
Ⅳ　方向性の提示

土木造成・交通計画

S=1/200

市道

新駅舎

擁壁を植生工の自然勾配
とした場合の法面ライン
※３車線の確保が不可能

新規擁壁

2250 3000 3000

透水性舗装のイメージ
（透水性インターロッキングブロック）

広場内緑化のイメージ長い日照時間

融雪舗装（ロードヒーティング・システム）の手法検討

※計画地の最寄である、北杜市大泉町気象台観測値 1981 ～ 2010 年（30年間）による
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風向の傾向（年間）

既存駅前広場

基本計画案

小淵沢の気象

冬季の八ヶ岳方面からの強い吹下ろし風
吹きさらしの駐車場

大型バスが回転しきれない
小さなロータリー

送迎車の混雑

歩車の混在

広場入口の急傾斜冬季の緑化擁壁

冬季の強風対策
防風壁、防風林等の措置を検討

※事業主体が公共（北杜市）であるため開発許可申請（県・市）は不要
※舗装の設計条件：設計CBR4%、設計凍結深度49cm、設計期間10年、
　　　　　　　　  舗装交通計画量40以上100台未満/日（N3)、
　　　　　　　　  信頼性90％、疲労破壊輪数30,000回/10年

【将来的な提案】　
法面緑化整備＋法尻に植樹修景

北

南

東

西

北北東：
10月～ 11月

南南東：
4月～ 9月

北西：
12月～ 1月

北杜市敷地範囲（未確定）

敷地面積合計：5,564㎡
市道部分を除いた面積：4,965㎡

サブ・ロータリー
シャトルバス回転半径6.6m確保

A

A’

【将来的な提案】　駅北側広場
屋外アートギャラリー等としての整備を検討

メイン・ロータリー
大型バス回転半径13m確保

バリアフリー新法基準
による階段

蹴上
16cm以下

踏面30cm以上

通用階段
(バリアフリー新法基準によらない)

ＪＲ敷地範囲（未確定）

雨水排水先（道路側溝桝）
管理者：北杜市道路課

市道（北杜市道路課）

北杜市敷地範囲

タクシープール、乗降スペース歩車動線分離を徹底

敷地内緑化
敷地面積の10%以上（北杜市建築基準）

駐輪場/二輪車駐車場

フロント・スペース
待合用スペースの確保

一般車乗降スペースの確保
（キス・アンド・ライド交通）

縦断勾配５％未満の歩道スロープ
バリアフリー新法基準に適合

凍結・積雪対策として歩道部に融雪舗装を検討
（電熱式、地熱式等）時間貸し駐車場

（パーク・アンド・ライド） 大型・シャトルバス
駐車スペース

日射照り返し対策
透水性舗装の検討

広場入口の急傾斜
車道部10.2~11.8％
歩道部20.1％※
※バリアフリー非対応
　理想は5.0%以下

歩車動線の混在

横断歩道の不備
バリアフリー基準に不適合の階段

冬季の緑化擁壁
景観の維持が困難

車の転回用ロータリーなし
切り返しが必要
→ 混雑の誘発

PLAN S=1/300

PLAN S=1/300

新設横断歩道の設置
※所轄警察署との協議を要する

道路横断図 A-A’

※舗装交通計画量（大型車交通量）：40以上100台未満/日（N3)

雨水勾配
勾配3～5％

雨水勾配
勾配2％



出展：Project ECHO CITY vol.006 /日経アーキテクチュア
環境に配慮した計画の指針

スマートタウン構想

「ゼロエネルギー化」を視野に入れた計画の施策のポイント

CASBEE 評価項目

ライフサイクルコスト
ライフサイクル CO2 削減

LCCO2

CASBEE は建物を環境性能で評価し、格付けする手法です。環境負荷
低減と居住環境の質の向上を同時に目指す指標として、公共・民間
を問わず各種建築物に幅広く適用されています。

CASBEE は、「単位環境負荷あたりの製品・サービ
スの経済価値」と定義された指標をもとに、建物
の環境性能を C～ Sランクにて格付けします。

LCC

CASBEE 概念図

建築物の企画・設計～竣工・運用～解体までの全期間の
費用を意味します。イニシャルコスト（建設費）を抑え
つつ、維持保全・更新のランニングコスト低減に取組み、
建築の生涯を通じたトータルなコスト低減を図ります。

LCC（ライフサイクルコスト）

クールチューブ利用による冷暖房補助
（ランニングコスト低減）

1990 年代以降、地球環境問題が顕在化してから各国で建築物の総合
環境性能評価手法が開発されてきました。環境負荷低減は、企業の
取組みとして積極的に推奨されています。

各国の環境性能向上の取組み

全面的な屋上緑化

熱負荷低減の工夫が施されたカーテンウォール

LCEMによって快適に制御された内部空間

LCEM（ライフサイクルエネルギーマネジメント）
は、ライフサイクルを通じた省エネルギーコミッ
ショニングです。運用時のエネルギー分配を効率
的に行い、省エネルギーの一層の推進を図ります。

LCEM概念図（国土交通省HPより抜粋）

設計段階での LCCO2 試算・削減提案

既存の工場を改修した美術館
解体時の CO2等の削減・都市景観の
サスティナブルな継承

建築物の企画・設計～竣工・運用～解体までの全期
間の排出 CO2量。建築産業の排出 CO2量は非常に
大きいため、責任ある取組みが求められています。

LCCO2（ライフサイクル CO2)

CASBEE
LCEM

セラミック製ブリーズソレイユ
による日射遮蔽（冷房負荷低減）

ライフサイクルエネルギーマネジメント（LCEM）
建築物から出される温室効果ガスを削減するため、建築物のライフサイクル（企画・計画、設計、施工、運用、
改修）を通じて、省エネルギー性能の分析・評価を行い、省エネルギー・省CO2化を図る手法である。国や地方
自治体等の公共機関が所有する建築物への適用を前提としているが、京都議定書目標達成計画（2008年3月
閣議決定）に位置づけられているため、民間の建築物にも導入が進められている。

ライフサイクルCO2（LCCO2）
建築物などの建設に伴って発生する二酸化炭素（CO2）の排出量を削減するために、建物寿命１年あたりの
CO2排出量を算出して評価する手法のこと。手順は、まず、評価対象となる建築物の資材消費量や、建設時の
物資輸送距離、冷暖房や照明などのエネルギー消費量を算定する。次にそれぞれの過程における誘発素材量
やエネルギー消費量、CO2排出量、廃棄物負荷等を算出し、影響項目間の重み付けを行って総合評価する。

建物のライフサイクルコスト（ＬＣＣ）
建物を企画・設計・建築し、その建物を維持管理して、最後に解体・廃棄するまでの、建物の全生涯に要する
費用の総額。

計画段階での具体的なＬＣＣ低減策
１．建物の維持管理に要する労力を最小限にする、管理しやすい建物の設計を行う。
２．徹底的な省エネルギー化を推進し、光熱費の節約を行う。
３．建物の各部材の耐用年数を設定・把握し、交換やリニューアルが経済的かつ計画的に行えるよう配慮する。
４．建物の長寿命化を推進し、単位時間あたりのコストの低減を図る。

環境 / 省エネ・省資源



自然を「もっと楽しむ」





サステナビリティ ( 持続可能性 )
Ⅳ　方向性の提示

年月によって風合いを増す
素材の選定

設計時の工夫(例)

stone

woodbrick

steel

施工企 導指全保・用運計設画計・画

計画から解体まで、ライフサイクルを通じて
一貫したエネルギーマネジメントを行う

省エネルギー、省CO２化

地球

地域 建築
architecture

earth

life

region

生命

　私たち建築関連5 団体は、今日の地球環境問題と建築との係わりの認識に基づき、「地球
環境・建築憲章」を制定し、持続可能な循環型社会の実現にむかって、連携して取り組むこと
を宣言します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社）日本建築士会連合会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社）日本建築士事務所協会連合会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社）日本建築家協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社）建築業協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社）日本建築学会　地球環境委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000 年6 月1 日

　20世紀、物質文明の発達と日本をはじめ世界各地における急速な都市化は、人間を中心
とした快適な生活の実現をもたらしました。その結果、地球規模においてのさまざまな問題
が顕在化してきました。地球温暖化をはじめ、生態系の破壊、資源の濫用、廃棄物の累積等
によって、あらゆる生命を支える地球環境全体が脅かされています。そして、建築活動がこの
ことに深く関わっていることも明確となっています。
　いま私たちは、地球環境の保全と人間の健康と安全をはかり、持続可能な社会を実現して
いくことを緊急の課題と認識しています。建築はそれ自体完結したものとしてでなく、地域の、
さらには地球規模の環境との関係においてとらえられなければなりません。私たちは21 世紀
の目標として、建築に係わる全ての人々とともに、次のような建築の創造に取り組みます。

長寿命
建築は世代を超えて使い続けられる価値ある社会資産となるように、企画・計画・設計・建設
・運用・維持される。

自然共生
建築は自然環境と調和し、多様な生物との共存をはかりながら、良好な社会環境の構成要と
して形成される。

省エネルギー
建築の生涯のエネルギー消費は最小限に留められ、自然エネルギーや未利用エネルギーは
最大限に活用される。

省資源・循環
建築は可能な限り環境負荷の小さい、また再利用・再生が可能な資源・材料に基づいて構成
され、建築の生涯の資源消費は最小限に留められる。

継承
建築は多様な地域の風土・歴史を尊重しつつ新しい文化として創造され、良好な成育環境と
して次世代に継承される。

地球環境・建築憲章
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