
くっちゃん型住宅 認定基準

項目 基準 詳細

１.落雪対策 「倶知安町建築物等に関

する指導要綱」の第６条

及び第７条を遵守するこ

と。

２.外壁のセ

ットバック

住宅：道路境界線までの

距離は、２ｍ以上。

外壁面又はそれに代わる柱面から道路境界線までの距

離とする。なお、道路境界線までの距離は、「倶知安

町建築物等に関する指導要綱」の第６条及び第７条と

比較し、どちらか大きい方の数値とする。隣地境界線

までの距離は、上記指導要綱による距離を確保すると

共に除排雪又は堆雪空間を確保した距離とする。

付属建築物：道路境界線

までの距離は、１ｍ以

上、隣地境界線までの距

離は、１ｍ以上。

付属建築物の外壁面又それに代わる柱面から道路境界

線又は隣地境界線までの距離とし、「倶知安町建築物

等に関する指導要綱」の第６条及び第７条と比較し、

どちらか大きい方の数値とする。

３.駐車スペ

ース

車庫又はカーポートの他

に敷地内に一台分の駐車

スペースの確保

15㎡以上（３m×５m程度）とする。

４.盛土の配

慮

敷地の排水や土砂が流出

しないようにする。

平坦地に盛土をする場合、その敷地の接する道路の高

さより30㎝又は隣接地の高さのいずれか多い方の高さ

を限度とする。

５.セミパブ

リックスペ

ースの確保

玄関までのアプローチに

風除室、又は雁木を設け

る。

雁木：間口900mm×奥行2700mm（柱芯又は壁芯）以上

とし、非木造の既製品は不可とする。

風除室：床面積3.2㎡（柱芯又は壁芯で囲まれた面

積）以上とする。なお、雁木内に風除室を設置する場

合は、この限りではない。

車庫、又はカーポートを

設置する。

間口2500mm（柱芯又は壁芯）以上、かつ、床面積11㎡

（柱芯又は壁芯で囲まれた面積）以上で非木造の既製

品は不可とする。

付属建築物及び付属物

は、住宅に組み込むか一

体的な造り(構造及び意匠

的に一体)にする。

付属建築物：車庫、カーポート、物置、雁木等とす

る。なお、非木造の既製品は不可とする。

付属物：灯油タンク、プロパン庫、エアコン室外機等

（宅内柱を除く）とする。

※意匠的に一体とは、主に木製等の目隠しを設けるこ

とや外壁色に合わせた着色等をいい、管理上雪等の問

題ない位置として道路から直接見えない箇所に設置す

る場合はこの限りでない。

６.床面積 居住部分の床面積が75㎡

以上とする。二世帯住宅

の場合は床面積が110㎡以

居住部分の面積は、風除室、自動車車庫、その他これ

らに類する部分で断熱境界で区切られる部分は含めな

い。



上とする。 二世帯住宅：居間、台所、トイレ等を別にする住宅と

する。

７.外壁等の

色彩と自然

素材の使用

外壁や屋根の色は、自然

景観の中から突出しない

温かみのある色合い(アー

スカラー)を基調とする。

屋根及び外壁の色彩は、下表のとおりとする。

外壁面等には木材等の自

然素材を外観に取り入

れ、温もり感を出す。

１．自然素材の種類

外壁面等には木材等の自然素材を外観に取り入れ、

温もり感を出す。使用できる自然素材及び仕様は、次

のいずれかとする。

(1) 木材

木材の上に、その素材感を残した塗装（防腐剤

等含浸透系塗料）を行う場合や、表面を焼いたも

のは可とする。

木材の上に、その素材感を残さない塗装（保護

塗料等造膜系塗料）を行う場合や、ベースとなる

外壁材の上に簡易に張付けた場合は不可とする。

(2) 珪藻土、漆喰

左官による仕上げとする（吹付やローラー塗等

は不可）。耐久性の向上を目的とした撥水剤等の

無着色の塗装は可とする。

(3) 石材

自然石を一枚一枚張り上げたものとする。なお

擬石については、提示された見本をもとに協議

し、町が判断する。

(4) その他

(1)～(3)以外の自然素材等については、提示さ

れた見本をもとに協議し、町が判断する。

色相 明度 彩度

屋根色

R(赤) ６以下 ８以下

YR(黄赤)

G(緑),B(青)
６以下 ６以下

Y(黄),GY(黄

緑),BG(青

緑），PB(青

紫),P(紫),RP

（赤紫）

６以下 ２以下

N（無彩色） ４以上7.5以下

外壁色

R(赤) １以上,６以下 ８以下

YR(黄赤),

Y（黄）
１以上,９以下 ６以下

GY(黄緑) １以上,９以下 ３以下

G(緑),B(青),

BG(青緑)
１以上,６以下 ３以下



２．自然素材の色

自然素材として使用できる色彩は、別表１のマンセ

ル値の範囲内とする。なお、木材は別表２とする。

別表1（珪藻土、漆喰、その他の素材のマンセル値)

別表２（木材のマンセル値）

３．自然素材の使用部位

道路に面する外壁面及び２面以上解放された玄関ま

でのアプローチ（雁木）に使用する外壁面（柱や筋違

で構成されたものに限る。）等で、次のいずれかの道

路からの見掛り部分を対象（風除室等に囲われた内側

にあるものは除く。）とする。

(1) 外壁（化粧板、窓廻り、見切り、コーナー等を

含む。）、基礎

(2) 柱、梁、筋違

(3) 外部建具（面的仕様に限る。）

(4) ベランダ、ウッドデッキ（建物に固定されたも

のに限る。）の手すり、手すり子等

(5) 破風

(6) 付属物の囲い（構造的に固定又は一部となして

いるもの若しくは独立していること。）

４．使用部位の面積の計算

前項の(1)～(6)に該当する使用部位の面積の計算は

下記によるものとする。

(1) 道路に面する立面の見付面積に対する割合が

20％を超えること。

(2) 角地など2方向以上の道路に面した土地の場

合、対象となる見付面積は、それぞれを比較し、

大きい方とする。

(3) 前項の(1)～(6)までの使用部位の合計とし、面

方向による重複は、面積に含めないこととする。

(4) 種類の違う自然素材を組合せた場合はそれぞれ

の面積を合計したものとする。

(5) ガラリやルーバーとして使用する場合、開放率

が50％未満の場合、隙間が無いものとみなし、そ

色相 明度 彩度

Y １以上、９以下 ６以下

YR １以上、９以下 ６以下

R・GY ２以上、６以下 ３以下

色相 明度 彩度

Y １以上、９以下 10 以下

YR １以上、９以下 10 以下

R・GY ２以上、６以下 ３以下



の面全体の面積とする。

※見付け面積とは、道路に面する建物の立面の輪郭線

で囲まれた部分をいう。基礎や破風など、見え掛かり

部分のすべてを含む。

８.耐久性 外壁の通気層の設置

柱、梁等の主要構造材、

床を構成する木材及び気

密工事に使用する木材

は、含水率が20%以下の乾

燥材又は集成材を使用す

る。

完成時に証明書等を添付すること。

屋根裏換気のための換気

口を断熱方法及び屋根形

状に応じて適切に設け

る。

北方型住宅の技術基準による。

９.省エネ 外皮平均熱貫流率（ＵＡ

値）0.46W/㎡・K以下

相当隙間面積2.0cm2/㎡以

下

完成時に断熱気密工事写真と試験成績書(相当隙間面

積について、北方型住宅の技術基準で示された技術者

による標準的な試験方法で測定したもの)を添付する

こと。

10.室内空間 快適な室内環境を確保で

きる換気システム

第１種、第３種、その他同等と認められるもの。

11.バリアフ

リー

バリアフリーに配慮した

トイレを設置すること

・特定寝室の存する階に配置すること。

・立ち座りのための手すりを設置すること。

・便器は腰掛式とすること。

・広さ 以下のa又はｂ（軽微な改造により確保でき

る部分を含む。）とすること。

※軽微な改造とは、室間の壁を撤去することにより一

体の空間として確保できること。室間の壁が耐力壁や

構造上必要な柱などを含むような場合は軽微な改造と

はならない。

a：便器前方の壁との距離1000㎜以上かつ便器と側

方との壁との距離500㎜以上とすること。

b：内法寸法 1100mm×1650mm以上とすること。

・建具 外から開錠できるものとすること。

バリアフリーに配慮した

浴室を設置すること

・出入口の段差 20㎜以下とすること。

・出入口の幅員 有効幅600mm以上とすること。

・手すりの設置 浴槽出入のためのもの並びに浴槽内

の立ち座り及び姿勢保持のためのものに設置とする

こと。

・広さ 短辺方向で1300㎜以上、内法寸法で2.0㎡



以上とすること。

・建具 外から開錠できるものとすること。

特定寝室を設置すること ・同じ階にトイレがあること。

・広さ 内法寸法で9㎡以上（軽微な改造により確保

できる部分を含む。）とすること。

※軽微な改造とは、室間の壁を撤去することにより一

体の空間として確保できること。室間の壁が耐力壁や

構造上必要な柱などを含むような場合は軽微な改造と

はならない。

段差を解消すること ・玄関出入口とポーチの高さ 20㎜以下（沓ずり先端

からポーチ床の高さ）とすること。

・玄関上り框の高さ 150㎜以下とすること。

・一般居室 段差なし（車イスからの移乗で必要な小

上がり等は除く）とすること。

安全かつ容易に昇降でき

る階段を設置すること

・階段の勾配を6/7（蹴上-5/踏面）以下、かつ

550㎜＜踏面＋2蹴上＜650㎜とすること。

・踏面200㎜以上とすること。

・蹴込み30㎜以下とすること。

・段鼻の出20㎜以下とすること。

・手すりを設置すること。

その他の配慮 ・玄関は上がり框の昇降及び靴等の着脱のための手す

り設置、又は手すり設置準備すること。

・廊下の幅員は有効幅780mm以上とすること。

・出入口の幅員は有効幅780㎜以上（軽微な改造によ

り確保できる部分の長さを含む）とすること。

※軽微な改造とは、ドア枠の撤去後に有効幅780mm以

上を確保できること。構造耐力上主要な柱や耐力壁を

構成する筋かい等を撤去するなど構造躯体に影響を及

ぼすようなものについては「軽微な改造」とはならな

い。


