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⽐較物件略称 ⽶ 原 韮 崎

⼯事物件名称 （仮称）まいばら認定こども園建築⼯事 再編保育園建築主体⼯事

⽊造化・⽊質化
特徴

・市産材を主に利⽤。
・保育室は、梁材は天井裏で室内に
露出はしていない、壁⾯は腰壁板
張り、床⾯はフローリングによる
内装⽊質化。

・遊戯室は、梁、柱が露出しており
壁を内装⽊質化。

・市産材を主に利⽤。
・保育室は、梁材が露出しており、
壁⾯は板張り、床⾯はフローリン
グによる内装⽊質化。

・遊戯室は、梁、柱が露出しており、
天井、壁、床を内装⽊質化。

防⽕規制 なし なし
建築⾯積 2718.07㎡ 1955.35㎡
延べ⾯積 2654.18㎡ 1690.82㎡
階数・棟 ⼀部２階建て １棟 平屋建て １棟
防⽕性能 準耐⽕建築物・その他建築物 その他建築物

内装制限 ２階建てで1000㎡を超えるため、内
装制限。（保育所同等基準） なし

杭⼯事 あり なし

⽐較物件の概要



・⽐較対象とした保育室棟は、３つもしくは４つの保育室ユニットとトイレ等の⽔回り。遊戯室棟は、遊
戯室のみ。

・構造体は柱芯上のものまでを含む。
・既存建物には存在する防災倉庫等の付属室は無い状態での⽐較を⾏う。

積算構造単位と特徴

⽶原 保育室 ⽶原 遊戯室

韮崎 保育室 韮崎 遊戯室

架構は、２ｍピッチで製材と⼀部集成材によるトラス構造である。
登梁、斜材、束材は杉製材。陸梁は杉集成材等を利⽤している。

架構は、４ｍピッチの唐松集成材による⼭形フレー
ムの⽅杖構造（接合部は、鋼板挿⼊、ドリフトピン挿
⼊）である。

架構は、1.8ｍピッチで⼀般部は⽔平梁を持つトラス、越し屋根
部は、登り梁トラス構造である。梁は、製材の接着重ね材を⼀部利
⽤している。

架構は、1.82ｍピッチで重ね材を活⽤した並列材
による挟みこみ構造である。

＜単位⾯積当たりの⽊材量0.144㎥/㎡＞

＜単位⾯積当たりの⽊材量0.256㎥/㎡＞

＜単位⾯積当たりの⽊材量0.177㎥/㎡＞

＜単位⾯積当たりの⽊材量0.370㎥/㎡＞



⼯事名称 構造種別により
変化のある⼯種は◎

仮設⼯事 －

⼟⼯事 ◎

鉄筋⼯事 ◎

杭⼯事 ◎

コンクリート⼯事 ◎

型枠⼯事 ◎

防⽔⼯事 ◎

タイル⼯事 －

⽊⼯事 ◎

鉄⾻⼯事 ◎

屋根⼯事 ◎

⾦属⼯事 ◎

・建築躯体とそこに付随する内外装の⼯事費等変化のある費⽤を⽐較する。
・家具⼯事や設備、外構⼯事及び仮設、諸経緯費等変化のない共通の費⽤は除く。

積算項⽬

⼯事名称 構造種別により
変化のある⼯種は◎

ガラス⼯事 －

塗装⼯事 ◎

内外装⼯事 ◎

ユニット・
その他⼯事 －

家具⼯事 －

厨房設備⼯事 －

機械設備⼯事 －

電気設備⼯事 －

外構⼯事 －



部位 ⽊造 鉄⾻造

内装下地 天井：LGS
壁：⽊製間柱・胴縁 LGS

屋根：野地板 構造⽤合板厚15⼆重張り ⽊⽑セメント板厚25
外壁：下地 構造⽤合板厚9 合板不要
内部⽊露出部分 柱・梁そのまま 露出部：杉板厚12で覆い⽊部塗装
外部軒天・柱 ⽊部露出部分 露出部：杉板厚12で覆い⽊部塗装
外部⿐先・けらば ⽊部露出部分 露出部：杉板厚24とし⽊部塗装

⽶原

部位 ⽊造 鉄⾻造

内装下地 天井：⽊製野縁
壁：⽊製間柱 LGS

屋根：野地板 構造⽤合板厚12 ⽊⽑セメント板厚25
外壁：下地 ⼀部構造⽤合板厚12 合板不要
内部⽊露出部分 柱・梁そのまま 露出部：杉板厚12で覆い⽊部塗装
外部軒天・柱 ⽊部露出部分 露出部：杉板厚12で覆い⽊部塗装
外部⿐先・けらば ⽊部露出部分 露出部：杉板厚24とし⽊部塗装

韮崎

・⽊構造と鉄⾻構造の各構造特性に応じた仕様設定。
・鉄⾻造は、当初の⽊造設計と同等の⽊質感を得るために⽊質内外装仕上げを⾒込む仕様設定。
特に、柱や梁まわりと軒先・軒裏部分等が該当。

構造の違いによる仕様設定



⽊造 鉄⾻造

⽶原
保育室

・準耐⽕、内装制限で構造部材は室内には
露出せず、内装⽊質化はフローリングと
腰壁。

・架構は２ｍピッチで登梁、斜材、束材は
杉製材。陸梁は杉集成材等を利⽤。

・架構は、４ｍピッチの鉄⾻による⼭形のラー
メン構造としている。

⽶原
遊戯室

・架構は、４ｍピッチの唐松集成材による
⼭形フレームの⽅杖構造。

・他物件と条件を揃えるために、床仕上げ
をフローリングとしている。

・架構は、４ｍピッチの鉄⾻による⼭形のラー
メン構造としている。

韮崎
保育室

・構造部材は室内に露出しており、内装⽊
質化はフローリングと腰壁。

・架構は1.8ｍピッチで⼀般部は⽔平梁を
持つトラス、越し屋根部は登り梁トラス
構造。梁は製材の接着重ね材を⼀部利⽤。

・架構は2.73ｍピッチの鉄⾻による⼭形のラー
メン構造としている。⼀般屋根部は⽔平梁は
なく、越し屋根部は鉄⾻フレームでブレース
活⽤の置き屋根形式となっている。

韮崎
遊戯室

・構造部材は室内に露出しており、内装
⽊質化はフローリングと腰壁、天井⽊押
縁仕上げである。

・架構は、1.82ｍピッチで重ね材を活⽤し
た並列材による挟みこみ構造である。

・架構は、3.64ｍピッチの鉄⾻による⼭形の
ラーメン構造としている。

⼯事費⽐較建物の特徴
・保育室棟は、３つの保育室とトイレ等の⽔回り。遊戯室棟は、遊戯室のみ。
・既存建物には存在する防災倉庫等の付属室は無い状態での⽐較を⾏う。
・鉄⾻造の内装と外装は⽊造と同等の⽊質化を柱、梁、軒裏等へ⾏っている。
・両施設とも切妻屋根、平屋建て。韮崎は、⼀部越し屋根等がある。



⼯事費⽐較積算条件：⽊造・鉄⾻造図⾯：⽶原保育室
・⽊造と鉄⾻造では、柱のピッチが異なる部分がある。
・軒先、軒天は、⽊造は⽊部材露出。鉄⾻造は⽊板で覆っている。
・鉄⾻造は、LGS下地で柱や胴縁下地より室内側へ、熱橋に為らない様に断熱材を連続的に⼊れている。



⼯事費⽐較積算条件：⽊造・鉄⾻造図⾯：⽶原遊戯室
・⽊造と鉄⾻造では、柱のピッチが異なる部分がある。
・軒先、軒天は、⽊造は⽊部材露出。鉄⾻造は⽊板で覆っている。
・鉄⾻造は、LGS下地で柱や胴縁下地より室内側へ、熱橋に為らない様に断熱材を連続的に⼊れている。



⼯事費⽐較積算条件：⽊造・鉄⾻造図⾯：韮崎保育室
・⽊造と鉄⾻造では、柱のピッチが異なる部分がある。
・軒先、軒天は、⽊造は⽊部材露出。鉄⾻造は⽊板で覆っている。
・鉄⾻造は、LGS下地で柱や胴縁下地より室内側へ、熱橋に為らない様に
断熱材を連続的に⼊れている。



⼯事費⽐較積算条件：⽊造・鉄⾻造図⾯：韮崎遊戯室
・⽊造と鉄⾻造では、柱のピッチが異なる部分がある。
・軒先、軒天は、⽊造は⽊部材露出。鉄⾻造は⽊板で覆っている。
・鉄⾻造は、LGS下地で柱や胴縁下地より室内側へ、熱橋に為らない様に
断熱材を連続的に⼊れている。



地域 構造断⾯ 保育室合計 基礎
⼯事

躯体
⼯事

下地
⼯事

内外装
⼯事

⽶原

⽊造
100 33.7 33.1 10.5 22.7

鉄⾻造
114.3 42.5 31.0 8.3 32.5

韮崎

⽊造

100.0 23.9 39.6 10.2 26.3

鉄⾻造

125.3 28.9 43.1 16.0 37.3

⼯事費⽐較表：保育室

①① ② ③

⽶原・韮崎保育室の合計㎡単価を100とした場合に、各⼯事⾦額もその⽐率としてあらわしている。

凡例：①〜③は、⼯事費⽐較解説番号と対応している。



地域 構造断⾯ 遊戯室合計 基礎
⼯事

躯体
⼯事

下地
⼯事

内外装
⼯事

⽶原

⽊造
100 27.5 41.9 9.1 21.5

鉄⾻造
100.1 26.6 31.5 10.8 31.2

韮崎

⽊造

100.0 15.7 52.0 7.0 25.3

鉄⾻造

94.3 15.5 31.9 10.8 36.1

⼯事費⽐較表：遊戯室

①①

②

③

⽶原・韮崎遊戯室の合計㎡単価を100とした場合に、各⼯事⾦額もその⽐率としてあらわしている。

凡例：①〜③は、⼯事費⽐較解説番号と対応している。



⽊造と鉄⾻造⼯事費⽐較 解説

①⼩スパンの保育室の場合、全体と基礎は⽊造が安い。
⼤スパンの遊戯室は設計⽅法によるが、ほぼ同等の⼯事費となっている。

・鉄⾻造は、柱脚ベースパックにより基礎断⾯が⽊造の場合より⼤きくなる。

②躯体は、単純架構、⼤スパン架構では鉄⾻造が安い。
・⽊造躯体は、利⽤⽊材量が設計架構法と⽊質化の設計により異なる。
・構造⽊材量は⽶原保育室が最も少なく、韮崎遊戯室が最も多い設計。

③下地・内外装は、同等の⽊質化・⽊質感をそろえた場合、⽊造が安い。
・鉄⾻造は、躯体周りにLGS・ボード等下地が付加され、⽊質化の為に枠材等も
増える。

⼯事費⽐較の結果は、⽊質感をそろえた場合、利⽤⽊造量にもよるが鉄⾻造より
⽊造が安い場合が多い。



⽊造と鉄⾻造⼯事費⽐較 まとめ

●同等の⽊材による質感が求められる建物は、⽊造が安く建設できる。

●構造スパンが⼤きくなっても、同等の⽊質感の内装を施すと同等の⼯事費。

●⽊造の場合、建物に利⽤する⽊材量が多ければ、建設費は⾼くなる。

今後の留意点としては、以下があげられる。
・地域の施設での地域材利⽤の⽅針と構法の評価軸をまとめる必要がある。
・⽊材単価を安くするのではなく、⼭へ還元できる単価設定が必要である。
・⽊造化･⽊質化の経験者や情報共有化が進むことで、適正価格へ近づく。


