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1階 事務室 36 ㎡ 交番庁舎 建築工事費 63,500千円

客溜り 7.5 ㎡ 設備工事費 20,000千円

相談室 4.5 ㎡ 外構（その他付属建物を含む） 3,500千円

多目的トイレ 4 ㎡ 概算工事費（税抜き） 87,000千円

勤務員用トイレ（男） 2 ㎡

勤務員用トイレ（女） 2 ㎡

湯沸室 4.5 ㎡

物置 4 ㎡

物干場（倉庫兼用） 4.5 ㎡

廊下・その他 4 ㎡

2階 会議室 13.5 ㎡

コニュニティ室 9 ㎡

物置 3.5 ㎡

会議室用トイレ 2 ㎡

階段・その他 12 ㎡

3階 仮眠室（男性） 16.5 ㎡

仮眠室（女性） 10 ㎡

階段・その他 7 ㎡

合計 147 ㎡

1階 69

73

4

2階 28

40
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明るい気配をもたらす交番

0 1 5 10m

概算工事費とコストコントロールについて

躯体の軽量化による鉄骨工事 ・ 基礎工事 ・ 土工事の縮減、

自然エネルギーの利用による設備工事費の低減に加え、 内

外装仕上げについては交番にふさわしいシンプルさを基本と

しつつ、 全体計画に呼応した適材適所の材料選定を行うこ

とにより、 想定よりも 1 層多い 3 層の計画を予算内で実現し

ます。

また、 積算協力事務所と連携して設計の各節目でコスト

チェックを行い、 コストバランスの悪い項目を見直し、 設計

にフィードバックすることで、 コスト管理を徹底します。

小径材を効果的に用いた構造計画

構造は主に角形鋼管の柱で構成した鉄骨ラーメン構造とし、

これを小径材の方杖やトラス梁で補剛することで、 ずれなが

ら積層する構造を効率よく実現します。

2 階、 3 階の屋根は乾式とし、 軽量化を図ることで 2 階建

てに近い鉄骨量で 3 層の構造を成立させます。 躯体の軽

量化により可能な限り直接基礎とし、 基礎工事にかかるコス

トを抑えた計画とします。

3 層部分について、 上下

階の柱位置をつなぐように

方杖を配置することで柱

の曲げ応力を軽減します。

さらに、 柱に対する方杖

の接合部を分散させるこ

とで、 柱への応力集中を

軽減します。 こうすること

で、 小径の柱と方杖によ

る耐震性の高い構造が実

現し、 広々としたテラス空

間を生み出すことが可能

となります。

狭小敷地であることに配

慮し、 部材を細かく分割

して運搬できる計画としま

す。 方杖は柱梁に溶接さ

れたユニットとして現場に

搬入し組み立て、 現場で

の施工手間を減らします。

全面にハイサイドライトが

架かる会議室は採光面を

トラス状の小梁として利用

し、 省資材の屋根架構と

します。 トラス梁は細い角

鋼で構成し、 のこぎり状に

配置された上弦材 ・ 下弦

材に座屈補剛を設けるこ

とで、 座屈耐力の高い構

造とします。 またトラス梁

を大梁に対して斜めに架

け渡すことで屋根面の水

平剛性を確保します。

２階平面図

３階平面図

１階平面図

BB 断面図AA 断面図

自然エネルギーを積極的に利用する設備計画

トップライトとハイサイドライトの

配置により昼間は照明をほぼ

つけずに使える交番を実現し、

昼光センサーを用いた自動調

光を採用することで照明の消

費電力を大幅に削減します。

階段の上下には自然換気口

を配置し、 重力換気を積極

的に利用して中間期の空調

費用を削減するとともに勤務

員の執務環境に配慮します。

各小部屋には個別制御の空

調室内機を設置し、 ランニン

グコストを低減します。 勤務

員が長時間過ごす 1 階の床

面にはヒートポンプ式温水床

暖房を設置し、 居住域を効

率的に空調します。

中に入らなくてもちょっと立ち寄れる
カウンター窓口

南面からの光をテラス
に反射する階段室

会議室に拡散光を落とす
北側採光のハイサイドライト

雨掛かり部のため潅水不要の無機質軽
量土壌による屋上緑化 （日陰と乾燥に
強いシャガ、 シラン、 ホソバヒイラギナ
ンテンなど低木地被を植栽）

利用頻度を考慮した男女兼用トイレ

会議人数に対応する椅子等の備品が
十分に入る大きさの物置

イベントなど積極的に使うことのできる広
さをもったテラス

明るく道からも見えやすく、 交番からも
視界が良好な L 字のガラス面

道行く人の目に留まる樹木

すぐ停められる客用駐輪スペース

両方向の人から気づかれやすい正面を
向いた地図

密集した商業エリアの中、 ちょっとした
休憩どころとなるベンチ

客溜りからアクセスできる多目的トイレ

客溜りからアクセスしやすい相談室

階が分かれることで下階のイベント
時の音も気にならない仮眠室

道路からよく見える 3 階の上裏の、
テラスの光を拡散させる反射仕上げ

狭小地の中で 2、 3 階をずらすこと
によって周囲の壁から距離をとった
位置に窓を設けられる

雨掛かり部には植栽を配置

2， 3 階がずれた部分に
トップライトを配置

車いす昇降機も設置できる階段

物干場への勝手口

開口間口の広い物干場兼外部倉庫

階段には区画扉を設けることも可能

事務室に明るさ
をもたらすガラス
屋根階段

光を落としつつ動線の邪魔をしない
ガラスブロックによるトップライト

庭の樹木がちょうどよく見える全面ガラス

室面積はコンパクトであるが、 壁面に
ホワイトボード仕上げ等も検討

会議室、 コミュニティ室を一体的に使
うための可動間仕切り

階で区切られているため安心感のある
仮眠室

道からの視線に配慮し、 道路面を避け
た窓の配置

階段を利用した重力換気のための換気口

面積表

男女それぞれのユニットバス / シャワー

プライバシーに配慮したブース式の 2 段
ベッド

3 階収納スペース

ロッカー ・ 金庫スペース

3 階仮眠室とのセキュリティ区画扉

会議 ・ コミュニティ室とテラスをつなぐ
全開放可能な建具

上部トップライトにより明るい事務室

上部会議室が屋根になる駐輪場

緊急対応時にも外に出やすい
駐輪場への出入口

女性に配慮した男女別勤務員用トイレ
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多目的
トイレ

多目的
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物置

湯沸室

トイレ公務用
駐輪場

物干場

通常の交番業務だけでなく、 観光案内
も兼ねられる奥行の長いカウンター

コミュニティ室が 2 階にある代わりに使える事務 ・ 打合せスペース

子供向けの交通安全教育、 高齢者向けの安全運転相談会や特殊詐欺のレクチャーなど、 テラスと接続するコミュ
ニティ室 ・ 会議室は地域との連携を図った新しい交番の在り方を探り、 実践する場となります。

1 階客溜りは誰でも入りやすいようコンパクトに道に面して配置され、 L 字カウンター端部の窓口が街を見守ります。
持ち上げられた 3 階の仮眠室との間からは、 光が注ぎ込む 2 階テラスと、 奥のコミュニティ室・会議室が見えます。

夜には街のヒューマンスケールの常夜灯となる窓口。
トップライトから漏れる光が軒天を照らします。

広島県警音楽隊の演奏に使うなど、 テラスは本通りの
直近という立地を生かした広報活動の場となります。

小中学生向けの薬物乱用防止教育
や職業体験など、 地域と連携した
様々な活動の場となる 2 階

歩道のインターロッキングを延長した舗装

目減、固結、透水不良が起こりにくく、
メンテナンスがほぼ不要の無機質軽
量土壌による屋上緑化

丈夫で使い方を選ばないコンクリート
平板等による仕上げ

特定の人のためでない、 強い公共性を持つ交番は、 千差万別である人々の好み

や警察への思いに依拠しない建築が求められると考えます。

それを、 「普遍的な印象の良さ」 と置き換えます。

建築の外見、中身を超えて、人々が本能的に感じる印象の良い場所。 それは明るい気配や、

良好な風通しという単純に察知できる気持ちよさそうな場所ではないでしょうか。 三方壁に囲

われた間口の狭い敷地を、 骨格から変えていきます。

敷地の奥を明るくする立体構成とセキュリティへの配慮 （テーマ１、 ２）

街と密に関わる客溜りとカウン

ターは道路に接するように前

に出し、 公務用駐輪場を敷

地奥に配置します。 また、 来

所者が出入りする会議室に対

して、 24 時間眠らない交番

の過酷な勤務において効率

的な休息を得られるよう仮眠

室を 3 階に持ち上げます。

駐輪場による奥の空白、 北

側の隣地建物から隙間をあけ

た 3 階の配置によって、 道路

から見たときに建物越しに敷

地の奥や、 2 階レベルが明る

く浮かび上がります。

多くの外部空間を持つ立体的

な構成は、 各階に自然光や

風通しの良さをもたらす一方、

吹き抜けは設けない、 投げ込

み等不測の事態は抑止する

構成です。 2 ・ 3 階に会議室

と仮眠室を分けることは、 セ

キュリティ区分も明確化しま

す。

テラスと一体化するコミュニティ ・ 会議室 （テーマ１、 ２）

一般来所者が利用するコミュ

ニティ室を会議室とまとめて

2 階に計画します。 使用頻度

が少なく、 普段活用されない

スペースとなりがちな会議室

を、 面積の小さなコミュニティ

室と一体化できる計画とする

ことで、 相互補完的に利用を

促します。

コミュニティ室 ・ 会議室は道

からの視認性が高い 2 階の

テラスと接続します。 明るい

2 階全体を地域と共に使い、

今まで以上に地域との連携を

図った交番の在り方、 使い方

を可能とします。

テラスは、 中四国を代表する

商業地区の中心軸である本

通商店街に隣接する立地を

生かし、 広島県警の街中の

広報拠点とすることができま

す。 警察の活動を社会に発

信する恰好のステージです。

警察官にとっても来訪者にとっても心地よい明るい内部空間 （テーマ１）

コミュニティ室 ・ 会議室は、

直射日光を避けつつ拡散光

による明るい内部空間を実現

するため、 北向きの連続的

なハイサイドライトの屋根としま

す。 ハイサイドライトからの光

は、 ルーバー状の屋根の裏

面を照らし、 道からも明るく浮

かび上がります。

三方が建物に囲まれ、 暗くな

りがちな 1 階の奥にも自然光

を取り込めるよう、 事務室に

は 2 階テラスを利用したトップ

ライトを設けます。 トップライト

は直射光を拡散し、 断熱性

が高く、 上部テラスの利用の

妨げにならない歩行用ガラス

ブロックとします。

また、 1-2 階階段は 1 階に

光を落とすためにガラス張り

とし、 2-3 階階段は閉じた壁

面とすることで、 トップライトに

反射光を落とすリフレクターと

して利用します。

街を見守る平屋の窓口 （テーマ１、 ２）

地域の人々にとって最も重要

な交番の窓口部分は平屋と

し、 道に面して設けることで、

周囲の街並みとの連続性を

保ちつつ、圧迫感を与えない、

親しみやすいたたずまいとしま

す。

カウンターは L 形とし、 道に

面して配置することで、 勤務

員が道路を 180 度視認でき

るようにします。 窓口は道側

にも設けることで、 通りがかり

の人や観光客が交番内部に

入らなくても気軽に勤務員に

声をかけられるようにします。

一般来所者用の駐輪場は建

て込んだ商業地の中の小庭

として中木を植栽します。 へ

こんだ壁面には周辺案内図を

設置し、 ベンチを設けること

で観光客やお年寄りなどが一

息つける場所とします。

トラス材 ：
角鋼 32x32

横つなぎ材 ：
M20

補剛材 ：
軽量形鋼材

H-250x125x6x9

鋼管 101.6 φ t-32

角鋼 60x60

BOX 150x150x12

BOX 100x100x12

H-250x125x6.5x9

H-148x100x6x9

トレーラーで運搬可能

2000
程度

1000 ～ 2000

方杖の接合部を分散し
柱への応力集中を軽減

鋼管柱

角形鋼管柱に継手を
設けることも可仮眠室

会議室

会議室

トップライト

コミュニティ室 ・ 会議室屋根

カウンター

1-2 階階段

10:00

春秋分の日射検討

12:00

14:00

2-3 階階段

トップライト

1-2 階階段

テラス

仮眠室

客溜り
公務用
駐輪場

仮眠室

事務室

会議室

会議室

コミュニティ室

テラス

仮眠室
（男性）

テラステラスコミュニティ室

客溜り

交番は、 小ぶりな建築の中に明確な要望のある多くの機

能を持っています。 それらを建築の外形を決めて陣取り的

に配置するのではなく、 それぞれの機能の要望に従い積

み上げていくことで多くの隙間を持った建築を形成します。

ボトムアップ的に積み上げられた全体性のない建築の、 そ

れぞれの隙間からこぼれる光や風が、 建築の形の印象以

上に、 人々がこの交番に親しむきっかけとなっていく、 明

るく好感の持てる場所として、 地域との距離を近づけます。

客溜り

N


