
田原市は、田原地区と渥美地区の旧斎場を集約。新たに田原地区に新火葬棟を新設した。表情のある黒いタイルと白い壁の対比が美しい外観。入口と出口を分けることで、人の接触を少なくしプライバシーに配慮している。

小便器、大便器ともに手すりを設置。さらに大便器ブースには、ベビーチェアも設置することで多様な方の利用に配慮している。手すりやベビーチェアを設置し、高齢者や乳幼児連れに配慮。チャームボックスは、ふたに触らずに汚物を捨てることができ、衛生面に配慮している。さらに、ブースの背後には荷物棚を設けている。洗面カウンターは、奥行250mmのドライエリアを確保したツインデッキカウンターボウル一体タイプを採用。クリーンドライをボウルの間に設置し、床への水垂れを抑制。全身鏡を設け、着物の方も安心して身繕いできる。職員の宿直室には、ユニットバスと洗面化粧台、洗濯機、ミニキッチンを備えている。

やわらかな間接照明や重厚感のある内装建材により、荘厳な雰囲気を漂わせるエントランスホール。春には、突き当たりの窓から桜の花を望むことができる。

荷物が置けるドライエリアを設けたツインデッキカウンターに、照明付き鏡を設置。自動水栓と自動水石けん供給栓で衛生的な手洗いができる。ボウルの間にクリーンドライを設置することで、床への水垂れを抑制。1Fと同様、手すりやベビーチェアを設置して高齢者や妊婦・乳幼児連れの利用者に配慮。手すりや紙巻器はデザイン性の高いものを選定し、アクセサリーを縦に配置することで、美しくまとめている。円形のアイランドタイプの洗面カウンターに、デザイン性の高いベッセル式の洗面器を採用。水栓金具は非接触で湯水の切り替えができる自動水栓、水石けんは自動水石けん供給栓を採用し、感染症対策がなされている。床の清掃性に配慮して、大便器は壁掛式を選定。ベビーシート、フィッティングボード、ベビーチェアを設置し、車いす使用者だけでなく乳幼児をお連れの利用者にも配慮している。

ペットを火葬する方専用の入口側にあるトイレ。男女トイレの間に、自動水栓や自動水石けん供給栓をセットした壁掛洗面器を配置。斎場内すべての大便器は、メンテンナンス性に配慮した掃除口付大便器を採用している。最後のお別れをする告別収骨室は、調光式の照明を採用し、ふさわしい雰囲気を演出することができる。また、職場から直接斎場に訪れる人などに配慮して、更衣室を用意している。
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1F 告別収骨室・更衣室 最後のお別れをする告別収骨室は、
調光式の照明を採用し、ふさわしい雰
囲気を演出することができる。また、職
場から直接斎場に訪れる人などに配
慮して、更衣室を用意している。

1F ペット火葬側トイレ ペットを火葬する方専用の入口側にあ
るトイレ。男女トイレの間に、自動水栓
や自動水石けん供給栓をセットした壁
掛洗面器を配置。斎場内すべての大
便器は、メンテンナンス性に配慮した
掃除口付大便器を採用している。

1F 多機能トイレ 床の清掃性に配慮して、大便器は壁
掛式を選定。ベビーシート、フィッティン
グボード、ベビーチェアを設置し、車い
す使用者だけでなく乳幼児をお連れ
の利用者にも配慮している。

2F 女性トイレ 
洗面コーナー

円形のアイランドタイプの洗面カウン
ターに、デザイン性の高いベッセル式
の洗面器を採用。水栓金具は非接触
で湯水の切り替えができる自動水栓、
水石けんは自動水石けん供給栓を採
用し、感染症対策がなされている。

2F 女性トイレ 
大便器ブース

1Fと同様、手すりやベビーチェアを設
置して高齢者や妊婦・乳幼児連れの
利用者に配慮。手すりや紙巻器はデ
ザイン性の高いものを選定し、アクセサ
リーを縦に配置することで、美しくまと
めている。

2F 男性トイレ 
洗面コーナー

荷物が置けるドライエリアを設けたツイ
ンデッキカウンターに、照明付き鏡を設
置。自動水栓と自動水石けん供給栓
で衛生的な手洗いができる。ボウルの
間にクリーンドライを設置することで、
床への水垂れを抑制。

1F エントランスホール やわらかな間接照明や重厚感のある
内装建材により、荘厳な雰囲気を漂わ
せるエントランスホール。春には、突き
当たりの窓から桜の花を望むことがで
きる。

1F 職員宿直室 職員の宿直室には、ユニットバスと洗
面化粧台、洗濯機、ミニキッチンを備え
ている。

1F 女性トイレ 
洗面コーナー

洗面カウンターは、奥行250mmのドラ
イエリアを確保したツインデッキカウン
ターボウル一体タイプを採用。クリーン
ドライをボウルの間に設置し、床への
水垂れを抑制。全身鏡を設け、着物
の方も安心して身繕いできる。

1F 女性トイレ 
大便器ブース

手すりやベビーチェアを設置し、高齢
者や乳幼児連れに配慮。チャームボッ
クスは、ふたに触らずに汚物を捨てる
ことができ、衛生面に配慮している。さ
らに、ブースの背後には荷物棚を設け
ている。

1F 男性トイレ 
小便器コーナー・
大便器ブース

小便器、大便器ともに手すりを設置。さ
らに大便器ブースには、ベビーチェア
も設置することで多様な方の利用に
配慮している。

外観 田原市は、田原地区と渥美地区の旧
斎場を集約。新たに田原地区に新火
葬棟を新設した。表情のある黒いタイ
ルと白い壁の対比が美しい外観。入
口と出口を分けることで、人の接触を
少なくしプライバシーに配慮している。
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建築概要
名称 田原斎場
所在地 愛知県田原市田原町衣笠1-19
発注者 田原市
設計監理 株式会社山下設計 中部支社
施工 建築　菰田・藤特定建設工事共同企業体
 設備　株式会社天野ポンプ
竣工年月 2020年12月
敷地面積 16,092㎡
建築面積 1,879㎡
延床面積 3,913㎡
構造・階数 鉄筋コンクリート造・地下1階、地上3階

おもなTOTO使用機器
パブリックコンパクト便器･フラッシュタンク式：CFS49*系
パブリックコンパクト便器・タンク式：CS597BCS+SH596BAYR
ウォシュレットPS（擬音装置「音姫」付きエコリモコン）：TCF552*系
二連紙巻器：YH63B
チャームボックス（汚物入れ）：YKB104
自動洗浄小便器：UFS900R
ツインデッキカウンター：MKWE
壁掛ハイバック洗面器：LSG135BC
洗面器：LS902
台付自動水栓：TLP01S01J
クリーンドライ（ハンドドライヤー）：TYC420W
コンパクト多機能トイレパック：UADAK01R1A1AND2W、
UADAK01L1A1AND2W、UADAK21R1A1AND2W
収納式多目的シート：EWC520ARS
ベビーシート：YKA25S、YKA24S
フィッティングボード：YKA41R
LED照明付鏡（化粧照明タイプ）：EL80016
洗面化粧台オクターブ：LDFA075BAGGG1A
ユニットバス（JBシリーズ）：JBV1216UMW8C

水まわりの特長
建物の特徴
愛知県田原市は、田原地区と渥美地区にあった旧斎場を集約、田原地区にある葬祭棟を残し、新たに火葬棟を新設。新斎場は1Fが荘厳な雰囲気に、2Fはやすらぎの空間になるよう設計されている。最新の排煙処理設備を備えた火葬炉の導入により環境面に配慮し、さらに建物の入口と出口を分け、目的の階まで止まらない直行運転のエレベーターなど、ほかの利用者との接触が少なくなるようプライバシーにも配慮されている。また、既存の葬祭棟（やすらぎ苑）とは3Fの渡り廊下から行き来することができる。2Fには、5室の待合室とは別に、キッズスペースを設け、火葬の待ち時間に退屈してしまうお子さまをお連れの方にも配慮。また、ゆったりとした授乳室が2室設けられており、授乳中の方も安心して訪れることができる。

水まわりの特長
葬儀の進行により、一時的にトイレを使用する会葬者が増加することを想定し、衛生設備器具の数を算出している。また、2Fはやすらぎの空間となるようイメージされていることから、特に女性トイレの洗面コーナーの空間デザインにもこだわりを込めた。また、旧斎場の多機能トイレには最低限の機能しかなく、車いす使用者が余裕をもって利用できる広さがなかったため、新斎場では多機能トイレの空間や機能を充実させ、車いす使用者はもちろんのこと、オストメイト、お子さま連れの方など、斎場を訪れるどなたでも安心して利用できるようになっている。

コンパクト多機能トイレパック（車いす・オストメイト対応セット）に収納式多目的シートを設置し、乳幼児連れ配慮をした1、2Fの多機能トイレとあわせて、建物全体で多様な方に対応できるように配慮している。

火葬の待ち時間に退屈してしまうお子様を安心して遊ばせることのできるキッズスペースを完備。背面には保護者が話をしながら座って見守ることのできるベンチやテーブルを設置している。

広 と々した授乳室を2室備えている。それぞれに手洗いができる洗面化粧台を設け、しっかりと手洗いを済ませてから授乳することができる。新尿石抑制・節水システムを搭載した自動洗浄小便器を設置。さらに、男性トイレにも、お子様連れに配慮し、小便器コーナーの背面には、ベビーカーを横付けして利用できるベビーシートを設けている。 1Fの多機能トイレと同様、ベビーシート、ベビーチェア、フィッティングボードを設置して乳幼児連れの利用者にも配慮。十分な広さを確保し、車いす使用者や介助付で利用する方もゆったりと利用することができる。

特に、やすらぎの空間をイメージした2F女性トイレは、アイランドタイプの洗面コーナーでゆったりとした雰囲気を創出。また、キッズスペースのそばに授乳室や、乳幼児連れに配慮した多機能トイレを備えている。

1、2Fと同様、大便器ブース内にベビーチェアや手すりを設置し、女子トイレのブース外にはベビーシートを設置。ウォシュレットのリモコンはボタンを押すたびに発電するエコリモコンをすべての大便器で採用している。ゆったりとした荷物棚を設けたツインデッキカウンターを採用。カウンターを延長して、1ヶ所はスタイリングコーナーとして使えるように配慮。鏡は顔全体を美しく照らし、化粧しやすいLED照明付き鏡を採用している。

3Fは隣接する葬祭棟（やすらぎ苑）と渡り廊下でつながっており、トイレも葬祭棟の利用者が使えるようになっている。
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3F 男性トイレ 3Fは隣接する葬祭棟（やすらぎ苑）と
渡り廊下でつながっており、トイレも葬
祭棟の利用者が使えるようになってい
る。

3F 女性トイレ 
洗面コーナー

ゆったりとした荷物棚を設けたツイン
デッキカウンターを採用。カウンターを
延長して、1ヶ所はスタイリングコーナー
として使えるように配慮。鏡は顔全体
を美しく照らし、化粧しやすいLED照
明付き鏡を採用している。

3F 大便器ブース 1、2Fと同様、大便器ブース内にベ
ビーチェアや手すりを設置し、女子ト
イレのブース外にはベビーシートを設
置。ウォシュレットのリモコンはボタンを
押すたびに発電するエコリモコンをす
べての大便器で採用している。

2Fトイレ図面 特に、やすらぎの空間をイメージした
2F女性トイレは、アイランドタイプの洗
面コーナーでゆったりとした雰囲気を
創出。また、キッズスペースのそばに授
乳室や、乳幼児連れに配慮した多機
能トイレを備えている。

2F 多機能トイレ 1Fの多機能トイレと同様、ベビーシー
ト、ベビーチェア、フィッティングボード
を設置して乳幼児連れの利用者にも
配慮。十分な広さを確保し、車いす使
用者や介助付で利用する方もゆった
りと利用することができる。

2F 男性トイレ 
小便器コーナー

新尿石抑制・節水システムを搭載した
自動洗浄小便器を設置。さらに、男性
トイレにも、お子様連れに配慮し、小
便器コーナーの背面には、ベビーカー
を横付けして利用できるベビーシート
を設けている。

2F 授乳室 広 と々した授乳室を2室備えている。
それぞれに手洗いができる洗面化粧
台を設け、しっかりと手洗いを済ませ
てから授乳することができる。

2F キッズスペース 火葬の待ち時間に退屈してしまうお
子様を安心して遊ばせることのできる
キッズスペースを完備。背面には保護
者が話をしながら座って見守ることの
できるベンチやテーブルを設置してい
る。

3F 多機能トイレ コンパクト多機能トイレパック（車いす・
オストメイト対応セット）に収納式多目
的シートを設置し、乳幼児連れ配慮を
した1、2Fの多機能トイレとあわせて、
建物全体で多様な方に対応できるよ
うに配慮している。

水まわりの特長
建物の特徴
愛知県田原市は、田原地区と渥美地区にあった旧斎場を集約、田原地区にある
葬祭棟を残し、新たに火葬棟を新設。新斎場は1Fが荘厳な雰囲気に、2Fはやす
らぎの空間になるよう設計されている。最新の排煙処理設備を備えた火葬炉の導
入により環境面に配慮し、さらに建物の入口と出口を分け、目的の階まで止まらな
い直行運転のエレベーターなど、ほかの利用者との接触が少なくなるようプライバ
シーにも配慮されている。また、既存の葬祭棟（やすらぎ苑）とは3Fの渡り廊下か
ら行き来することができる。2Fには、5室の待合室とは別に、キッズスペースを設け、
火葬の待ち時間に退屈してしまうお子さまをお連れの方にも配慮。また、ゆったりと
した授乳室が2室設けられており、授乳中の方も安心して訪れることができる。

水まわりの特長
葬儀の進行により、一時的にトイレを使用する会葬者が増加することを想定し、衛
生設備器具の数を算出している。また、2Fはやすらぎの空間となるようイメージさ
れていることから、特に女性トイレの洗面コーナーの空間デザインにもこだわりを込
めた。また、旧斎場の多機能トイレには最低限の機能しかなく、車いす使用者が余
裕をもって利用できる広さがなかったため、新斎場では多機能トイレの空間や機能
を充実させ、車いす使用者はもちろんのこと、オストメイト、お子さま連れの方など、
斎場を訪れるどなたでも安心して利用できるようになっている。
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建築面積 1,879㎡
延床面積 3,913㎡
構造・階数 鉄筋コンクリート造・地下1階、地上3階

おもなTOTO使用機器
パブリックコンパクト便器･フラッシュタンク式：CFS49*系
パブリックコンパクト便器・タンク式：CS597BCS+SH596BAYR
ウォシュレットPS（擬音装置「音姫」付きエコリモコン）：TCF552*系
二連紙巻器：YH63B
チャームボックス（汚物入れ）：YKB104
自動洗浄小便器：UFS900R
ツインデッキカウンター：MKWE
壁掛ハイバック洗面器：LSG135BC
洗面器：LS902
台付自動水栓：TLP01S01J
クリーンドライ（ハンドドライヤー）：TYC420W
コンパクト多機能トイレパック：UADAK01R1A1AND2W、
UADAK01L1A1AND2W、UADAK21R1A1AND2W
収納式多目的シート：EWC520ARS
ベビーシート：YKA25S、YKA24S
フィッティングボード：YKA41R
LED照明付鏡（化粧照明タイプ）：EL80016
洗面化粧台オクターブ：LDFA075BAGGG1A
ユニットバス（JBシリーズ）：JBV1216UMW8C
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