
【ウッドデッキ】　
車椅子利用者の転落防止対応として
地覆を設けている。
デッキからは広場を見渡すことがで
き、縁側のように座りながら、のん
びりと休憩することができる。

【ウッドデッキ】　
車椅子利用者の転落防止対応として
地覆を設けている。
デッキからは広場を見渡すことがで
き、縁側のように座りながら、のん
びりと休憩することができる。

トイレの利用者は勿論のこと、トイ
レ以外の利用者にも水場として使い
やすいよう、外側に手洗場を設けて

【手洗場】　
トイレの利用者は勿論のこと、トイ
レ以外の利用者にも水場として使い
やすいよう、外側に手洗場を設けて
いる。

個室の前面はルーバーの目隠しと
なっており、通風を確保しつつ出入
り時のプライバシーに配慮してい
る。また、死角をなくすことで待ち
伏せできない配置とし、防犯面での
配慮をしている。

【女性用トイレ】　
個室の前面はルーバーの目隠しと
なっており、通風を確保しつつ出入
り時のプライバシーに配慮してい
る。また、死角をなくすことで待ち
伏せできない配置とし、防犯面での
配慮をしている。

ハンドホール ( 既存 )

照明灯 ( 既存 )

ウォールベンチ

スピーカー ( 既存 )

矢羽サイン ( 既存 )

フトンカゴベンチの中は、公園内の
伐採樹木が保管できるようになって
おり、乾燥期間を経て、工作イベン
トや園内の施設、災害時の火種等に
使用することが可能。

【フトンカゴベンチ】　
フトンカゴベンチの中は、公園内の
伐採樹木が保管できるようになって
おり、乾燥期間を経て、工作イベン
トや園内の施設、災害時の火種等に
使用することが可能。
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積層構造木壁積層構造木壁 CLT 梁CLT 梁

【ライニング壁付けトイレ】
床から H600 は RC 基礎立ち上げより清掃が
容易に行えるように配慮している。

【ライニング壁付けトイレ】
床から H600 は RC 基礎立ち上げより清掃が
容易に行えるように配慮している。
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( 間伐材利用 )
格子ルーバー
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雨樋雨樋

ガルバリウム鋼板屋根ガルバリウム鋼板屋根

【マンホールトイレ】
災害時の対応として、水が無く
ても使用可能な汲み取り式のマ
ンホールトイレを設置する。

【マンホールトイレ】
災害時の対応として、水が無く
ても使用可能な汲み取り式のマ
ンホールトイレを設置する。

【配置及び環境計画】　

分棟配置とすることで採光と通風を確保し、一般的に暗くジメジメとした

公園トイレの印象を払拭するような清潔で明るい空間を実現する。
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広場への眺望
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主園路主園路

：通風：通風

延床面積：43.90 ㎡延床面積：43.90 ㎡

男性用トイレ：18.20 ㎡

女性用トイレ：18.20 ㎡

バリアフリートイレ：7.50 ㎡
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柱材との接合部のうち、柱側からビスを打ち込む場合は構
造用ビス 290 ㎜を使用し、柱材に下穴加工をしたのち打ち
込むものとする。

柱材との接合部のうち、柱側からビスを打ち込む場合は構
造用ビス 290 ㎜を使用し、柱材に下穴加工をしたのち打ち
込むものとする。

柱材との接合部のうち、平角材側からビスを

柱材、平角材どちらへも下穴加工は行わない
ものとする。

柱材との接合部のうち、平角材側からビスを
打ち込む場合は、構造用ビス 150 ㎜を使用し、
柱材、平角材どちらへも下穴加工は行わない
ものとする。

歩留まりのよい丸太原木の利用

積層構造木壁

●道志村の水源林の間伐材から歩留まりよくとれる 1 寸五分 (4.545cm)×4 寸 (12.121cm) の材料を

　重ね合わせ、それぞれをウッドロング構造用ビスで固定し、一枚のマッシブな構造壁を構成する。

　原木丸太は 3ｍのものを想定し、今回使用する壁構造材の寸法も 3m の原木丸太から歩留まりよ

　くとれる寸法とした。

●材料については粗挽きのまま使うものとする。粗挽きとすることにより、多少の分の違いは生ま

　れるが、製材所の引き直しの手間を削減し、製材コストの削減と自然な風合いを表現することが

　可能となる。

●製材に掛かる手間を削減することは、近年、担い手不足となっている林業においては、重要な配

　慮であり、今後、森林環境譲与税や森林環境税の利用により、森林整備や木材の利活用がさらに

　促進されることなども考えると、材の採取と効率化の先進事例として、横浜市に留まらず、全国

　的な広報が期待できる。
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　可能となる。

●製材に掛かる手間を削減することは、近年、担い手不足となっている林業においては、重要な配

　慮であり、今後、森林環境譲与税や森林環境税の利用により、森林整備や木材の利活用がさらに
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　※歩留まり：製造業など生産全般において、原料や素材の投入量に対し、実際に得られた生産数　※歩留まり：製造業など生産全般において、原料や素材の投入量に対し、実際に得られた生産数

　　　　　　　量の割合のこと。

上述した粗挽きの材について、本計画においては、製材

コストの削減を大きな目的としているが、最大の目的と

しては、低質木材の有効活用のモデルケースとすること

が挙げられる。

粗挽きの材は、所謂、市場に広く出回る流通材と比較す

ると仕上げが粗いため、低質と判断されるが、木材とし

ての機能については、同等の品質を持ったものである。

低質材とされるものは、一般的に主要な部分の建材とし

て利用されることが少ないが、今後の木材の利活用の促

進においてはこういった材の利用も必要になることが予

想されるため、壁構造を形成できるということを表現し

た。今回、低質材を積層することで、壁構造を形成でき

るということを表現した。

上述した粗挽きの材について、本計画においては、製材
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構造計画（材料について）

構造計画（壁構造について） 隅部構造隅部構造

【設計趣旨】

対応力＝Responsive

根岸森林公園は、年間 100 万人近くが利用する活気に満ちた公園である。

自然豊かで起伏のある地形は、多くの利用者にとって良好なレクリエーションや憩いの場となっている。

本計画においては、対象範囲の周辺環境や公共トイレとしての機能として、次に挙げる視点が重要であると考え、

様々な条件に対応することが可能なトイレを提案する。
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自然豊かで起伏のある地形は、多くの利用者にとって良好なレクリエーションや憩いの場となっている。
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様々な条件に対応することが可能なトイレを提案する。

□  中央広場に面した安らぎの休憩所

　　⇒対象範囲が中央の芝生広場に面しているという条件から、トイレとしての

　　　機能だけでなく、車椅子の利用者等の体の不自由な人から老若男女問わず、

　　　ゆったりと休憩できる休憩施設としても機能させる。
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　　　ゆったりと休憩できる休憩施設としても機能させる。
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　　　機能だけでなく、車椅子の利用者等の体の不自由な人から老若男女問わず、

　　　ゆったりと休憩できる休憩施設としても機能させる。

□  維持管理・防犯・防災に配慮したトイレ

　　⇒維持管理面では、清掃がしやすい設えとし、防犯面では、採光と通風を確

　　　保しつつ、プライバシーの保護と死角を作らない配慮する。また、災害時

　　　にもトイレとして機能するよう、マンホールトイレを設ける。
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　　⇒維持管理面では、清掃がしやすい設えとし、防犯面では、採光と通風を確
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　　　にもトイレとして機能するよう、マンホールトイレを設ける。

□  間伐材利用に関するモデルケースの創出

　　⇒建材の一部に、横浜市の水源林がある山梨県道志村の間伐材を用い、水源

　　　林の整備や森林環境についての理解を広めるための一助となる取り組みの

　　　事例とする。
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【南西側主園路からの視点：アプローチ】
トイレまでの動線となるスロープは、勾配が 1/20 となっており、車椅子の利用者や身体が不自由な利用者でもアプローチし易く

なるように配慮している。

スロープの法面側は着座することが可能な擁壁となっており、土留めとしての機能に加えて、ベンチとして休憩施設の機能も併

せ持った設えになっている。

前面の主園路は、ランニングや散歩などで通行する利用者が多いため、園内における休憩場所として機能することが期待できる。
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せ持った設えになっている。

前面の主園路は、ランニングや散歩などで通行する利用者が多いため、園内における休憩場所として機能することが期待できる。

【南西からの俯瞰：眺望・形状】
トイレの前面に設けたウッドデッキからは広場への眺望が開けており、広場を利用している人の様子が見渡せるようになってい

る。また、逆に広場側からトイレをみた場合には、広く面的な建築物は視界に入り易く、園内におけるランドマークとなること

が期待できる。

形状としては、既存の法面に沿って緩やかに円弧を描く流れるような線形となっており、流れに沿って人の動線が集まり易くな

るような心理的な効果を生み出している。

【南西からの俯瞰：眺望・形状】
トイレの前面に設けたウッドデッキからは広場への眺望が開けており、広場を利用している人の様子が見渡せるようになってい
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が期待できる。
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1 寸五分 ×4 寸の材料からなる壁構造1 寸五分 ×4 寸の材料からなる壁構造

0.04 ㎡につき 5 か所ビス止めとする。
ビスの位置が被らないよう、1 枚施工する
ごとにビスの位置を少しずらしながら打ち
込む。

0.04 ㎡につき 5 か所ビス止めとする。
ビスの位置が被らないよう、1 枚施工する
ごとにビスの位置を少しずらしながら打ち
込む。

丸み付きがある場合は、面が 3 寸五部出て
いれば許容する。
それにより材料の歩留まりを上げる。

丸み付きがある場合は、面が 3 寸五部出て
いれば許容する。
それにより材料の歩留まりを上げる。

径 25cm の丸太径 25cm の丸太

一寸五分 ×4 寸の断面形状を 1 カットから 7 枚一寸五分 ×4 寸の断面形状を 1 カットから 7 枚

原木からの製材工程
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男性用トイレ・バリアフリートイレ構造壁材料
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