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「福島の再生なくして日本の再生なし」　
久慈設計は「Fukush ima  w i th  a  SM ILE !」を通じて福島の魅力を発信していきます。

設 計 担 当 者 紹 介

海の見える診療所

深浦町国民健康保険 深浦診療所
深浦町保健センター

　深浦町は、青く美しい日本海を望む青森県最西端の町です。海岸沿いを走る国道101号沿いにあり、日本海に沈むきれいな夕陽を
見下ろせるこの絶好のロケーションに、町民の皆さんも待ち望んだ新診療所が誕生いたしました。
　南北に長い深浦町は、従来の診療所では立地条件に課題があり住民が不安を抱えている現状がありました。その課題に応えるべく
町中心部付近であるこの敷地に新施設が整備されることとなりました。
　敷地については、海風が強いため強風対策・塩害対策や多雪地域であるため雪対策など、様々な自然条件に配慮する必要がありました。
　本施設がこれからの深浦町の地域医療を支え、町民の健康と安心を守る施設として活躍し続けることを願っております。

　施設は木造軸組構法の診療所と保健センター、それを繋ぐ鉄骨樹状トラスによる歩廊、鉄筋コンクリート壁構造の渡り廊下で構成さ
れています。構造的には波や風をイメージした診療所の曲面屋根を如何にして設計するかが最大の課題でした。そり上がった屋根の一
番高い部分はスパン8.55ｍの待合ホールで、曲率が異なる二つの曲線上を直線の梁を900ピッチでずらしながら架け渡し、先端は壁
を設けずに柱だけで支持することで、空に舞い上がる様な躍動感のある曲面屋根を実現しました。
　深浦町の皆様の健康を守る新しい医療のシンボルとして、本施設が愛されていくことを願っております。
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波や風を設計
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　施設は敷地入口から、施設全体が視認し
やすい配置計画とし町民を迎え入れる診療
所と保健センターとの間には歩廊を設け施
設が繋がる一体感をコンセプトとして設計
いたしました。正面のイメージを特徴的にす
るため屋根の一部をそり上げて、日本海の波
や風を思わせるなだらかな曲面を表現した
デザインといたしました。
　沿岸地域であるため潮風に強い施設とし
て、設備機器は耐塩仕様とし、屋根材は錆に
強いアルミ製を採用いたしました。
　待合廊下を中心とした分かりやすい動線
としながらも医療動線を別に確保する計画
としております。感染患者用出入口は感染拡
大を防止する為、待合室、診察室利用の一般
患者とは完全に別とし感染拡大防止の実現
と施設医療効率向上を目指した設計といた
しました。

　青森県深浦町は、日本海が目の前に広がる海岸と一体化した絶景が望める秘湯「不老ふ死
温泉」や「日本の夕陽百選」に認定されている岩棚が続く千畳敷など、青く美しい日本海に望む
青森県最西端の町です。南北64キロメートルに広がる大きな町の北部と南部の両端に地元
医療を支えてきた旧診療所が位置していた為、立地条件の課題から不安を抱える町医療の現
状が続いておりました。
　この度、住民の方々への安心した医療環境の実現の為、深浦町診療所整備基本プランが策
定され、従来の外科内科に加え小児科、皮膚科の診療にも対応した町中心部に日本海に沈む
美しい夕陽を見下ろせる絶好のロケーションを背景とした新診療所が誕生いたしました。

人と人を繋ぐ診療所

写真左：深浦町保健センター　写真右：深浦診療所 深浦診療所：受付と待合ホール 深浦診療所：検査室

深浦診療所：点滴室

深浦町保健センター：地域包括支援センター

深浦町保健センター／深浦診療所：歩廊
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