は開口が多くなり短辺方向は個室の隔て壁が多
くなる計画になることが多く、結果として、長辺方向は少ない壁量に、短辺方向は比較的多い壁量と
なる。木造の在来工法ではこの点をカバーすることが難しいが、木造枠組壁工法（ツーバイフォー）
のような壁式であれば、最低限の壁長を確保しながら、壁式RC造で壁厚を増すように、壁を二重に
配置することで対応が可能である。
　本計画は、壁厚を増やす方法において特殊な構造で評定を取得するミッドプライウォール壁等は使
用せず、標準工法のみで施工することに先導性（波及性・普及性）を有すると考えた。
　今回のような壁が少ない構造の場合、壁上を通す梁と壁の一体化が重要となってくる。本計画では、
壁端部には標準のホールダウン金物を全て配置し、梁と壁の力の伝達をスムーズにしている。
　また、梁の配置には、木材の継ぎ手位置を考慮した梁の連続条件の構造計算で検証を行い、地震に
対する安全性の確認を行う。これらの点に配慮し、負荷のかかる２階に二重壁を配置した。この結果
として、混構造（RC造 +木造）の構造形式にあって、用途係数として 1.25 倍以上の耐力を確保す
る構造を確立している。
　木造枠組壁工法（ツーバイフォー）の場合、床・壁等の多くの部材がシステム化され工場での生産
が可能であり、また、多くの熟練技術者を必要とせず、設計監理者による現場指導がしっかりしてい
れば、経験の浅いものでも工事に関係することができ、技術者不足を補填できるメリットもある。

標準工法の壁仕様

今回採用する二重壁仕様

壁の姿図

強化石膏ボード 21㎜
強化石膏ボード 21㎜
構造用合板 9㎜

構造用合板 9㎜
強化石膏ボード 21㎜
強化石膏ボード 21㎜
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採択事例61
竣工報告

（仮称）特別養護老人ホ－ム ひまわり計画

エントランスホール

東側からの夕景
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居室ホール

ユニットケアのリビング

南西側からの正面全景


