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【７つの              　　のあるトイレ】

◆意匠
　①周辺環境とつながりの持てる計画とし、「まち」にひらかれた建築物を提案します。

　　・大分駅南北軸のコンセプトを継承　・駅前ロータリーとの調和

　②トイレとして機能的に使用できるだけでなく、安心して利用することができるト

　　イレとします。

　③「心」をひらき、人々が集い、行ってみたくなるような、温かい空間を提案します。

◆設備
　①「利用者（集う人・犬）」にひらかれた設備機器を選定し、ユニバーサルデザイン

　　とします。

　②「管理者」にひらかれたメンテナンスしやすい設備計画とします。

　③イニシャルコスト・ランニングコストを抑え、環境負荷を低減する設備計画とす

　　ることで、「未来」にひらかれた施設を提案します。

◆構造
　①計画地は圧密沈下の恐れがある地盤ではあるが、地下埋設物の関係からベタ基礎

　　を採用します。

　②上部躯体は、耐火性・耐水性・耐久性に配慮すると共に、コスト削減及び建物の

　　軽量化を考え天井スラブのない鉄筋コンクリート造壁式工法としました。

　③屋根は、透過性のある材料を木造の小屋組みで支える構造とし、木もれ日が落ち

　　るようにしています。

＜配慮すること＞

＜設備計画＞

配置図兼平面図
＜デザイン計画＞

◆みんなのベンチ
　階段状のベンチを設け、子どもと大人が並んで座れる

ベンチを提案します。敷地東側の広場で行われるイベン

トの観覧席としても使用できます。

　

　

◆適度な視線・防犯対策
　敷地内にまっすぐ抜けられる通路を作ること

で、適度に人の流れをつくることを意識しました。

そのことにより、人の視線が得られ、心理的な防

犯対策になるよう考慮しました。

＜盲導犬用トイレについて＞

　

　

男性用トイレ
　公衆トイレでは、小便器を使用する人が外から

見えてしまうケースがありますが、使用する人・

通路を通る人の心理面を考慮して、目隠しの壁を

配置しました。手洗い場の鏡に映り込むこともな

いように、設置位置を考慮しています。　

　手前の小便器には手すりを設け、杖をついた方

が使いやすいように配慮しています。

　洋式トイレには、手すり・ベビーチェアー・幼

児用便座を設置し、子どもから大人まで使いやす

いトイレを提案します。お父さんやおじいちゃん

も、子どもや孫を連れてトイレに行きやすくなり、

トイレトレーニングにチャレンジできる計画とし

ています。　

◆授乳スペース
　お父さんとお母さんが赤ちゃんを見守り包むイ

メージで、男性用トイレと女性用トイレの間に配

置しました。

　平面形状は卵をイメージした曲面で造り、ソ

ファーも丸くすることで、お母さんがゆったりと

した気持ちで授乳できるように、柔らかい空間と

しました。

　棚を兼用したベッドを設けることで、授乳室で

もおむつ替えや着替えをさせることができる計画

としています。壁を青くすることで、子どもたち

の気持ちを落ち着かせる効果を与えます。

　鍵付の扉に加えカーテンを設ける事で、心理的

にも安心して授乳させることができます。

従来のトイレの例 問題点 対策 ・提案

　女性用トイレ
　洋式トイレには、手すり・ベビーチェアー・幼

児用便座を設置し、子どもから大人まで使いやす

いトイレを提案します。トイレトレーニング中の

親子も安心して出かけられます。

　パウダーコーナーを計画し、トイレ利用者用と

は別に、パウダーコーナー専用手洗い器を設置し

ました。待ち合わせ前の身だしなみチェックや広

場でのイベント時のお化粧直し等に利用できます。

奥には、広い棚を設け、パウダーコーナー利用時

の荷物置きとして使用できます。

　パウダーコーナーが死角とならないように、間

仕切壁は乳白色のガラスとすることで、人の気配
が感じられる計画とし、防犯への配慮をしました。

●「利用者に「ひらく」設備●
◆ユニバーサルデザインへの配慮
　洋便器の高さは家庭用と同じとし、幼児用便座も備えました。また、

男性用トイレの小便器のリップ（小便を受けるところ）を低い位置とし、

小さい子どもや小柄なお年寄りが利用できるよう、ユニバーサルデザ

インへの配慮をしました。

　多機能便房（みんなのトイレ）は、お年寄りや身体障がい者はもと

より、「幼児を連れた方」「トランスジェンダーの方」も利用しやすい

設備機器を計画します。また、車いす利用者、介助の必要な利用者、

人工膀胱、トランスジェンダーのようにありとあらゆる方が利用でき

る空間としオストメイト用流しやフィッティングボードなども設置し

ます。

空間デザイン
　 機　能

　

　　

　

　

＜配置・平面計画＞

◆みんなの伝言板
　東面に開けた壁には、誰でも自由に書き込みのできる

『伝言板』の設置を提案します。特定の人へのメッセージ

板として、訪れた人へのお知らせとして、情報を求める

ツールとして、様々な活用方法が考えられます。携帯電

話や情報ツールが発達した今だからこそ、新鮮味があり、

楽しい空間となるのではないかと考えています。

地元商店街からの告知や大分市からの呼びかけにも利用

できるようにします。

　また、みんなの伝言板を背にミニコンサートを開いた

り、パフォーマンスをしたり、舞台としての活用もでき

るように、ステージをイメージして左右に斜めの袖壁を

造りました。駅前広場が整備されて以来、トイレ計画地

前では様々なイベントが催されています。今後のイベン

ト際に、舞台として活用できる計画としています。

●管理者に「ひらく」設備●
　換気扇を設置しません。また人感センサーによる照明の自動点滅な

ど、故障の起きやすい機器を排除しメンテナンスを減らします。換気は、

季節風向を考慮して建築的な開口を設けるパッシブデザインとした計

画とします。照明計画として、昼間は積極的に自然光を取り入れる計

画とし、夜間は便所内部の明るさが確保できる必要最小限とします。

◆効率的な維持管理への配慮
　換気扇を排除することで、メンテナンス・補修の必要性が無くなり、

維持管理の必要がなくなります。照明器具は LED 長寿命灯具を採用し

補修サイクルを長くし効率的な維持管理への配慮を行います。手洗い

器は、カウンターとボウルの一体成形されたものとし、手入れしやす

く清掃性に優れたものを採用します。

●未来に「ひらく」設備●
　パッシブデザインとした換気システム、省エネ効率に配慮した、

「ＬＥＤ照明」や「節水型便器」により、使用エネルギーの低減を図

り、環境負荷低減に考慮した設備計画とします。

◆ライフサイクルコストへの配慮
　換気設備排除によりイニシャルコスト、ランニングコストを『０円』

としライフサイクルコストの低減を行います。また、照明器具は暗く

なった時だけ点灯する計画とし、人感センサーなどによる、繰り返し

点滅が原因となる故障のリスクを抑えます。灯具はＬＥＤ長寿命器具

を採用してライフサイクルコストの低減を図ります。

●心を「ひらく」装飾●
◆大分と他地域との融合
　材料や装飾などの空間構成に、『日本各地のモチーフを

取り入れる』＝『大分県以外の他地域を受け入れる』＝『心

を開く』という方法で、『ひらく』に繋げることができな

いかと考えています。

・県産材の杉板に各県の花を彫り、室内装飾に使用する。

・各県の言葉遊びのフレーズを壁面に表現する。

など、他地域との融合を楽しく演出した空間は、訪れる

人に故郷への思いや地域への関心を抱かせ、『ほほえみ』

が生まれることを期待しています。また、他者との交流

や自身の心を開くきっかけになるかもしれません。

　扇子のようなひらくイメージのあるものをロゴマーク

などに起用し、印象に残る空間とします。

　トイレ本来の目的はきちんと果たしつつ、大分県の玄

関である大分駅前に、遊び心にあふれたトイレがあって

も良いのではないでしょうか。

●安心をあたえる＝「ひらく」計画●
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＜みんなのトイレができるまでのストーリー＞

◆透過性のある屋根
　屋根を透過性のある素材とすることで、明るい空間を

作ります。光が差し込むことで、空間だけでなく心も明

るくなることを期待しています。

◆付加価値
　建物の南側・東側を広くとり、屋根をかけることで、「ト

イレ」以外に、休憩・待ち合わせ・雨やどり・観覧席・舞台

などとしても利用可能な計画としています。

　魅力ある駅前広場に新たな付加価値を与えます。

◆インフォメーション  
    ボード
　人の流れを考慮し、みんなの視

線に入りやすい場所にインフォ

メーションボードを計画しました。

これは、訪れた方への情報ツール

としてだけではなく、トイレに出

入りする人の目隠しとしての意図

もあります。その配慮の必要性は、

多機能便房（みんなのトイレ）の

提案内容にあります。

敷地面積　76.00 ㎡
建築面積　58.07 ㎡　　
延べ面積　44.68 ㎡　　
建ぺい率　76.40 ％
容  積  率　58.78 ％
最高高さ　  4.20 m
工  事  費　2960 万円

＜建築概要＞

●まちに「ひらく」建築物●
　大分駅南北軸計画のコンセプト「小さな森から大きな

森へ」を継承した計画とし、『小さな森』をモニュメント

化したような、木もれ日のあるトイレを提案します。また、

駅前ロータリーの屋根と同様の素材を使用し、周囲との

調和を図った建築物とします。

【盲導犬用トイレの実態について】

　全国に 9８４頭（H28.3.1 現在）いるといわ

れる盲導犬にとって、都市化の進む現代社会は大

きなストレスとなり、そのことが外出時間の制限

や寿命にも大きな影響を与えています。盲導犬の

生理的なストレスを解消し、視覚障害者の行動範

囲を広めるためにも、盲導犬用の公共トイレが必

要となっています。

　実例を調べていくと、盲導犬用トイレが設けら

れている場所は、大きな空港や一部の福祉施設・

博物館などの限られた場所で、造りや環境も様々

で、本来必要とされている施設になっていません。

では、『どんなトイレが必要とされているのか？』
「九州盲導犬協会　常務理事センター長」にお聞きしました。

①「あることが重要！あれば安心！」
　　⇒「自動水洗など、立派なものでなくていいので、
　　　  場所が設けられているだけで安心して出かけられます。」

②「広さ」
　　⇒「待機場所は 1.2ｍ×1.5ｍ、排泄場所は 1.5ｍ×1.5ｍ

　　　 あるといいですね。」

③「音声案内はしないほうがいい」
　　⇒「場所や使用方法は、最初に健常者に教えてもらう為、　　
　  　　 音声案内はなくて良いです。点字盤があるといいですね。」

④「人の目につくほうがいい」
　　⇒「使用時に手助けが必要になることがあるため、

          外から見えるよう配慮が必要です。」

⑤「換気が必要」
　　⇒「犬の汚物は臭いうえに、犬の嗅覚が優れているので、　　

　 　　 臭いを残さない工夫が必要です。」

⑥「汚物用のゴミ箱があるといい」
　　⇒「長時間の外出時に排泄させる場合があります。

          その際、汚物処理に困るので、トイレ内に汚物を捨てても

　　　 良いゴミ箱があると助かります。」

⑦「場所・使い方の周知が必要」
　　⇒「場所や使い方が分からず尋ねられることもあるため、

　　　  地域の方への周知が必要です。」

◆盲導犬用トイレ
　設置費用、維持管理のコストや人件費等の低減

を考慮して、ホースを利用して散水し汚物処理す

る方法を提案します。

　また、音声案内の代わりに、点字盤を採用します。

　外から中が見えるように計画し、使用時のトラ

ブルや手助けが必要な際には、通る人が気付きや

すく、対応しやすいように考慮しています。

　夏季・冬期の最多風向を考慮した風力換気シス

テムで、臭気を排除します。

　利用者が要望する汚物用のゴミ箱も設置します。

　天神の盲導犬用トイレの使用頻度は、月に２～

３回程度が実状です。しかし、盲導犬用トイレ利

用者のネットワークは強いと聞いています。

　「大分県の盲導犬用トイレはいいよ！」

そう言ってもらえるように市民が認識をもち情報

共有することが大事です。

　盲導犬用トイレの設置にあたり、大分駅職員や

近隣商店街の方の手助けやご協力が必要になりま

す。慣れない対応で戸惑わないように、事前に対

応方法や周知活動にご協力下さい。

　

＜補助犬について＞
【補助犬実働頭数】( 厚生労働省より：Ｈ28.3.1 現在 )

都道府県名 盲導犬 介助犬 聴導犬

福岡県 23 1

佐賀県 5

長崎県 3 1

熊本県 10

大分県 14

宮崎県 12 1

鹿児島県 18

（九州の合計）
85 2 1※沖縄を除く

コンペ参加表明　コンペ参加への扉をひらく
ミーティング　　「敷地狭いなぁ…」「ひらく…トイレって？」
　　　　　　　　「そうだ！実際に見てみよう！」
参考施設見学　　愛媛県への弾丸の旅で、美しく斬新な建築物に心をうたれる
ミーティング　　「盲導犬用トイレってどんなの？」「そうだ！実際に見てみよう！」　　
参考施設見学　　福岡県の３つのトイレを視察
ミーティング　　「色んなタイプを見たけど何が正解？」「よし！盲導犬協会へ行こう！」
盲導犬協会訪問　九州盲導犬協会 常務理事センター長、盲導犬指導員の方にお話　　　　
　　　　　　　　をうかがい、必要とされている盲導犬用トイレについて学ぶ
調査・勉強　　　構想がふくらむ中、「ＬＧＢＴ」について知り、トイレのあり方を考え
　　　　　　　　直すきっかけとなる。その後、子ども・男性・女性・お年寄り・妊婦・　
　　　　　　　　身体障がい者・犬など、様々な境遇の方の利用方法・望みについ学ぶ
　計　画　　　　　誰もが安心して集える「みんなのトイレ」が形になっていく
プレゼン完成　　「みんなのトイレ」建築でみんなの心を開きたい
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大分駅府内中央口広場

屋外トイレ 新築設計コンペ

みんなのトイレ「愛称：なな」～木もれ日のある小さな森～
　　

～本トイレに対する思いと願い～
　

　本コンペを通して『トイレ』とは
「生きていくうえで欠かすことので
きない、とても大切な空間である」
と改めて考えさせられました。
　建物の一角ではなく、トイレだけ
に真剣に向き合い考える中で、たく
さんの人・犬の生き方や思いにも触
れることになりました。

「本当に望まれているトイレとは、
　　　　　どんなトイレなのか？」
を考え生まれたのがこの提案です。

『今ある周辺空間との調和を図り、
利用者のことを考え、機能はしっか
りと果たしながら、人が集い笑顔が
生まれる』そんな空間にしました。

　多方面にひらけた計画とするこの
トイレから、また新たな何かがひら
かれていくことを願い、大分駅前広
場に「木もれ日のある小さな森」を
つくります。

N

◆多機能便房（みんなのトイレ）
　一般的に、「多機能便房＝身体障がい者対象」と

いう認識だと思われますが、今回の提案では、「多

機能便房＝みんなのトイレ」という位置づけにし

ました。身体障がい者、お年寄り、子ども連れ、妊婦、

補助犬（介助犬・聴導犬）、LGBT（※）など、様々

な境遇にある方（集う人・犬）が使いやすいトイ

レを提案します。

特にトランスジェンダー（例：性別と外見は男性であるが心

は女性）の方は、男女別に設けられたトイレを使用しにくく、

排泄障害や膀胱炎を患う方が多いようです。

　多機能便房を使用することへの抵抗を考慮して、

出入口は通路側とし、インフォメーションボード

と既存の樹木にて、他者からの視線を和らげます。

　出入口の扉はハンガー戸とし段差を作らないこ

とで、車椅子利用者だけでなく、ベビーカー利用

者やお年寄り、妊婦にも優しいトイレとします。

また、扉は換気を確保するためアンダーカットと

し、自然換気とします。便器は出入口から離れた

場所に配置し、プライバシーに配慮しました。

　多様な車椅子形状の中で、方向転換に最も広い

スペースを必要とする電動車椅子でも、障害なく

方向転換できるように、直径 1500mm の空間を

確保しました。

　介護用ベッドは、自己導尿する方が使いやすい

ように、壁に腰かけて使用することができる配置

としています。また、介護者の負担軽減を考慮して、

ベッドと便器を近い位置に配置しました。

※LGBT とは…以下の略称
Lesbian( レズビアン )= 女性同性愛者

Gay( ゲイ )= 男性同性愛者

Bisexual( バイセクシュアル )= 両性愛者

Transgender( トランスジェンダー )= 心と体の性の不一致者
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◆防犯への配慮
　周辺街灯と同様に、周囲が暗

くなったら照明器具を点灯させ、

周辺や通路部分に暗がりを作ら

ないことで、防犯への配慮を行

います。

◆県産材による小屋組み
　透過性のある屋根を支える木は、県産材を使用します。

柱は丸太を使い、『小さな森』のイメージをつくります。

また、方杖は、木の枝をイメージしランダム配置とします。

　

（自動水洗） （人用トイレを改装） （ホースを利用）

＜　実　例　＞

明るさセンサー
により点灯
（夜間防犯効果）

換気扇とセンサーの排除
自然採光

自然換気

透過性のある屋根

断面図
上野の森

みんなのトイレ

大分駅城址公園

幼児用
便座付

幼児用
便座付

幼児用
便座付

幼児用便座付
　


