
 

移住・二地域居住 ７ヵ条 

～快適な田舎暮らしを実現するために～ 

週末は信州暮らし 

長野県住まいづくり推進協議会 

二地域居住者向けコンパクト住宅 

平成 27 年（2015 年）8 月 
掲載している信州の風景写真は、 
「ふるさと信州風景 100選」の写真です。 

を提案します。 

二地域居住者向けコンパクト住宅に興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。 

長野県住まいづくり推進協議会 ＜事務局：一般社団法人 長野県建築士会＞ 

〒380-0872 長野市大字南長野字宮東 426-1 長野県建築士会館内 

TEL ０２６－２３５－０５６１  FAX ０２６－２３２－２５８８ 

e-mail n-shikai@avis.ne.jp 

 

【長野県住まいづくり推進協議会 構成団体】 
（一社）長野県建設業協会，長野県優良住宅協会，（一社）信州木造住宅協会，長野県建設労働組合連合会  

（一社）全国木造建設事業協会長野県協会，（一社）長野県建築士会，（一社）長野県建築士事務所協会 

（公社）日本建築家協会関東甲信越支部長野地域会，長野県木造住宅耐震診断推進協議会 

長野県森林組合連合会，長野県木材協同組合連合会，信州木材認証製品センター 

（一社）長野県宅地建物取引業協会，長野県 （順不同） 

 

 

 

 

1 ライフスタイルにあった地域を選ぶ 

移住・二地域居住先で何をしたいのか明確にしま

しょう。仕事や学校などの生活環境の情報をもとに、

家族のそれぞれの思いが実現可能な地域なのかを吟

味しましょう。 

2 四季の移ろいを知る 

長野県は地域や四季によって気候が大きく異なり

ます。たとえば北部では降雪量も多く、除雪や屋根

の雪おろしも必要となります。厳しい自然環境への

心構えが大事です。 

3 地域文化と風習を尊重する 

長い歴史の中で育まれてきた文化や風習は、地域

の誇りでもあります。それを尊重する姿勢・心を示

すことが円滑な人間関係をつくります。 

4 地域活動や交流に参加する 

沿道の除雪や草刈り、公共施設の清掃、消防団活

動など地域の中で良好な生活を維持していくための

共同作業があります。分からないことは地元の方に

尋ねましょう。 

5 得意な分野で地域貢献 

社会人生活で蓄積されたノウハウや自分の特技を

生かして地域活動をしたり、地元の方々の生活をサ

ポートすれば、地域の信頼が得られ絆も深まるで 

しょう。 

6 移住・二地域居住までのステップを確認 

短期的な生活体験に加え夏や冬の長期滞在などの

段階を踏んで、気候風土や生活習慣を十分に知った

上で移住・二地域居住することをお勧めします。 

7 憧れと現実のギャップ 

人里を離れた山深いところでの単独生活は不便で

すし、ことに冬は過酷です。病院や商店、交通機関

などの利便性も十分検討しましょう。 



 

長野県への移住・二地域居住に関するお問い合わせは･･･ 

信州らしい“暮らし”と“住まい”を提案します。 
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掲載しているモデルプランは、ほんの一例です。これらをヒントに、あなたの理想の信州

暮らしを見つけていただけたら幸いです。 

また、建築する場所によっては、各種の規制に応じたアレンジが必要になることがありま

すので、ご留意をお願いします。 

地域の風土に根ざした建築士がご相談に応じますので、まずはお気軽に事務局までお問い

合わせください。（連絡先は裏表紙をご覧ください。） 

知りたいこと このキーワードで検索してください 

移住セミナーやイベントの情報は？ 楽園信州 

 空き家など物件情報を探すには？ 楽園信州空き家バンク 

病院は近くにある？ ながの医療情報Ｎｅｔ 

し
ご
と 

求人情報を受け取るには？ Ｉターン信州 

林業に従事するには？ 長野県林業労働力確保支援センター 

農業を始めるには？ デジタル農活信州 

起業・創業するには？ ながの創業サポートオフィス 

子
育
て 

保育園の空き情報は？ （Ｈ27.4 現在、長野県内に待機児童はいません） 

幼稚園は近くにある？ 長野県私立幼稚園協会 

子育てを応援してくれる企業は？ 社員の子育て応援宣言 

 
長野県移住相談窓口 

長野県庁 信州暮らし案内人・移住相談員 TEL 026-233-1794 e-mail iju-kouryu@pref.nagano.lg.jp 

〒380-8570 長野市大字南長野字幅下 692-2 長野県庁 7 階 

銀座ＮＡＧＡＮＯ 長野県移住・交流センター TEL 03-6274-6015 e-mail ginza-nagano@pref.nagano.lg.jp 

〒104-0061 東京都中央区銀座 5-6-5 NOCO ビル 4 階 

認定ＮＰＯ法人 ふるさと回帰支援センター TEL 03-6273-4401 e-mail nagano@furusatokaiki.net 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 5 階 

名古屋移住・交流サポートデスク TEL 052-251-1441 e-mail nagoya-ijudesk@pref.nagano.lg.jp 

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 4-1-1 中日ビル 4 階 長野県名古屋観光センター内 

大阪移住・交流サポートデスク TEL 06-6341-7006 e-mail osaka-ijudesk@pref.nagano.lg.jp 

〒530-0001 大阪市北区梅田 1-3-1-800 大阪駅前第 1 ビル 8 階 長野県大阪観光センター内 

 

長野県諏訪地域の八ヶ岳や富士山が望める高原地域は、都会から移り住んだ人も多く、自給自足生活へ
の関心が高い地域です。長野県で４月から副知事を務める中島恵理さん一家は、この地に地元の工務店の
助けを得ながらセルフビルドで家を建て、半農半Ｘ（Ｘは公務員）のライフスタイルを実践中。環境省職員（職
場は東京）の頃から二地域居住を続けています。御主人への質問形式で簡単に御紹介します。 

Ｑ お仕事は何ですか？ 

Ａ 農業をやっています。自給自足できる程度の規模で、少しは販売もしてい

ます。 

Ｑ なぜ農業を選んだのですか？ 

Ａ ボランティアで滞在した、タンザニアでの経験がきっかけです。煮炊きの

薪を現地の女性をまねて、頭に乗せて運んでみましたが、１回でへばって

しまいました。ものは少ないけれども、あるものを分かち合う生活を送る

うちに、自分が食べるものは自分の手でつくろうという思いが強くなり、

農業を始めることにしました。 

Ｑ 実家のある諏訪地域に住んで、普段はどんな生活をしているのですか？ 

Ａ 平日は、妻は長野市へ単身赴任をしていますので、私は長男と長女と３人

でこの家で暮らしています。毎日の田畑の手入れに加え、地域の仕事もた

くさんあります。たとえば、農業用水路の管理とか、大きなイベントでは

御柱祭への参加もあります。田舎での自給自足生活は、実際にやってみる

ととても忙しいですが、生きる自信を高めることができます。 

Ｑ こだわりを教えてください。 

Ａ 有害物質は使わない、なるべく地元の木を使う、この２点がこだわりでし

た。プライベートを尊重するよりも家族の気配が感じられることを選んだ

間取りで、この家に暮らしていると、生活の快適さを実感できます。 

冬は太陽の光が射し込み、夏は気持
ちのいい風が吹き抜けます。四季を
通じて自然の恵みを受ける吹抜け空
間は、家族にとってとても心地よい場
所です。 

長野県や公益団体のホームページ等で、役立つ情報を発信しています。 

 

はじめに 

満開の菜の花公園（飯山市） 

翡翠色に輝く阿寺渓谷（木曽郡大桑村） 

紅葉に染まる集落（北安曇郡小谷村） 

 信州の広大な山河は、豊かな自然と多彩な気候に彩ら

れ、各地に特色ある風土や歴史文化を育んでいます。 

 このたび、長野県への移住・二地域居住を検討する皆さ

んに、「二地域居住者向けコンパクト住宅」プランを提案

いたします。 

 設計にあたったのは、いずれもそれぞれの地域に暮ら

し、地域のことをよく知る若い建築士たちですが、皆様に

おもてなしの心を込めて制作いたしました。きっとこの中

に、あなたの、お気に入りのプランがあると思います。 

 長野県住まいづくり推進協議会は、長野県と、長野県下

の木材供給者から製材業者、設計者、工務店など住宅に関

係する団体で構成した、信州のゆたかな住まいづくりを推

進する団体です。 

 信州に暮らしたい。そんなあなたの想いにお応えしま

す。 

長野県住まいづくり推進協議会 会長 場々 洋介 

（一般社団法人長野県建築士会 会長） 

 

みなさんは、信州・長野県にどのようなイメージをお持

ちでしょうか。豊かな自然環境、美しい景観、おいしい食

べ物、日本一の健康長寿をもたらすライフスタイル・・・

信州の魅力は今、全国から注目していただいており、移住

したい都道府県アンケート※では、2006 年から９年連続で

１位という高い評価をいただきました。 

自然環境や大都市圏からアクセスしやすい地理条件と

いった「大地から与えられた恵み」と、伝統・文化・風土

など「先人が築いてきた努力の賜」。これらが重なり合っ

た地域の魅力をさらに磨きながら、私たちは、県民みんな

で「確かな暮らしが営まれる美しい信州」を目指して取り

組んでいます。 

このたび提案する「二地域居住者向けコンパクト住宅」

で、信州・長野県に暮らしてみませんか。心よりお待ちし

ています。 

長野県知事 阿部 守一 

※『田舎暮らしの本』（宝島社）「移住したい都道府県アンケート」 

 
雪化粧の浅間山（佐久市） 

住
ま
い 

（信州に暮らす。楽園信州移住センター） 



 

 

木曽ひのきとカラマツの癒しの住まい 

もう一つの 

我が家を信州に 

二地域居住者向けコンパクト住宅 北信濃エリア 年の冬季オリンピックを契機に、文化・ス
ポーツによる国際的な交流が拡大してい
ます。 
◆ 北信地域は県の最北部に位置する
全国有数の豪雪地帯です。雪国としての
特性を生かして、志賀高原、野沢温泉、
斑尾高原などに代表されるウィンタース
ポーツの基地として、また、湯田中、渋、
野沢など温泉資源に恵まれた地域として
発展してきました。 

☞ こんな暮らし方がおすすめです。 
○ 雪を楽しみながら暮らす 
○ 木の温もりを感じて暮らす 
○ ゆらめく炎を感じて暮らす 

日本アルプスエリア 

◆ 北アルプスのふもとから県の中央部に
かけて広がる松本地域は、美ヶ原高原、
上高地、乗鞍高原など名だたる高原地
帯に囲まれ、温泉、美術館・博物館、歴
史的遺産など多彩な魅力を備えていま
す。 
◆ 大北地域は、県の北西部、北アルプ
スのふもとに位置し、北部は全国有数の
豪雪地帯です。白馬・八方尾根をはじめ
とする多くのスキー場があり、温泉や湖沼
などの資源にも恵まれ、山岳リゾートのメ
ッカとして発展してきました。 

☞ こんな暮らし方がおすすめです。 
○ アルプスの山々と共に暮らす 
○ 雪を楽しみながら暮らす 
○ 山登り・山小屋的な暮らし 

木曽路エリア 

◆ 中央アルプスと御嶽山系に挟まれた
木曽地域。木曽川、奈良井川のわずか
な流域を除いて山に囲まれ、ヒノキをはじ
めとした美しい森林に覆われています。ま
た、古くから信仰を集める霊峰御嶽山、
寝覚ノ床、木曽馬の産地だった開田高原
なども観光地として有名です。 

☞ こんな暮らし方がおすすめです。 
○ 木の温もりを感じて暮らす 
○ 古民家的な暮らし 
○ ゆらめく炎を感じて暮らす 

伊那路エリア います。中央自動車道で東京へも名古
屋へも約２時間 30 分に位置する豊かな
自然に恵まれた上伊那地域です。 
◆ 県の南の玄関口に位置するのが飯伊
地域。穏やかな気候と南アルプスを望む
雄大な自然に恵まれた地域です。天竜
川の流れが創り出した天竜峡は、奇岩が
織りなす渓谷美で屈指の景勝地。温泉
や渓谷など自然資源も豊富です。民俗
芸能の宝庫としても有名です。 

☞ こんな暮らし方がおすすめです。 
○ アルプスの山々と共に暮らす 
○ 古民家的な暮らし 
○ 家庭菜園のある暮らし 

 

東信州エリア 

◆ 県の東部、千曲川中流部に位置し、
晴天の日が多く、地形、気候ともに穏や
かな地域です。上小地域には、海野宿、
和田宿などの歴史を感じさせる町並み
や、別所温泉、丸子温泉郷などの温泉、
菅平高原、湯の丸高原などがあります。 
◆ 県の東の玄関口に位置する佐久地
域は、北に浅間山、南に八ヶ岳を望む豊
かな自然に恵まれた地域です。高原の澄
んだ空は宇宙観測にも適しており、観測
所があります。また、最近はスイーツの町
としても人気が高い地域です。 

☞ こんな暮らし方がおすすめです。 
○ 夏を自然の涼風で暮らす 
○ ゆらめく炎を感じて暮らす 
○ 家庭菜園のある暮らし 

 

諏訪エリア 

◆ 標高 759ｍにある諏訪湖は、県内最
大の湖。この諏訪湖を中心に、八ヶ岳、
蓼科高原、霧ヶ峰高原など変化に富ん
だ自然環境を備えた諏訪地域は、東京
圏からも近く、移住先として人気のエリア
です。 

☞ こんな暮らし方がおすすめです。 
○ 山登り・山小屋的な暮らし 
○ 夏を自然の涼風で暮らす 
○ 木の温もりを感じて暮らす 

 

◆ 千曲川と犀川が合流する善光寺平を
中心に、四方の美しい山並みに囲まれた
長野地域。製造業を中心に、付加価値
の高い農林業が発展を続けており、1998 

① アルプスの山々と共に暮らす 

◆ 南アルプスと中央アルプスの狭間を
縫うように流れる天竜川。その流域の河
岸段丘に様々な都市や農村が存在して 

⑥ 古民家的な暮らし 

⑦ ゆらめく炎を感じて暮らす 

⑧ 家庭菜園のある暮らし 

④ 木の温もりを感じて暮らす 

③ 山登り・山小屋的な暮らし 

⑤ 夏を自然の涼風で暮らす 

個性豊かな信州の気候風土 

気候風土 

ハグクミオクルサトノイエ  ―― Ｐ.５ 

板土間の家  ―― Ｐ.19 

自然の中に身を置き、火の恵みを楽しむセカンドハウス  ―― Ｐ.21 

田舎の景色を楽しみながら、薪ストーブでのんびりと暮らす家  ―― Ｐ.23 

薪ストーブのある暮らし  ―― Ｐ.25 

都会の喧騒から離れ、大きな庇の下で楽しむ非日常  ―― Ｐ.27 

家庭菜園を楽しむ新しい土間のある家  ―― Ｐ.29 

自然木に囲まれた健康的住宅  ―― Ｐ.11 

諏訪湖の見える傾斜地に建つ家  ―― Ｐ.15 

お気に入りの自然木を望む  ―― Ｐ.９ 

ツナグイエ  ―― Ｐ.17 

② 雪を楽しみながら暮らす 

火を愉しむ雪国の山荘  ―― Ｐ.７ 

どこまでも続く田園風景の中、のびのびと子供を育てる週末宅 

信州の大自然を見ながら暮らす田の字プランの家 

火を活用したローエネルギーの家 

雁木を設けた雪国で快適に生活する家 

薪ストーブを生活の一部に取り入れた、信州の冬を楽しむ家 

家庭菜園や果樹栽培をしながら、ゆっくりと季節感を楽しむ 

不便さを受け入れることで極上の田舎ライフを愉しむ 

厚み 30mm の床は、歩くだけで温もりを感じます 

スキップフロアによる、変化に富んだ内部空間の家 

自分で山から選び伐採した自然木をシンボルツリーに 

都会で災害が起きたときのためのもう一つの拠点に 

雪に負けない、雪を利活用する住宅 
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広がりの空間とウッドデッキで楽しめる田舎の暮らし  ―― Ｐ.13 

 ・木造（長野県産木材利用） 

・５０㎡（15坪）程度 

・想定工事価格帯 1,000万円程度 

（超えるものはオプションで提案） 

・田舎暮らしを体感できるつくり 

・信州の気候・景観に適応 

高速道路 

新幹線 

ＪＲ線・しなの鉄道 

至甲府



 ① アルプスの山々と共に暮らす 
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県産木材・石材の使用箇所 

❏ 四季折々のアルプスを鑑賞しながら安曇野の旬を食す 

❏ のびのびと子供を育てる週末の家 

 二つの三角から構成する屋根はアルプスをイメージ 

 アルプスの山々を鑑賞できるよう大きく西側に窓を配置 

 収穫した山菜など、団欒に参加しながら調理できるキッチン 

 地域住民とのふれあいを創る広い開放的な縁側 

 夏季、田んぼをわたってくる風を採風できるよう窓を配置 

 床下全館冷暖房によりヒートショックなどの要因を軽減 

 

 

オプションとして 
提案するもの   

 

二地域居住者向けコンパクト住宅 

松本市・安曇野市・県南信地区を中心に、冬暖かい家を 

設計・施工している地元工務店の建築士です。 提案者 ／贄田 謙二 



 ② 雪を楽しみながら暮らす 
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県産木材・石材の使用箇所 

❏ 火を愉しむ雪国の山荘風住宅 

❏ 雪に負けない、雪を利活用する住宅 

二地域居住者向けコンパクト住宅 

心豊かな暮らしの風景の創出を道標として、その土台となる 

かたちをつくることを目指します。 
提案者 ／ 竹内 祐一 

 

 

オプションとして 
提案するもの 

 



 ③ 山登り・山小屋的な暮らし 

 9 10 

県産木材・石材の使用箇所  

 

オプションとして 
提案するもの 

 

❏ 土間とロフト、シンプルでオープンな空間 

❏ 自分で山から選び伐採した自然木をシンボルツリーに 

陽当たりのいいウッドデッキの真ん中には、自分で選び伐採した自然木。 
八ヶ岳を背景に、自分のお気に入りの木が小屋のシンボルツリーとなって 

里山の生活らしい、ゆったりとした時間が創出される。 
小屋の内部は、土間とロフトの、シンプルだけどオープンな空間に。 
土間なら、趣味の山登りや仕事としての山の準備・作業も大丈夫。 
土足でどかどか、家の中なのに外みたいに楽しめる。 

 

三角屋根の小さな 
可愛い空間は、 
里山暮らしの寝室 

山から伐採したお気に入りの自然木。 
皮を剥いだり、削ったり磨いたりする 
楽しみがあるかもしれません。 

土間は内部空間に広がる外部空間 
中にいながら庭のように楽しめる場所 

外仕事・バーベキュー 
楽しみ方は色々 

太陽高度の低い冬、土間には太陽が 
奥まで入り、土間の蓄熱効果が 
期待でき夕方まで暖かい 

二地域居住者向けコンパクト住宅 

地場建材を積極的に使い、依頼者の「夢」に設計者としてのスパイスを 

加え、夢を引き立たせる＋αの価値を提供したいと考えています。 
提案者 ／ 鈴木 敏之 

小さな家でも空間に 
広がりをもたせ、土間から 
の暖かい空気をロフト・ 
家全体に運ぶ装置 



 ④ 木の温もりを感じて暮らす 

・県産木材を構造材、仕上げ材とも使用しています。 

 特に１階の床は厚みが 30 ㎜で、歩くだけで温もりを感じます。 

・水回り以外の間仕切りを無くした開放感のある間取りです。 

・南面に大きな窓を付けることによって太陽光が家の中まで 

差し込み、冬の暖房の一助けをしてくれます。なにより、 

室内が明るくなり心も晴れやかになります。 

 

１階平面図 

11 

２階平面図 
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県産木材・石材の使用箇所  

 

オプションとして 
提案するもの 

 

❏ 自然素材を多用した健康的な住宅 

❏ 高台に位置し、山々が一望できる敷地をイメージ 

二地域居住者向けコンパクト住宅 

北信地方を中心に地元の山の木を住宅に使う運動をしています。 提案者 ／ 保倉 利光 



 ④ 木の温もりを感じて暮らす 
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県産木材・石材の使用箇所   

 

オプションとして 
提案するもの 

  

  

 

❏ 木曽ひのき・カラマツを使った香りとぬくもりを楽しむ家 

❏ コンパクトながら広がりの空間とウッドデッキで楽しめる田舎の暮らし 

二地域居住者向けコンパクト住宅 

 江戸時代には伐採が禁止された木曽五木。中でもひのき
．．．

は、その肌触りと木目の

美しさ、加工性の良さに加え、強度や耐久性にも優れた性質により、建築・木製品

などとして古き時代より社寺などで多く利用されていますが、特にこの地の「木曽

ひのき」は群を抜いています。さらに、ひのき
．．．

には抗菌などの様々な科学的効能が

認められ、その香りには癒しの効果があると言われています。 

また、そのひのき
．．．

と共に木曽に多くあるカラマツは、経年で色つやが変わる力強

い木目が特徴です。 

それらこの地で育った木材を使った香りと木のぬくもりに溢れた家は、まさに“癒

しの住まい”です。シンプルながらも広がりと風を感じられるよう窓を配置し、屋

根付きの大きなウッドデッキではのんびりも、バーベキューなどのアクティブも、

どちらでも存分に自然と田舎暮らしを楽しんで頂けます。 

“ひとつひとつ心を込めて”をモットーとして、信州木曽で工務店として地元材

を使い、自然豊かな木曽にフィットした家づくりをしています。 
提案者 ／ 中田 充謙 



 

主に長野県内で、住宅等の設計を中心に活動しております。 

建築と自然環境との関わりを大切にしています。 

❏ 傾斜地に建つ、通風と 
眺望に優れた家 

❏ スキップフロアによる、 
変化に富んだ内部空間の
家 

長野県に多くみられる傾斜地を利用したスキップフロア型のコンパクト住宅の提案です。 

傾斜地の敷地特有の条件として、眺望の良さ
．．．．．

と通風の良さ
．．．．．

を積極的に取り入れ、内部空間 

では、スキップフロアとして平屋建てながらも変化に富んだ空間を創出し傾斜地という特

徴を空間的に表現し、この地で暮らすことの喜びを感じられる家を目指しています。 

また、外部空間との関わりの深い暮らしを実現するため、2 か所のデッキスペース（１階 

及び屋根上）を提案しています。 

夏の涼風、土地との密接なつながり、都会地にない広い空とのつながりといった、長野県

ならではの自然を生かした暮らしの提案です。 

⑤ 夏を自然の涼風で暮らす 

内観イメージ図 

外観イメージ図 

二地域居住者向けコンパクト住宅 

提案者 ／ 窪寺 弘行 
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（Photo：岡谷市鳥居平やまびこ公園 HPより引用） 

県産木材・石材の使用箇所  

 

オプションとして 
提案するもの 

 

平面イメージ図 



 

北信に住んでいます。たまに県外へも行きます。 

27 歳、駆け出しではありますが、よろしくお願い致します。 
提案者 ／ 北村 あや香 

⑤ 夏を自然の涼風で暮らす 
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県産木材・石材の使用箇所 

 

オプションとして 
提案するもの 

 

❏ 都会と繋がる家 ～都会で災害が起きたときの為のもう一つの拠点に～ 

❏ 地域と繋がる家 ～孤立しない田舎の暮らし～ 

 環境を変えたい、地方で仕事がしたい、そう考えている方に、北信濃の自然豊かな

田舎に、もう一つの"仕事場"を提案します。ワークスペースと、ＬＤＫとコミュニテ

ィースペースを兼ねたパブリック棟を設けました。デッキは地域の人が入りやすいオ

ープンな作りにし、家と家を繋ぐ役割を持つと同時に、地域の人と繋がる場として計

画しました。家に愛着を持って頂けるように、地域の大工さんとの交流も兼ねて、部

分的にセルフビルドとしています。増築もし易く、将来的に小さなコミュニティーを

作ることも可能です。近年心配されている震災の備えとしても、地域に溶け込んだ田

舎の暮らしをもう一つの拠点として、持ってみてはいかがでしょうか。 

―プライベート― 
シンプルな内装 

―パブリック― 
風通しの良い 
見通しの良い 

デッキ全部が LDK！ 

―ワークスペース― 
SOHO などの 

仕事用に 

風の流れ 
 平面図  

地域と 
都会を 

『繋ぐ』 
パブリックと 

プライベートを 
『繋ぐ』 

  デッキで繋ぐ   

 全景  

 立面図  

町の人とデッキで 
食事したり… 

おしゃべりしたり… 

 開放的なデッキ  

くつろいだり… 

二地域居住者向けコンパクト住宅 



 

常に「信州らしいオリジナルな家づくり」を心掛けて「ここち」をテーマとして住みこ

こちの良い家づくりをしています。木の家づくりを得意とする一級建築士です。 

⑥ 古民家的な暮らし 
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県産木材・石材の使用箇所  

 

オプションとして 
提案するもの 

  

  

 

❏ 信州の大自然を見ながら暮らす家 

❏ 古民家的な暮らしができる。 （田の字プランの家）間取り変更タイプ 

二地域居住者向けコンパクト住宅 

提案者 ／ 丸山 幸弘 



 

県北部の飯山市に家族と住み、（時には厳しい）四季折々の豊かな

食と農と風景を楽しみながら、日々、住まうことを考えています。 
提案者 ／ 吉越 伸吾 

⑦ ゆらめく炎を感じて暮らす 
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県産木材・石材の使用箇所  

 

オプションとして 
提案するもの 

 

内に“マキストーブ”と土間を、外に“かまど”とデッキを設えて、四季を通

じて自然の豊かさを楽しむことができます。吹抜と大きな開口部で心地よい風が

通り抜け、陽の暖かさを受け取ります。大きな開口部は南面だけでなく、その土

地のお気に入りの景色へ向けても良いと思う。県産の木と鉄平石といった床材で、

足元からも自然と一体となった温かさを感じさせます。 

❏ 火を活用したローエネルギーの家 

❏ 火を中心に、内と外をつなぐプランニング 

二地域居住者向けコンパクト住宅 



 

北信地域（飯山市、中野市、山ノ内町、木島平村、栄村等）を中

心に、在来木造住宅を主とする工務店で設計と施工をしています。 

地域特有の気候風土の対応した設計を心掛けています。 

提案者 ／ 高橋 悦雄 

⑦ ゆらめく炎を感じて暮らす 
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県産木材・石材の使用箇所  

 

オプションとして 
提案するもの 

 

❏ 雁木を設けた雪国で快適に生活する家 

❏ 内土間がある薪ストーブを楽しむ憩いの場となる家 

オプション 

平面図 

細長い間取りとし、自然の風が通り抜けるようになっています。 

雪で家の中が暗くならないよう高窓を 

設けて明かりを中へ取り込みます。 

内土間は薪ストーブのある憩いの場と 

なります。部屋の仕切りをオープン 

にして大空間でも楽しめます。 

夏は外土間で夕涼みでも・・・。 

二地域居住者向けコンパクト住宅 



 

長野県南信地域を中心とし地域密着の工務店として仕事をしてい

ます。 
提案者 ／ 有賀 清彦 

⑦ ゆらめく炎を感じて暮らす 
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県産木材・石材の使用箇所  

 

オプションとして 
提案するもの 

 

 この提案住宅では薪ストーブを設置し、薪ストーブを生活の一部に取入れ暖

をとるだけではなく調理器具としても活用できる位置関係に配置している。 

 室内動線上に薪置場を設け、薪ストーブを中心とした生活となり、薪ストー

ブの火を感じて暮らすことができ、デッキを設置することにより外部とのつな

がりを創造する。 

❏ リビング中心の間取りで、家全体を柔らかい暖かさが包み込む 

❏ 厳しい信州の冬を楽しむ家 

二地域居住者向けコンパクト住宅 



 

軽井沢、佐久地域を中心に住宅や別荘の設計・施工をしています。 

地域特有の気候風土に対応した設計を心掛けています。 
提案者 ／ 大森 豊也 

⑧ 家庭菜園のある暮らし 
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県産木材・石材の使用箇所  

 

オプションとして 
提案するもの 

 

❏ 家庭菜園、果樹のある暮らし 

❏ 地域住民との交流の場としての住居 

 二地域居住として都会の喧騒を離れ、家庭菜園や果樹を栽培しながらゆっく

りとした時間や季節感を楽しめる家にしました。出来るだけ窓を大きくして内

と外の繋がりを持たせ、雨天でも作業が出来たり休憩が出来たりする土間空間

を設けました。 

 室内はキッチン一体型の大きなダイニングテーブルを配置して菜園で取れ

た野菜を利用し、都会の友人や近隣の住民と一緒にわいわいと調理したり食事

をしたり楽しめる空間を考えました。 

二地域居住者向けコンパクト住宅 



 

松本市を拠点に、建築 CG シミュレーションを軸として 

建築設計・まちづくり提案等の活動を行っています。 

⑧ 家庭菜園のある暮らし 
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県産木材・石材の使用箇所 

提案者 ／ 長谷川 繁幸 

 

 

オプションとして 
提案するもの 

 

❏ 一歩外に出れば、そこは信州のアウトドア 

❏ 不便さを受け入れることで極上の田舎ライフを愉しむ 

二地域居住者向けコンパクト住宅 
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