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富津の週末住宅

サービス付き高齢者向け住宅「ほっこり家」

設計：八木 敦之 ＋ 倉島 宏幸／Atelier MEME

設計：大月敏雄／東京大学 ＋ 齋藤隆太郎／DOG ＋ 佐藤晴男／佐藤設計

4つの屋根に擁かれる住宅 ―

ファインスチールを使った建築設計例
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サービス付き高齢者向け住宅

「ほっこり家」
ササササーービビビスススス付付付付きききき高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者向向向向向けけけけ住住住住住宅宅宅宅宅宅サササーービビビサービス付き高齢者向け住宅

「ほっこり家」

“ひだまりの丘”に建つ「ほっこり家」
遠野市仮設住宅 希望の郷「絆」を知った陸前高田市の社会福祉法人「高寿会」から、東日本大震災で津波被害に遭われた高齢者用住宅を
山の上に建てたいとの申し出からスタート。官公主導の復興支援を待たず、民間主体の活動で完成した。

❷居住者の視点に立った1/1スタディ（2015～17年）。❶遠野仮設住宅 希望の郷「絆」 完成（２０１１年）。 ❸断面モックアップの作成（2017年）。

大学院生と高寿会スタッフ、関係者による
将来構想のアイデア出し（2012～14年）。

設計  大月敏雄／東京大学 ＋ 齋藤隆太郎／DOG ＋ 佐藤晴男／佐藤設計

特集１では、岩手県陸前高田市のサービス付き高齢者向け住宅「ほっこり家」
 （以下 、「ほっこり家」）を紹介します。
屋根に塗装ガルバリウム鋼板を採用した「ほっこり家」は
東日本大震災の復旧対応として昨年４月に完成しました。

OOOOOOGGGGGGG＋＋＋＋＋佐佐佐藤佐藤佐藤佐藤佐藤藤藤藤藤晴男晴男晴男晴男晴男晴男晴男晴 ／佐／佐／佐／佐／佐佐佐藤藤設藤設藤設藤設藤設藤設藤設藤 計計計計計計計設計設計計計設計設計設計 大大月大月大月大月大月月敏雄敏雄敏雄敏雄敏雄敏雄敏雄敏 ／東／東／／東／東／東東東東東京大京大京大京大京大京 学学学学学学学学＋ ＋ ＋＋＋齋齋藤齋藤齋藤齋藤齋藤齋藤齋藤齋 隆太隆太隆太隆太隆太隆隆隆隆 郎／郎／郎／／郎／郎郎郎 DDODODODODODODO設計  大月敏雄／東京大学 ＋ 齋藤隆太郎／DOG ＋ 佐藤晴男／佐藤設計

本誌連載中の「ファインスチールを使った建築設計例」の監修をお願いしている
東京大学大月研究室の大月敏雄教授と、2017年夏号掲載の「擁壁と屋根」を
設計された齋藤隆太郎先生が設計を担当されました。

特集特集特集特集特集特集特集特集集集特 １で１で１で１でではは、は、はは 岩岩手岩手岩手岩手岩手岩手県陸県陸県陸県陸県陸県陸県県 前高前高高前高前高前高高高田市市田市田市田市田市のササのサのサのサービーービービビス付ス付ス付付付ス きき高き高き高き高き高高高高齢者齢者齢者齢者齢者齢者齢者齢者向け向けけ向け向け向 住宅住宅住宅住宅住宅宅「ほ「ほ「ほほほ「ほっこっこっこっこり家り家り家家家家り 」」」」
（（（（以下以下下以下以下 、、「ほ「ほ「ほ「ほほ「ほっこっこっこり家り家り家家家家り 」）」）」）」）を紹を紹を紹を紹を紹介し介し介し介し介 ますますますますますまま 。。
屋屋根屋根屋根屋根屋根屋屋屋 に塗に塗に塗に塗塗塗装ガ装ガ装ガ装ガ装装 ルバルバルバルバル リウリウウウムム鋼ム鋼ム鋼ム鋼ム鋼鋼鋼鋼板を板を板を板を板を板板 採採用採用採用採用採用したしたししたした「ほ「ほ「ほほほ「 っこっこっこっこり家り家り家家家家り 」は」は」は」はは
東東日東日東日東日東東東東 本大本大本大本大本大震災震災震災震災災震災震震震震 の復の復の復の復復復復復旧対旧対旧対旧対旧 応と応と応とと応応 してしてしてて昨年昨年昨年昨年昨年昨年４月４月４月４月月に完に完に完完完完成し成し成しし成成 ましまししししま た。た。た。た。

特集１では、岩手県陸前高田市のサービス付き高齢者向け住宅「ほっこり家」
 （以下 、「ほっこり家」）を紹介します。
屋根に塗装ガルバリウム鋼板を採用した「ほっこり家」は
東日本大震災の復旧対応として昨年４月に完成しました。

Process
■ 海岸線から遠く離れた“ひだまりの丘”の南斜面を整地・敷地化。
■ 20戸のサービス付き高齢者向け住宅（「ほっこり家」）を建設。 ← 現在は、ここまで
■ 将来的に、地域交流施設や施設で働くスタッフさんのための子育て施設などを建設予定。

プロジェクト構想

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
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北側だけど明るく高齢者に優しい住戸
各住戸の室内環境は勾配天井の脇から射し込む直射日光と、目いっぱい開かれた北側の窓によって担保されている。その北側窓下部には
「足入れ」を計画した。車いすに座っても窓を開けることができ、足入れ上部の花台では、植木鉢の世話もできるという意図である。
また、縁側廊下と室内は、引き込み戸の出入り口のみならず、ミニキッチン正面の上げ下げ窓、トイレのはめ殺し窓などによって、緩やかに
繋がり、プライバシーとパブリックの断絶を避けるようにした。

Concept 1

南側の勾配天井の脇から日光が射し込む。

建物外観を西側から見る。 塗装ガルバリウム鋼板屋根の建物がアーチ状に広がっている。

北側から南側を見る。 キッチンから縁側廊下を見る。
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南側縁側廊下による多様な居場所
廊下を北側ではなく、南側に通しているという点が、建築計画的
なチャレンジであった。たいていの集合住宅は各住戸のリビング
ルームとベランダが、南側を向くために廊下が北側の配置となる。
「ほっこり家」では、リビングがいちばん気持ちいい空間となる「籠城
型」の配置を逆転させ、縁側のような廊下になるべく出てもらうべく
「出撃型」の配置とした。
また、この南側の廊下には、明るく憩える「多様な居場所」を充実
させ、みんなでお茶っこや食事ができる「おらほの茶の間」を東西
それぞれ1カ所ずつつくり、20戸で集まりいろんな行事ができる
よう真ん中に「ラウンジ」をつくった。これらの南側共用部からは
広田湾が望める。竣工後、学生と一緒にラウンジの前に、現場から
出てきた花崗岩のかけらを用いてピザ窯をつくった。

西から庭、ラウンジ、おらほの茶の間を見る。

縁側廊下を見通す。所々に数人で腰かけられるベンチを用意している。

20戸の住人が集まって行事ができるラウンジ。 ラウンジでの団らん風景。 お茶っこや食事ができる、おらほの茶の間。

庭からおらほの茶の間、ラウンジを見る。 現場から出てきた花崗岩を利用してピザ窯を作る。

おら
ほの

茶の
間 おらほの茶の間

ラウンジ
南側縁側廊下

南
側
縁
側
廊
下

南側縁側廊下

南側縁側廊下

Concept 2
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敷地の植生調査。 車椅子でも散策できるデッキ。 計画的な植栽配置。

切土と盛土の配分。

南東から敷地全体を見渡す。人口植林の前の山の姿に復興していく姿を見守る。

• 花崗岩の地山から出た巨石を景石に利用
• 植生調査によるこの場所固有の自然なランドスケープの作り込み
• シードバンク（表面保存）による南庭の芽吹き
　（ハギ、ツツジ、フジ、サクラ、クリ、ホオノキ、イロハモミジ 等）
• 建築と一体となった植栽配置計画
• 車椅子でも散策できるデッキ

最小限の造成
復興のための防災インフラ整備の大量発注によって、現地では土木
工事単価が急騰していた。地形を最大限に生かし、なるべく土木工事
を減らすように考慮した結果、コンター（等高線）に沿って南斜面に
向かって大きくウィングを広げたような敷地形状とした。

• 切土と盛土をほぼ同量とする地盤レベル設定
• 切った持ったによる搬出土量の最小限化
• 建物配置計画による造成範囲の最小化
• 大規模になり過ぎない開発範囲の設定

Concept 3

復興を庭先で感じるランドスケープ
縁側廊下や多様な居場所に囲まれた庭には、この山の斜面の表土を敷いている。これをシードバンクという。こうすることで、もともと生え
ていた広葉樹が再び芽吹き、人口植林前の山の姿に復興していく姿を、居住者が見守れるようにした。

Concept 4



「全国ファインスチール流通協議会」展示会出展報告
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特集

2

ブース全景

全国ファインスチール流通協議会は、一般社団法人日本鉄鋼連盟 
建材薄板技術・普及委員会の協賛のもとファインスチール普及活動
の一環として、あいち住まいるフェアに出展。今年は地下鉄「栄駅」
直結の屋外会場となりイベントも充実。家族連れでの来場者が目
立っていました。当ブースでは、金属サイディングのモックアップや外
壁カットサンプルといった手で触れる現物と、小型で自分で操作でき
る模型を展示。来場者多数で大盛況のうちに終了しました。

●理解度を深める展示を実施

概要

会期
会場
主催

『実は！ 愛知は住みやすい』をテーマに、魅力的な住まいづくりの情報を発信し、愛知県で
自分らしい住まいづくりを実践する機会を提供する、県内最大規模の住宅総合イベント
2019年11月16日（土）・17日（日）
オアシス21  銀河の広場  
愛知ゆとりある住まい推進協議会、中部経済新聞社

：

：
：
：

����
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開催結果
●来場者数報告
11月16日（土） 晴れ　 29,860人
11月17日（日） 晴れ　 30,176人　

合計
60,036人

●当協議会ブースでの配布物
2日間合計 500部配布（ファインスチール読本、ワクワク鉄学、ハンドタオル、各500部準備もすべて配布）

住宅の一次取得者の半数以上を占める30～40代をメイン
ターゲットとし、地元に居住の方、UIJターンの方、転入者、
移住希望者などに愛知県の良さを改めて認識していた
だく場として開催された展示会のため、新築住宅やリ
フォーム住宅に興味のあるご家族や様々な方が来場され
ており、当ブースも熱心に見学しておられました。 
金属屋根の実物サンプルや耐震性能比較模型、遮熱効
果体感模型で丁寧に説明することで、「ファインスチール
は軽さと強さが両立した素材」であることを十分、ご理解
いただけました。

●バラエティーに富んだ方々が来場

壁のモックアップを触わってもらい質感を認識 耐震性について模型を使って丁寧に説明　

空き缶釣りは今年も子どもに大人気 ご家族連れも多数来場

名古屋フィルハーモニー交響楽団の演奏

様々な来場者

中川翔子さんのラジオ公開録音

BOYS AND MEN エリア研究生のステージ イベント出演者のPRタイム
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千葉県の内房に位置する富津は、
都心から1時間程度で行ける、東京
湾に面する潮風の心地よい場所だ。
施主は東京で暮らしているが、週末
は都心の喧騒から離れたいと考え、
将来的な移住も視野に入れた週末
住宅を計画することになった。少し高
台に上がった木々が生い茂る土地に
「富津の週末住宅」は建つ。

この住宅ではじめに目に付くのは、
なんと言っても特徴的な屋根である。
屋根の構成は明快で片流れの屋根
が4枚、風車のように向きを変えながら
架構されている。この敷地には東側
に山が、西側に海が望める最高の環
境が整っている。この4枚の屋根の隙
間からこれらの風景がみえかくれし、
包まれながらも開放感を感じる独特な

空間が生み出されている。
この屋根を実現するため構造計
画において細かな工夫を行ってい
る。屋根の棟木部分をダブル梁とし、
梁下の大きなトラス組と一体的に屋
根全体を受け持つ構成にしている。
基本設計時には中央に柱を計画し
ていたが、屋根構成をピュアにみせ
たいと考え、卍状の配置を活かし軒
レベルの水平剛性を確保する計画に
切り替え、無柱空間として実現するこ
ととなった。屋根裏の仕上げは現しと

ファインスチール
を使った

建築
設計例

332
富津の週末住宅

設計：八木 敦之 ＋ 倉島 宏幸／Atelier MEME

4つの屋根に擁かれる住宅 ―

環境をやわらかく包む
4枚の屋根

都心の喧騒から離れた
週末住宅

（撮影：表紙、P8の写真は下里卓也氏撮影　 その他は、新建築社写真部撮影　）
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南側から見た外観。

1階平面図

2階平面図

なっており、一般的な仕上げの床壁と
対比的に扱うことで、構造的な力の
流れが感じられる。

この週末住宅の屋根には塗装ガル
バリウム鋼板が使用されている。屋根
構成を美しく見せるべく、素材感の抑
制が効いた材料として選定された。
敷地が海辺のため塩害や耐久性を

抑制ある存在感
／塗装ガルバリウム鋼板
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キッチン上部からリビングダイニング越しに海が見える。

2階天井の見上げ。

考慮しつつ、海や山の景観に馴染み
ながら、凛とした存在感が感じられる
ことが選定の決め手となった。4枚屋根
の交差する天頂部は、職人によって
手加工されたカバープレートを被せる
ことで納めている。図面ではどうしても
描ききれない部分で、職人の協力が
あってこそ実現できた。

この住宅に対する施主の要望は、
素晴らしい環境を享受できる豊かな場
をつくること、というただ1つであった。
当初は壁と開口部の位置やサイズの
調整によって環境を緻密にとりこむ案
を検討していたが自由度を狭めてい
るように感じた。検討を進める中で4枚
屋根の案が生まれたが、自然との適度
な距離感がとても好ましく感じられた。
近年の建築は環境や周囲との調和と
いうあり方に重点を置きすぎるあまり、
空間の豊かさ、自由さといった質が損

なわれているように感じていた。平面
計画はシンプルで一般的とも言える
が、一種の複雑性すら感じる空間と
のギャップが魅力的である。建築家は
計画をゼロベースで考えることを好む
が、一つのエレメントに「ひねり」を加え
るだけで新鮮な空間を創ることができ
るという好例である。

施主は毎週末のようにこの建物に
通い、ある時はのんびり海を眺めなが
ら思いをめぐらし、ある時は仲間ととも
に音楽を奏で楽しい夜を過ごしてい
るという。これからも自由な時を過ごせ
る週末住宅として、使い手の心を満
たしてくれるだろう。

自然と建築の距離
／建築の創り方

上弦梁2-105×150
ベイマツ

軒梁105×180
ベイマツ

下弦梁105×210
ベイマツ

柱105×105
スギ

2階床梁105×240
ベイマツ

垂木45×150@303 
ベイマツ

小屋梁105×150
ベイマツ

▲

小径材で6.37m×6.62mの無柱
空間を成立させため、合板充服
梁とK型ブレースを併用した梁
を平面で十字に配置している。平行弦合板充服梁

片流れの勾配屋根が卍状に配置されること
で、軒レベルの水平剛性を確保し、耐風梁の
スパンを抑えている。

構造形式は標準的な木造在来軸組工法で
あり、屋根形状を生かし構造の要素を複合
的に組み合わせることで特徴的な空間を成
立させている。

玄関・駐車場の軒先は2階床レベルに水平
に梁を設けトラスとして自重と吹き上げに
抵抗させる。

斜面側は鉄筋コンクリート造の自立壁を立ち
上げ木造部分とクリアランスを設けている。
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2階リビングダイニング。キッチン側の開口からは山側が見える。

断面詳細図

設計：Atelier MEME／八木 敦之 ＋ 倉島 宏幸

レポーター：東京大学 大月研究室　小山 晴也（M1） 小林 史佳（M1）

株式会社 Atelier MEME／〒114-0022 東京都北区王子本町2-15-19
［tel］03-5948-9297　［fax］03-5948-9298　［e-mail］info@yagiats.com　［URL］https://www.yagiats.com/
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　本連載の主人公T・J・ウォートルスは、新天地を求めて妻子
と共にニュージーランドに渡った。その正確な日付はわからな
いが、1885年3月半ばにはまだ上海にいたことがわかっていて
（文献1）、8月からニュージーランドでウェストポート石炭会社
（Westport Coal Company、以下WCC社と略す）のために
働き始めている（文献2）。
　一方、ニュージーランドを離れた日付は正確にわかっている。
当時の新聞には、近隣の港に出入りする船の乗客リストが掲
載されることがあり、ウォートルス夫妻と三人の子どもと使用人
の一行がニュージーランドから米国に移動する行程を追跡す
ることができる。それによると彼らは1891年6月12日にウェスト
ポートを発ち、翌日ウェリントンに到着した。5日後ふたたび乗
船し、6月19日にオークランドで船を乗り換え、ホノルル経由で
7月8日にサンフランシスコに到着したとみられる（文献3）。
　つまりウォートルスがニュージーランドにいたのはたった6年
で、日本にいた期間より短かった。せっかくの新天地だったの
に、ウェストポートに素敵な家も建てたのに、結局ここにも根を
下ろすことはなかった。
　では6年間、彼がニュージーランドのどこで何をしていたの
か、炭砿業、金鉱業、チェーン・クリップに分けて説明したい。

A　炭砿業
　ウォートルスのニュージーランドでの仕事は、主に炭砿業
だった。6年間ニュージーランド南島西海岸のウェストポートの
周辺とグレイマウスで、WCC社のために働いた（図1）。最初
は外部の技師として、同社の炭砿を調査したが（文献4）、翌
1886年2月にダニーデンで開催された同社の株主総会には、
「会社の技師（engineer to the Company）」として出席し、
年俸600ポンドであることが明らかにされている（文献5）。当
時同社が採炭していたのは、ウェストポート近郊のデニストン
のバンバリー炭坑（Banbury Mine）で、管理者として鉱山
マネージャーとゼネラルマネージャーが置かれていたが（文
献6）、後者の年俸が700ポンドだった（文献5）。それを考える
と、年棒600ポンドで迎えられたウォートルスは好待遇だったと
言えるだろう。

　A1　デニストン
　デニストンはWCC社の炭坑の町で、ウェストポートの近くの
山の上にあった。デニストンで採れた石炭は、インクライン
（山の斜面に敷かれた軌道）で麓のコンズクリークの操車場まで
下ろされ（図2、3、4）、鉄道でウェストポートの港に運ばれた。
　デニストンで最初に開坑されたのは前述のバンバリー炭坑で、
1887年3月までにデニストンは拡大発展し、コールブルックデール
炭砿（Coalbrookdale Colliery）として知られるようになった
（文献7）（注）。この発展に貢献したのがウォートルスである。

　ウォートルスのデニストンでの主な業績は、コールブルック
デール炭砿の全体のレイアウトの設計と監督である。それには

建築めぐり

ウォートルス伝●19

藤森研究室

担当  丸山 雅子
も と こ 図1 ウォートルスの活躍したニュージーランド

ウォートルスを雇ったウェストポート石炭会社は南島東海岸のダニーデンに本社があり、
西海岸のウェストポートとグレイマウスに炭砿を持っていた。

図2 デニストン・インクラインの遺構（2002年撮影）
デニストン・インクラインのスタート地点の遺構。デニストンで採掘された石炭は、
ここで鉱車に積まれて、急勾配のインクラインを下った。

図3 デニストンからの眺望（2002年撮影したものに加筆）
デニストンから、インクラインとコンズクリークの操車場の跡を見下ろす。

コールブルックデール
炭砿
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新たに開坑される「アイアンブリッジ炭坑（Iron Bridge 
Mine）」からの運搬に必要な鉄橋、その名もずばり「アイアン
ブリッジ（Iron Bridge）」の設計も含まれる（文献8）。

　1888年にウォートルスは、コールブルックデール炭砿で
「managing engineer」を名乗るようになる（文献9）。これは
見慣れない肩書である。日本語にどう訳せばいいのか悩む
ところである。直訳すると「管理技師」になるが、ピンとこない。
　一般的に鉱山には、管理者として鉱山マネ―ジャー（mine 
manager）が置かれる。規模の大きな鉱山では、さらにゼネラル
マネージャーや、地下を担当するマネージャー（underground 
manager）がいることもある。ウォートルスの肩書は「managing 
engineer」だったが、当時の新聞はウォートルスのことを、以前
と同じようにWCC社の技師と呼ぶこともあれば、マネージャー
と呼んだり、稀にではあるがゼネラルマネージャーと呼んだりす
ることもあった（文献10）。
　ウォートルスは1890年11月に自分の仕事をこう説明している。
曰く、自分はウェストポートのWCC社の「managing engineer」
であり、デニストン・インクラインの麓で石炭を鉄道貨車に積荷
する作業の責任者で、デニストンのコールブルックデール炭砿
を担当する鉱山技師で、これから開坑するミラートンのグラニ
ティ・クリーク炭砿も担当している。コールブルックデール炭砿
では、自分の下に鉱山マネージャーと地下担当のマネージャー
がいる（文献2）。
　以上から、ウォートルスが鉱山マネージャーより上位の存在
だったことがわかる。これで当時彼がゼネラルマネージャーと
呼ばれることがあったのも納得がいく。「managing engineer」
とは、それほど大きな権限を持つ技師だったのである。
　さて、WCC社の株主総会ではたびたびウォートルスが称賛
されている（文献11）。だが、会社が自社の技師の有能ぶりを
株主にアピールするのは当然のことかもしれない。ならば、当
時の第三者によるウォートルス評を見てみよう。
　1890年3月ダニーデンで開催された鉱山会議（Mining 
Conference）で、ウォートルスについて次のような発言がみら
れた。ちなみにウォートルス本人はこの会議を欠席している。
「Mr Waters came to the colony with the reputation of 
being a first- class engineer, and it was well known now 

that his advent to the Westport mine, the Coalbrookdale, 
properly speaking, had been the turning point in the life 
of that company.」（ウォートルス氏は一流の技師という触れ
込みでニュージーランドに渡来し、彼がウェストポートの炭坑、
正確に言えばコールブルックデールに現れたことがその会社
の転機となったことは、今ではよく知られています。）（文献12）
　図5はデニストンからの出炭高を示すグラフである。コール
ブルックデール炭砿がWCC社の主力坑というだけではなく、
ニュージーランドを代表する炭砿であったことがわかる。その
立役者がウォートルスだったのである。

　1885年に出炭高が落ち込んでいるのは、ストライキがあっ
た影響で（文献6）、1885年8月には非組合員坑夫が組合員
坑夫に襲われる事件も起きている（文献13）。まさにそんなとこ
ろにウォートルスは現れたのだが、彼は坑夫たちと上手くやっ
ていたようである。「Mr. Waters, by his frank and kindly 
ways, has made himself a prime favorite in Denniston.」
（ウォートルス氏は、その正直で親切な人柄から、デニストンで
大変好まれている。）（文献14）、「Mr Waters （略）who, I 
think, is very popular with the working classes」（労働者
階級に大変人気があると思われるウォートルス氏）（文献15）
などと書かれている。
　だが、最悪の結果が待っていた。（続く）
（注）
本稿では「炭坑」と「炭砿」を使い分けている。「炭坑」は採炭の現場を指し、「炭砿」は
「炭坑」とその周囲に配置された炭砿業のための作業の場全体を指す。
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図5 デニストンからの出炭高の推移（1885-1891年）
『Appendix to the journals of the House Representative of New Zealand』
1886年版～1892年版のデータを元に作成した。

図4 コンズクリークの操車場の跡（2002年撮影）
デニストン・インクラインの終着点であるコンズクリークの操車場の跡。
石炭はここから鉄道でワイマンガロアを経由してウェストポートの港まで運ばれた。

図5 デニストンからの出炭高の推移（1885-1891年）
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街でみかける
ファインスチールの施工例 その 40

京王電鉄京王線「府中」駅は、地理的にも行政的にも府中
市の中心部に位置する、府中市を代表する駅である。
三層構造の高架駅で、島式ホーム2面4線は最上階（3階）
にあり、ホームの目隠しパネルには防眩のために低光沢処理
を施した溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板
が採用されている。 プラットホーム階から階段・エレベーター・
エスカレーターで1階下りた所が改札階（2階）であり、改札口
は南北に2か所ある。駅舎は駅ビル（ショッピングセンター）
と一体となった構造で、改札階を出ると南北にペデストリアン
デッキ「府中スカイナード」が続いている。地上階（1階）は駅前
ターミナルとなっており、路線バスとタクシーの発着場となっている。
「都会的で現代的なミュージアムをイメージさせる駅」として、
関東の駅百選にも選定されている府中駅。駅周辺は府中市
まちの環境美化条例により「環境美化推進地区」に指定さ
れており、路上喫煙が終日禁止され、啓蒙活動とパトロール
が行われている。

ホーム側から見た目隠しパネル

ペデストリアンデッキ「府中スカイナード」から見た目隠しパネル

11
駅舎目隠しパネルへの適用

京王電鉄京王線「府中」駅
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長野県高山村学校給食センター22

長野県北部に位置する人口およそ7,200人の「高山村」に
ある、小中学校児童・生徒およそ650人の給食をまかなう新
設の『高山村学校給食センター』は、旧給食センターの設備
老朽化と衛生基準に基づく調理室の整備・食育環境の充
実を目的に、2016年7月に竣工した。
高山中学校の敷地内に隣接するように建設された新給食
センターは、眺望や既存緑地に配慮した設計、外装にも内
装にもふんだんに使われた県産の木材、やさしい色合いの
2色の壁は冬の積雪に備え、また春には村道に面した桜並
木とのコントラストが楽しめる。そして屋根に採用されたつや
消し調の落ち着いたギングロの塗装ガルバリウム鋼板は、
美しい景観にマッチする仕上りとなった。
食物アレルギー対応の調理室、食育推進のために整備さ
れた見学通路や研修施設、地球環境に配慮した太陽光発
電やオール電化の厨房、災害用炊き出し室を備えるなど、
未来を支える給食センターが誕生した。
昔から続く、つくりたての温かい給食をすぐに提供できる環
境。地産地消にこだわった給食には村中の愛情が込めら
れ、香りとともに今日も子供たちにその想いが届けられる。

高山中学校敷地内全景

食物アレルギー対応の調理室
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特 長

地震につよい 表面がきれい 環境にやさしい

ファインスチールは、鉄の長所を最大限に活か
しながら、これからの家と暮らしにふさわしい
特長を合わせ持つ、現代建築の最適な素材とし
て注目を集めています。新しい住まいで始まる
暮らしをより良いものに。
ファインスチールが理想のカタチを実現します。

ファイン君
全国ファインスチール流通協議会
ファインスチールイメージキャラクター

http://www.zenkoku-fs.com
全国ファインスチール流通協議会


