
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

射水市本開発地区土地区画整理事業内 

公募対象公園施設等設置事業 

屋内遊具場計画説明書（案） 
 

 

 

 

別途資料３ 



をつくる「人が集まる回遊あそび空間」　
1.あそび空間を繋げて回遊する
　・あそび空間を繫げ、平面・立体的に回遊することでこどもの自由な発想や発見を導くあそび空間をつくる
　・回遊のなかに傾斜やネットなど” 平衡感覚を養う” 体験ができる部分を設える
　・近道（ショートカット）を設け回遊に変化を与える

2. 心に残るあそび空間をつくる
　・シンボル性の高い空間や場を設え日常とは異なる特別な時間をつくる
　・木仕上でポーラス（多孔質）な空間で構成し親しみを与える

3. 世代や地域を超えた出会いの場を作る
　親・祖父母世代がこどもたちを見守る場所をつくり、こどもとおとな及びおとな世代同士の時間を共有し
    世代や地域が交わるあそび空間をつくる
　

こどもたちのあそびと成長を核に
多様な「交わり」がつながり
周辺のシンボルとなる
屋内遊具施設をつくる

整備コンセプト １



( 仮称 ) うずまきＨＯＵＳＥ➡人が集まるらせん回遊あそび空間

こどもたちの多様な「あそび」が、らせん状のうずまきのように重なり合いながら「からだ」と「こころ」を育み、それを見守
る親世代が時間を共有して世代や地域が交わる「人が集まるあそび空間」をつくる

象徴としての螺旋
螺旋は、運動性や生命力を感じさせ、
芸術作品などにおいては、様々な意味を込めた
象徴、シンボルとして用いられることも多い

シンボル、生命力

整備コンセプト ２
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才のこどもとスペシャルニーズ（身体・発達障害など）のこども

S=1/150（A3）

トンネル遊具

ENT

空間に呼応するうずまき形状

緩やかな傾斜

うずまき台地（バンク遊具）

感覚を楽しむ遊具（パネル遊具）

ボルダリング遊具

インクルーシブ対応のパネル遊具を設え
車椅子対応の傾斜床と一緒に楽しむ

傾斜を楽しめる遊具でありうずまきネット（ネット遊具）への導入遊具
床下はしゃがんで歩くトンネル空間になっている

年代に合わせて挑戦する高さが変わる
一部が上部のネット遊具に繋がる

多様な「あそび」を見守るスペース

木仕上げでポーラス（多孔質）な空間として
親しみを与える

飲食・休憩スペース※

トランポリン

木質空間イメージ※

飲食・休憩スペースに近接して設置
インクルーシブに遊べる遊具として設置

0~3 才のこどもと見守る親が一緒に過ごすスペース
他の遊具エリアから独立した安心して遊ぶエリアを確保する

乳幼児スペース（小山クッション、マグネットウォール、ベンチ）

屋内遊具計画
ネット遊具とバンク遊具を中心として立体的に組み合わせた
らせん状に回遊して循環する屋内遊具計画

共有空間

1）３つのエリアの屋内遊具計画
　　・こどもの多様な「あそび」に合わせた 3つのエリアを計画する

■0~3 才のこどもと大人が一緒に滞在できるエリア
　休憩スペースに近接して設け親子で安心して楽しめる
　独立したエリアとする

■0~6 才のこどもとスペシャルニーズ（身体・発達障害など）
　のこどもが同じ遊具で遊べるインクルーシブエリア
　遊具を点在させ屋内遊具空間の変化を楽しみながらそれぞれの遊具に移動する
　バンク遊具の勾配の緩いスロープ部分やバンク遊具下のトンネル空間を楽しむ

■6~12 才のこどもが多様な遊びを体験できるアクティブエリア
　うずまき台地（バンク遊具）からうずまきネット（ネット遊具）へ誘導される
　らせん状に変化する空間に呼応して変化に富んだあそび空間をつくる

それぞれのこどもが多様な「あそび」を選び
一体空間で共存する屋内遊具計画をおこなう

※は建築工事を示す

屋内遊具計画 ３

屋外テラス
公園であそぶこどもを見守る

バリアフリー
WC



うずまきネット（ネット遊具）
らせん状に上昇するネット遊具
放射状に覆われたネットからこどもエレベーターに繋がる

こどもエレベーター※
下降して 1階レベルに繋がるネット遊具

らせんすべり台

うずまき迷路※
高さの低い屋根下空間を利用した天井の低い
トンネル状の空間

らせん状に上昇するスロープ状の通路 .
らせんすべり台やこどもエレベーターから下降して回遊する .
頂部の展望台まで親子で登ることができ、

屋内遊具空間事例

2F

2）立体的に循環する屋内遊具計画
　・らせん状に回遊しながら上昇するバンク遊具・ネット遊具、
　　下降するらせんすべり台や中央の階段エレベーターネットを立体的に連続させた
　　循環型の遊具空間をつくる
　・ネットやスロープなどで上昇する途中に下降する部分をつくり
　　近道（ショートカット）を設けて回遊に変化を与える

3）安心・安全な屋内遊具計画
　・遊具メーカーと協議をおこない建築工事部分、屋内遊具部分のそれぞれの
　　部位に適した安全性の検証をおこない安心・安全な計画をおこなう
　・飲食・休憩スペースやうずまきスロープなど、こどもの多様な「あそび」を
　　見守る場所を選べる建築計画をおこなう

通路の各所で多様な「あそび」のこどもを見守るスペースを兼ねる .

うずまきスロープ※

※は建築工事を示す

S=1/150
　（A3）

屋内遊具計画 ４



地元産材を積極利用した木の内装で
やさしく温かい内部空間

トップライトから
をとる

換気筒として
を得る

人の動く居住域エリアを適切に
空調する空調設備計画

屋内遊戯室を見渡せる

　

する内部空間

北陸地方の木造
に適した勾配屋根

換気以外の窓を少なくし
て外壁面からの空調負荷
低減を図る

天井裏を空調、ダクト等の
として冷暖房空気の循環をおこなう

　
構造および屋内遊具空間の
中心となるコア

　
コアの頂部に設えた
展望スペース

10

10

5

1

バックスペース

第一駐車場

断面イメージ　S=1/100（A3）

空気の流

　1）らせん状に回遊して循環するあそび空間
　　・放射状に架かる梁の高さに変化を与え、その変化にあわせてらせん状に回遊しながら上昇する　
　　うずまき台地（バンク遊具）、うずまきネット（ネット遊具）遊具を計画する
　　・コア周りにうずまきスロープ（らせん型スロープ）を設えらせん状に上昇する
　　・コア部分や途中に設えたらせんすべり台などで下降してあそび空間が循環する
　2）吹抜空間に繋がる付属施設
　　・吹抜空間外周の小屋裏空間を利用して屋内遊具空間全体を見渡せる飲食・休憩スペースを設ける
　3）構造計画・設備計画として合理的な吹抜空間
　　・中心に構造的なコアを設けて円形の吹抜空間をつくり同一形状の小断面組梁を放射状に架ける
　　・コア部分頂上から採光、換気をおこない自然エネルギーを有効利用する

　屋内遊具選定時イメージ

断面計画
らせん状に回遊して循環するあそび空間をつくる断面計画

傾斜地の敷地形状を活かして螺旋状の空間を形成 .
地場の白山杉による 16 本の柱が大屋根を支える

断面計画 ５



断面イメージ　S=1/100（A3）

　屋内遊具選定時イメージ

立面計画

立面計画 ６
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給排水設備
　・想定設備

　　男子トイレ：小便器ｘ2、大便器ｘ1、幼児用トイレ、オムツ替台
　　女子トイレ：大便器ｘ3、幼児用小便器ｘ1、幼児用トイレ、オムツ替台
　　飲食・休憩スペース：シンク
　　バリアフリートイレ：オストメイト、大型ベッド
　　授乳室：オムツ替台、ソファー、シンク、給湯設備

　

　・節水型衛生器具等省エネ機器を採用する
　・高齢者、障がい者等に配慮したバリアフリートイレを 1ヶ所設置する
　・エントランスに面してバリアフリートイレを設置するなど公園利用者の利用を検討する
　・飲食・休憩スペースにシンクを設置する
　・汚水は公園内の下水管に接続する。詳細位置は開発事業者との協議による
空調・換気設備
　・効率が良く経済性に富む空冷ヒートポンプ式を基本的な空調方式とする
　・空調範囲は居室の居住域のみとして空調負荷を低減する
　・効率的な空調サーキュレーション計画をおこなう
　・換気は全熱交換器の採用し空調負荷を低減する
　・風除室を設置し屋外への冷暖房の漏洩を抑える
　・屋内遊具空間吹抜部分の、より効果的な暖房については今後の検討課題とする
電気設備
　・公園の 1次側受電設備より分岐して埋設配管で取り込む
　・空調範囲負荷の低減などにより使用電力量を抑えて受変電設備を設けない計画とする
　・照明は LED照明を採用する
　・無線ＬＡＮを整備し、ＦＲＥＥ-ＷＩＦＩ環境を構築する
　・建物一斉放送及び BGM用として拡声設備を設置する
　・CATV を架空設備できるよう配管を布設する
　・機械警備機器（施設警備保障）を設備できるよう配管を布設する
　・エントランスと遊具場内を見渡せるよう防犯カメラを設置し、事務室でもモニター
　　を置き確認できるように計画する
消防設備　
・所管消防の指示に従い適宜設置する

経済性を考慮した構造計画
　・大空間を経済的につくりだすために小断面部材を組み合わせた架構形式とする
　・中心にコアを設け大スパン材料部材単一化や接合部材の一般仕様品などによりコストを縮減する
　・適切な構造形式や材料サイズを選定し、地域に根差した木材を積極的に採用する
　・吹抜け空間、およびそれ以外で用途にあわせて適切な柱間隔を設ける
　・中央大空間の水平力を周辺の壁が負担することにより構造断面を小さくする構造計画をおこなう
　・建物荷重を軽減することで建物荷重による地盤に対しての負荷が過大にならないよう、　　　　
　　建築物の軽量化を図る .
木造の大スパン建築物を経済的につくる構造計画
　・張弦梁、立体トラスなどを用いて流通小断面材を活かした軸組工法を主な架構形式とする
　・高倍率耐力壁を適宜設置し空間の開放性を確保する
　・木造軸組工法を中心としながら応力が集中する部分は構造や架構形式を変えるなど弾力的な
　　構造計画をおこなう

施設利用者の安全を確保する耐震計画
　・災害時の避難所として指定しない小規模施設のため、人名の安全確保と経済性を
　　両立するⅢ類を目標とする

《参考》　耐震安全性の目標及び分類の一覧（国土交通省HPに掲載） 

快適性・環境保全性および経済性のバランスが取れバリアフリーに配慮した
設備計画をおこなう

変化に富んだ立体空間を経済性を考慮して構造計画をおこなう

木造架構事例

構造の考え方 設備の考え方

構造及び設備の考え方 ７



　・公園側に屋外テラスを設ける
　・飲食施設との間に共有空間を設けるなど飲食施設との連携を図る
　・耐候性の高い材料を選定する

・採光、通風を自然に取り入れる開口部をもうけ自然エネルギーを利用して設備の維持管理費用
　を低減する
・室内の断熱を十分におこない、ガラス開口を極力少なくして空調負荷を低減する
・省エネルギ－を図る設備機器を採用する
　ＬＥＤ照明、ヒートポンプエアコン、熱交換換気設備、節水型衛生器具等省エネ機器

公園や飲食施設との繋がりにより一体感を生み出す

・外部エントランスから屋内遊具場までのバリアフリー化を徹底し、  1 階レベルですべ
　ての人にやさしい施設整備を行う
・不審者の監視や屋内遊具場の出入りが見守りやすい管理部分の配置をする　　　　　
・屋内遊具場内に大人の目線が行き届きやすい見守りスペースを適宜設ける
・ユニバーサルデザインに配慮したバリアフリートイレを設置する
・0~3 才、3~6 才および身体や発達が健常者と異なる（スペシャルニーズ）　のこども、
　6~12 才がそれぞれの遊び方ができるエリアを設ける

全ての人にやさしく、安全・安心を重視した施設整備

・建築面積 420 ㎡で施設外への避難の容易な平屋の小規模施設のため過度に防火性をもとめ
　ない計画とし経済性に配慮する
・敷地周辺の射水市洪水ハザードマップを考慮したGL設定を行う
・雪害など北陸の条件に配慮した施設整備を行う

今回の計画規模と諸条件に合った防災計画

自然エネルギーを取り入れながら省エネルギー化を図る施設整備

ユニバーサルデザイン

環境計画

防災計画外構計画
その他整備計画 ８


