
受付カウンター：
来客者からの視認性が高く、
滝観洞入口へもっとも近い
位置に計画します。

プチ足湯：
待ち時間にちょっとした
癒しを提供します。

デッキテラス(下部 浄化槽)：
上部に休憩ができるデッキテラス、
自販機を設置。メンテナンスの支障が
ないように点検口を設けます。

軒下広場：
建具を開け放つことにより前面道路、
滝音ホールを一体の広場のように
利用が可能となります。

軒下の径(みち)：
張り出した軒によって雨に濡れず
移動ができる半屋外空間です。

滝鳴壁：
2枚のRC壁を湾曲させて滝流しそばの
水音がやわらかく響く演出を行った
半屋外の階段スペースをつくります。

SLテラス：
休日にはSL列車を眺めること
ができる半屋外の特等席です。

散歩径(みち)：
平場までの小径を散歩コース
として再整備するのは
いかがでしょうか。

トイレ:
屋根はポリカーボネート素材により明るく、
清潔で利用しやすい室内となります。
また、自然光利用により、
年間の電力消費量削減が可能です。

滝観洞
入口へ
滝観洞
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滝流しそば体験スペース滝流しそば体験スペース

ペレットストーブ：
滝流しそばのオフシーズンは
ストーブを囲んで暖がとれます。
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風恋橋風恋橋気仙川気仙川

発券機
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ELV ELV 

物販スペース 物販スペース 

滝音ホール滝音ホール

ドライエリアドライエリア

既存擁壁：
青く染める
既存擁壁：
青く染める

倉庫 倉庫 掲示スペース 自販機 ヘルメット置き場 

受付 受付 受付 受付 事務スペース 事務スペース 

既存水車小屋

食券機

貴重品ロッカー

。

畳の椅子：
座面が畳の
二人掛け椅子
は待ち時間に
くつろぎを
提供します。

GL＋3920GL＋3920 GL＋3520GL＋3520

RC曲面壁(滝鳴壁)：
半外部の吹き抜け
滝流しそばの音が反響する

屋根：
そばパイプと同じ勾配
湿気を逃がす片流れ屋根

パイプ勾配
は変えない

腰壁：対候性の高い焼杉板

気仙川

軒：せがい造り
       触れる高さ滝音

ホールRC擁壁：解体は行わない 

プチ足湯 

滝流しそばのパイプと
並ぶ列が道路から見える

滝流しそば
体験スペース

物販
スペース

1.8m@1.8m
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滝観洞受付施設

小さな広場

自然豊かな散策路

SLが近くで見える！

滝流しそば建物
既存公衆トイレ

滝観洞入り口
JR 石線

気仙川

観光センター

面積表

C: トイレ 24 ㎡ E: エレベーター昇降路 (ELV)
F: 倉庫
合計 156 ㎡

ベ タ 昇降路 (ELV)タ 昇降路 (ELV)E: エレベレベ タ 昇降路 ( )レベレベE: エレベ タ 昇降路 (ELV)
F: 倉庫庫F: 倉庫

CCCC トイレC: トイレトイレトイレC: トC:C:C: 24 ㎡㎡

：町内で通常製造している角材
(2850mm×120mm 角 ) を継ぎ、
せがい造と組み合わせるよとによ
り開放的な空間を実現。

：変形を抑える耐震要素を配置。
　一部採用すだれ壁部は意匠性に
も配慮した耐力壁を想定。

：ELV シャフト壁面および擁壁の湿
気対策に配慮し一部 RC を採用。
変形を抑えるよう木造を主体とし
た壁面および擁壁の湿気対策に配
慮し一部 RC を採用。変形を抑え
るよう木造を主体とした建物の耐
震補佐要素として扱う。

柱

耐震壁

RC 壁

登録番号 21

■ わかりやすさに配慮した動線計画

■ 地域材でつくる合理的・経済的な構造計画

■ 杉の香りに包まれる空間

■ 触って体験できる「せがい造」

■ 風通し良く、周辺と一体利用可能な〈軒下広場〉

■ 滝の流れを感じる半屋外の〈滝音ホール〉

■ みんなでつくり、実現するしなやかな設え

テーマ 3: 地域に根差した技術を利用した構法に対する考え方
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テーマ 3: 地域に根差した技術を利用した構法に対する考え方

テーマ 2: 管理者動線と来客者動線に対する考え方

テーマ 1: 外観の意匠の考え方
テーマ 3: 地域に根差した技術を利用した構法に対する考え方

テーマ 1: 半屋外空間の考え方

テーマ 1: 半屋外空間の考え方

テーマ 1: 周辺環境との連続性の考え方

テーマ 1: 周辺環境との連続性の考え方
テーマ 3: 地域に根差した技術を利用した構法に対する考え方

滝流しの音が響く半屋外の〈滝音ホール〉

構造システムの考え方

触れて体感できるせがい造

みんなで考えつくる地域材の什器

観光拠点としての滝観洞の魅力をさらに高め、地域の新しい顔となるとともに、
周囲の環境やここでの体験をより際立たせる受付施設を提案をします。

・伝統的な架構を町内で製造可能な寸法の木材により実現します。
・小断面鉛直部材には杉材、横架材にはカラマツ材を採用し、合理的
かつ経済的な架構を実現します。

・木架構を現し、木のぬくもりを感じられる空間とします。
・構造部材だけでなく内装仕上材や家具、サインまで地域材を活用し、
地域の資源や技術に誇りと愛着が湧く空間をめざします。

・周辺の山々や川辺などの豊かな自然も大
切な資源であると捉え、入洞できない方
もピクニックや散策のように楽しい時間
を過ごしてもらえるささやかな場づくり
や動線計画を提案します。

・家具や什器は施設管理者や地域のみんな
とともに考え製作することを提案します。

・家具や什器には移動が容易な仕組みを取
り入れ、イベント時には前面道路や周辺
と一体的に場を利用することができます。

・地域木材を活用し、地元の工務店や大工
さんが維持管理できる仕組みづくりを行
い、什器や家具も地域の魅力を発信する
仕掛けとして提案します。

・RC 曲面壁〈滝鳴壁〉と既存の擁壁を活か
し、滝流しそばの水音や賑わいがやわら
かく響く半屋外吹き抜けの階段ホールを
設けます。滝観洞に入洞できない方も洞
窟内に響く滝音に思いを馳せることがで
きる場であり、景色を楽しめる食堂へと
昇る高揚感を高める場をつくります。

・軒庇はせがい造で持ち出し、手が届くヒューマ
ンスケールの高さで気仙大工の技術を手で
触って体験できる親近感を大切に計画します。

・建築構造部だけでなく、滝流しそばのカウン
ターもせがい造でつくるなど、随所に気仙大
工技術を見て、触れられるようにします。

・来客者の利用を第一に考え、駐車場や駅側からもっとも利用しや
すく視認性の高い場所に事務室を配置します。

・滝観洞の入洞受付から退場後のヘルメット返却までを来客者も管
理者も最小の移動でストレスなく行うことができます。

・深い軒下により、雨天時にも受付窓口でのやりとりがし易く、　
物販やトイレへも円滑に移動ができます。

・イベント時には 1 階物販スペースの建具を開け放つことで、軒下
と連続した自由度の高い使い方が可能な半屋外の場所をつくれま
す。

・滝観洞まつりなどのイベント時には道路から軒下と室内までを一
体化できることにより、待合やお祭りの見学、急な雨天にも円滑

2 階平面図 S=1/200

受付施設を拠点に周辺環境とつながる

■ 地域のシンボルとなる〈せがい造の架構〈せがい造の架構〉〉と
　　　 みんなの活動に寄り添う〈軒下の径〉〈軒下の径〉

みち

■豊かな景観とつながる散歩径

短手断面図 S=1/200

・伝統的な架構「せがい造」の外観は地域の技術を視覚的に伝える
とともに、軒下の径 ( みち ) は来訪者を迎え入れ、人々の活動が
あらわれる外観をつくります。

・地域木材の魅力をせがい造をはじめとした様々な構法により内装、
外装を含め多角的に見せることにより、林業や木材利用への理解
が進むことを目指します。

みち

配置図 兼
1 階平面図 S=1/200
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既存擁壁:既存擁壁:既存擁壁:
青く染める青く染める青く染める

RC壁(滝鳴壁/ELVシャフト)RC壁(滝鳴壁/ELVシャフト)RC壁(滝鳴壁/ELVシャフト)

耐震壁耐震壁耐震壁

耐震壁(すだれ壁)耐震壁(すだれ壁)耐震壁(すだれ壁)

焼杉腰壁(耐震補佐要素)焼杉腰壁(耐震補佐要素)焼杉腰壁(耐震補佐要素)

RC壁(滝鳴壁)RC壁(滝鳴壁)RC壁(滝鳴壁)
RC壁(1階擁壁際)RC壁(1階擁壁際)RC壁(1階擁壁際)

S LテラスS LテラスS Lテラス滝流しそば滝流しそば滝流しそばプチ足湯プチ足湯プチ足湯

軒下広場 (屋内+半屋外 )軒下広場 (屋内+半屋外 )軒下広場 (屋内+半屋外 )

さわれる軒せがいが
迎える滝観洞受付施設
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