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花と緑に囲まれる日々  

Builder：アクロスホーム　　Place：御代田町　　Family：夫婦

都会の喧騒を離れ、緑あふれる信州へ̶。浅間山麓の別荘に足

しげく通っていたMさん。4年半の二拠点居住の末、住み慣れた横

浜のマンションを娘さんに譲り渡し、夫婦で信州へ移住しました。

いまの暮らし、そして成功のコツとは？ 

A,B,C_「あのヤマボウシは、お隣さんの木の実を鳥が落としたもの。約8年でここまで大きくなったんですよ。大好きな

ジューンベリーは毎年たくさんの実をつけてくれるので、脚立にのぼって収穫しジャムにしています。デッキのフェン

スに絡んで目隠ししてくれているのは、アイスバーグというバラ。光を受けると葉の美しさが引き立ってとってもキレ

イなの」と奥様。寒暖差のある土地の方が花の発色が良いそうで、品種を選べば寒い地域でも植物はちゃんと育ってく

れるという。　D_右に見える物置小屋は、近所の友人に手伝ってもらって自作した。薪棚もすべてご主人によるDIY。

買うと高い薪づくりは、原木から玉切り、薪割りまで、自分たちの力でやろうと決めていた。

なんにもなかった更地が

豊かな森の庭に

　「庭仕事は前からずっとやりたいと思って

いたんです。マンションではせいぜいベラ

ンダで鉢植えを楽しむくらいでしょう？　

だから自分で手入れできるくらいの広さの

庭をもちたいなって」

　そう声を弾ませる奥様の視線の先には、

葉色に特徴のあるアメリカハナズオウやニ

セアカシアフリーシアが、のびのびと枝葉

を広げています。通り沿いで実をつけてい

るのはエゴノキにアオダモ、オオデマリ。

玄関前にはシンボルツリーのジューンベ

リー。足元をサギゴケやアジュガなどの下

草が彩ります。

　まるで森のように豊かな庭は、Mさんご

夫妻が約8年半かけてつくりあげたもの。

ここからは想像もつきませんが、家を建て

る前はなんと草1本ない更地だったそう。 今

では大きく生長した樹々や瑞々しい草花も、

すべて自分たちで苗木を植えたり、鳥や風

の運んだタネが自生したものばかりです。

　野鳥や小動物たちが躍動する春先から秋

までが、M家の繁忙期。奥様は庭の手入れ

に精を出します。普段はここを拠点に仕事

をし、月に2度ほど都会の仕事場へ通うご

主人も、週末になればDIYで棚などをつ

くったり薪づくりで汗を流したりと、信州

暮らしを満喫しています。
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　もともとセカンドハウスとして考えてい

たこの平屋。建てようと思ったきっかけは、

東日本大震災でした。

引き渡し当時
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E_リビングの大窓からは、ウッドデッキを介して庭の風景が楽しめる。平屋の光の届きにくさは随所に鏡を置くこ

とで解消。外の光や風景を呼び込んで、明るさと広がりを生んでいる。　F_耐久性にも優れたCOVACOの落ち着い

た空間がお気に入り。　G_玄関横の白い収納棚は、マンション時代からの愛用品。　H_薪ストーブのアンティーク

レンガを始め、玄関やトイレのタイルも全部自分たちでDIY。余白があるCOVACOならではの楽しみだ。　I_冬こ

そDIYの好機。室内の家具などあらゆるものをサンダーで研磨し、オイルステインで好みの色に仕上げたそう。

欲しいのはローコスト＆ローメンテの

ずっと安心して暮らせる家と庭

　今でもあの日の記憶が忘れられないとい

うご夫妻。「地震は必ずまた来る。だとした

ら、マンションではなく庭のある一戸建て

に移りたいと思ったんです」

　不安を募らせるうち奥様が体調を崩して

しまい、癒しを求めて軽井沢を訪れたお二

人。都会とはかけ離れた自然の美しさに感

動し、頻繁に訪れるようになったそう。 

　「でもだんだん観光に飽きてしまって……。

土地でも見に行こうと偶然出合ったのがこ

の別荘地。便利な割にとても静か。森の

樹々や朝霧の立ち込める感じ、そして大好

きな浅間山の眺めが気に入って決めました」

　二人だけなら大きな家はいらない。年齢

や経済面も考え、長く安心して暮らせる

家を探すうち、アクロスホームの平屋の

COVACOに辿り着きます。

　「最初は自分たちがセカンドハウスをもつ

こと自体、贅沢かなと不安だったんです。

生計は？光熱費は？ちゃんと維持できるの

かなって。初めての土地でわからないこと

だらけですし。だから計画は綿密に立てま

した。薪ストーブの薪は買わずに、自力で

つくって節約しよう、とかね（笑）」

　COVACOを選んだのは、天井の低い落ち

着いた空間が気に入ったのと、長期優良住

宅対応という優れた住宅性能に惹かれて。

　「寒い地域は、家が広いと暖房費も大変で

しょう？　COVACOはコンパクトな上に高

性能だから冷暖房の効きが良い。心配して

いたほど光熱費がかからない点も、私たち

にとっては大きな魅力でした」
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心から嬉しかったですね」

　この経験からご夫妻は、最初の足がかり

に別荘地を選んだのは正解だったと振り返

ります。価値観の近い人が集まるので孤立

しにくいし、基盤となるコミュニティが構

築できているから自分のペースで地元にな

じんでいける。「管理費なしの別荘地なら、

余計なお金もかかりません。二拠点居住で

生活基盤を築いてから本格的に移住するの

も、一つの選択肢ではないでしょうか」

　今は、移住前に思い描いていた暮らしに

近づけているというご夫妻。「四季の移ろい

がとても美しいんです。花が開けば、ああ

今年もまた咲いてくれたなと季節を感じま

すし、冬は水墨画のような風景になってし

まいますが、それもまた綺麗だなって思う

し。食の豊かさ、温泉なども含め、季節に

よって楽しみ方を変えていける。都会には

ない魅力が信州にはあります。今でも時々、

娘家族に会いに横浜へ行きますが、主人は

一刻も早くこっちに帰りたくて仕方ないみ

たい。『ね、いつ帰る？いつ帰る？』って

（笑）」

　そうして4年半の二拠点居住の後、移住

へと踏み切ったご夫妻。不安はなかったの

か問うとご主人は、「ここが大好きなので新

幹線通勤も苦になりません。ちょうどリ

モートワークが普及し始めたこともタイミ

ング的にはよかったですね」。一方、奥様は

「仲良しの友だちと離れるのが寂しくて。で

も二拠点居住で培った別荘地のコミュニ

ティが、私の背中を押してくれました」

　別荘でのコミュニティづくりのきっかけ

は庭。庭仕事をしていると散歩中の人が声

をかけてくれ自然に仲良くなれたそう。

　そんな付き合い上手な奥様でも、移住当

初は地元の人との距離感をなかなか縮めら

れずにいたと言います。「どんなに長く住ん

でいても地元から見れば “別荘の人”。でも

私たちはこの先もずっとここで暮らした

かったので、地域に溶け込みたいという強

い意識をもっていたんです」

　そして2年が過ぎようとした頃、ようや

く地元の人たちと打ち解けることができた

奥様。「別荘という特別な地域だけではなく、

地元の方々にも受け入れてもらえたことが、

二拠点居住で培ったコミュニティで

完全移住がスムーズに

ビルダー情報は P124 へ

完成前に災害級の大雪が降った時、ス

タッフさんが現場に駆けつけて、うちだ

けでなくお隣の分まで雪かきをしてくだ

さったんです。本当に嬉しくて感動しま

した。

POINT 2
家づくりでよかったこと

事前に生活設計を立てること、地域に溶

け込む努力をすること、できたら二拠点

居住などで生活基盤を築いておけると、

安心につながると思います。

POINT 3
先輩としてのアドバイス

大好きな浅間山が綺麗に見えた時は感動

します。毎朝、声をかけるんですよ、「お

はよう、浅間」って。毎日眺めているのに

決して見飽きることがありません。

POINT 1
信州に暮らしてよかったこと

OWNER Mさん

アクロスホーム（小島BASE）

上田市小島294-3

0268-75-8730

https://www.across-home.com

KOJIMA BASE

小島BASE
上田市小島294-3
TEL 0268-75-8730
定休日／水曜日、第1・第3火曜日、祝日
営業時間／10：00～17：00

「自遊に、くらす。」をコンセプトに

ワクワクできる暮らしを提案する木の家のBinO。

小島BASEでは人気の高い平屋のCOVACOと

ロフトハウスのLOAFERを見学できます。

TEL.0268-75-8730
一級建築士事務所　宅建業免許：長野県知事（３）第5125号

（小島BASE）

BinO LINE UP

MODEL HOUSE

※2023年2月末現在の価格です。資材価格等の変動により変わる場合がごさいます。　※別途、給排水工事（概算金額80万円）工事諸経費（概算金額160万円）がかかります。

ザ・ビック
しおだ野 グリーンパーク

しおだ野
平安堂書店

蔦屋書店

南部消防署
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LEVREandBON

セブンイレブン

セブンイレブン

長池公園

ツルヤ

上田創造館

上田南幼稚園

上田原駅

赤坂上駅

寺下駅

神畑駅

青木村
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松本市

別
所
線
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←

別所温泉
←

←

←

宮島

神畑

川辺町

下小島

塩田入口

上田駅

←

小島BASE
KOJIMA BASE

最もコンパクトでベーシックな平屋。
オープンデッキは自然を身近に感じられます。

COVACO

20坪
～
（税別)¥17,500,000

（税込価格 ￥19,250,000）

平屋にロフトを「＋α」。1.5階のロフトは
暮らしにゆとりを添え、楽しく使えます。

LOAFER

32坪
～
（税別)¥19,800,000

（税込価格 ￥21,780,000）

上田原

南部消防署前

GoogleMap

WEBサイトはこちら▶

ゆうきと寿し

アクティス & グリーン
ACTIS and GREEN

143
143

ZEH水準　 耐震等級 最高等級3 断熱等性能等級5

トリプルサッシ（樹脂） 長期優良住宅

ZEH水準　 耐震等級 最高等級3 断熱等性能等級5

トリプルサッシ（樹脂） 長期優良住宅
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