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流域都市の集落形成と市街化 

‐埼玉県吉川市の事例- 
Y09010 唐木 孝裕 

指導教員 前田 英寿

１．研究の背景と目的 

埼玉県は都心から近い 

が（図1）、ほぼ同距離 

にある神奈川県や千葉県 

より人口が少ない都市が 

多い。その中でも吉川市 

は人口密度において都心 

から同距離にある他都市 

を大きく下回っている 

（表1）。本研究では 

吉川市を事例に首都圏で集積の薄い都市について形成過

程と魅力を探ることを目的とする。 

 吉川市の概要と歴史を知った上で、市域全ての集落と市

街地の形成過程を古地図と市史で把握し、特徴的な２つの

集落・市街地を詳しく調べた。 

 

 

２．埼玉県吉川市の概要 

（１）吉川市の現在 

埼玉県吉川市は、 

人口約 68,000人、 

東京都心から 20～ 

30Kmの埼玉県南東 

部に位置し、鉄道 

で約 60分の距離に 

ある。利根川水系 

の流域であり、東 

に江戸川、西に中 

川が流れ、市内の 

北部と東部には田 

園が広がる。首都 

近郊のベットタウン 

として発展し、とく 

に近年周辺地域における大規模商業施設の立地により住

宅需要が高まっている。 

 

（２）吉川市の歴史 

吉川市は低地にあり、 

2,000年前まで海の中に 

あった。海岸線が退い 

た後も河川の氾濫があ 

り、人々は自然堤防の 

高台に住み始めた。自 

然堤防の背後には湿地 

が形成され、水田に利用 

された。舟運が盛んだった明治時代まで江戸川と中川に河

岸が営まれた。関東大震災後は鉄道、戦後はトラック運送

に移り、舟運は衰退した。昭和48年の武蔵野線開通までは

陸の孤島といわれた。現在、市の南部は市街化区域に指定

され、JR武蔵野線吉川駅を中心に商業と住宅が集積してい

る。北部は市街化調整区域であり、稲作を中心に農業が盛

んだ。2012年には吉川美南駅が開業し、幹線道路の延伸や

駅周辺の開発が計画されている。 

 

３．吉川市の古集落 

市史より近世から明治22年には39の村が存在したこと

がわかった。その内、明治13年の迅速測図より比較的集積

の高い集落を10ヶ所と判断した。この10ヶ所の集落の成り

立ちについて迅速測図と街道図と地形図を重ねると、全て

の集落が自然堤防上にあることがわかった。川の氾濫が繰

り返された吉川市域では、微高地の集落だけが残ったと思

われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人口(人) 人口密度(人/kｍ２） 

千葉県 習志野市 165,322 7,876 

    流山市 166,495 4,719 

埼玉県 越谷市 328,182 5,442 

    吉川市 66,464 2,102 

 名称 成り立ち 

1 上内川 

下内川 

自然堤防 

街道 

2 屋形前（大字川

藤小字屋形前） 

自然堤防 

3 須賀 自然堤防 

街道・河岸 

4 前新田（大字川

藤小字前新田） 

自然堤防 

5 会野谷 自然堤防 

6 富新田 自然堤防 

7 平方新田 

深井新田 

自然堤防 

8 三輪野江 自然堤防 

街道・宿場 

9 吉川 

平沼 

自然街道 

街道・河岸 

10 高富 自然堤防 

図１ 東京からの距離 

表１ 東京から 25キロ圏都市の比較 

図３ 奥東京湾 

図２ 吉川市域図 

表２ 吉川市集落の成り立ち 

図４ 吉川市の集落分布 



 

４．特徴的な集落の分析 

 吉川市の集落の中から特徴的な集落として、河岸集落の

吉川・平沼地区、堤防集落の深井新田・平方新田地区を取

り上げた。 

（１）河岸集落（吉川・平沼地区） 

①吉川・平沼地区の概要 

吉川・平沼地区は町場として発展し、かつて吉川市域の

中心地だった。中川流域に河岸があり、江戸から荷が集ま

り、人の往来も多く、市場が立ち、宿場として栄えた。 

②吉川・平沼地区の変遷 

明治時代は一本の街道沿いに建物が並んでいた。昭和30

年代には面的に広がった。武蔵野線が開通した昭和50年頃

から水田が宅地化し、新たな集落も出現した。その後、市

の人口急増とともに市街化も急進した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③吉川・平沼地区の歴史的建造物・空間 

この地区の歴史的建造物・空間として寺社、町家、通り・

路地が街道沿いを中心に残る。 

 

 

 

 

 

 

（２）堤防集落（深井新田・平方新田地区） 

①深井新田・平方新田地区の概要 

江戸川の脇を流れていた庄内古川に沿って自然堤防が

でき、その高台に人が住みはじめた。現在も自然堤防が片

側のみ残り、民家を連ねている。川の氾濫が繰り返された

地域であり、低湿地は水田として利用されてきた。 

②深井新田・平方新田地区の変遷 

庄内古川が閉じられた後、その流路跡が水田に利用され

た。あぜ道が舗装され、現在の道となった。自然堤防上の

集落には明治13年から現在にかけて地図上で大きな変化

はなく、往時の姿を留めていると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③深井新田・平方新田地区の歴史的建造物・空間 

この地区の歴史的建造物・空間として寺社・祠、門、農

家、防風林、生垣、道が自然堤防上に残る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

（３）2つの地区の比較 

２つの地区は異なる立地と経緯をたどったが、どちらも

武蔵野線の駅から離れ、市街化の影響が小さかった。建物

は更新されても街路パターンや地形など都市構造は往時

に近い。歴史的建造物・空間も点的ながら残存している。 

 

５．結語 

吉川市の沿革と集落の研究を通して、歴史的建造物や空

間が残されていることが明らかになった。河川の氾濫によ

って中心的な集積は見られないものの、だからこそ古い街

並みや街路が残ったとも言える。こうした離散的な歴史都

市も今後注目されることを願ってやまない。 

 

参考文献 

１） 「吉川市史資料編原始・古代・中世」吉川市、2009年 

２） 「吉川市史資料編近世」吉川市、2012年 

３） 「吉川市史民俗編」吉川市、2010年 

図５ 明治期の吉川・平沼地区 

（明治 13年迅速測図より作成） 

図６ 現在の吉川・平沼地区 

(1/2500地形図より作成) 

図７ 明治期の深井新田・平方新田 

地区 

（明治 13年迅速測図より作成） 

図８ 現在の深井新田・平方新田

地区 

（1/2500地形図より作成) 

写真１ 料亭 写真２ 町家 

写真３ 自然堤防 写真４ 祠 

写真５ 防風林 写真６ 門 



都市のサードプレイス 

-事例研究と北品川地区における東京の新旧をつなぐ場所の設計- 
Y09015 佐藤 優衣 

指導教員 前田 英寿

１ 研究の背景と目的 

2000年7月にPFI法が制定され、民間の企業や団体が公

共施設の企画・建設・運営に関わることが増えている。自

治体だけでなく、さまざまな人の手によって公共空間が計

画される時代が到来した今、質の高い公共空間とはどのよ

うな場であるべきか。人々は職場や住宅のような目的や所

属を固定した施設・空間だけで過ごすのではない。その中

間にあるやや曖昧で、半公半私的な空間が生活や都市を豊

かにしているのではないだろうか。人々が第３の場所(サ
ードプレイス)として過ごせる場所を調査し、提案するこ

とを本研究の目的とする。 
サードプレイス 

サードプレイスは、アメリカの社会学者レイ・オールデ

ンバーグが紹介した概念である。都市には３つの場所、1st
プレイスとしての住宅、2ndプレイスとしての職場・学校、

そして3rdプレイスとしての憩いと交流の場であり、ニュ

ートラル(中立)な人間関係・空間を提供する場が必要であ

ると主張している。 
 

  

 

  

図1 サードプレイス概念図 

 
本研究は調査と設計からなる。まず調査ではサードプレ

イスと考えられる場所を踏査し、情報や特徴をまとめ(ケ
ーススタディ)、サードプレイスの要素(パタン)を抽出し分

類した。次に設計では、東京都北品川地区を取り上げ、品

川駅周辺のオフィス街と旧東海道の町並みを空間的につ

なぎ、かつ各々を利用する人々が共に第３の場所として過

ごせるサードプレイスをデザインした。 
 
２ サードプレイスのケーススタディ 

 24 カ所の事例調査を行なった。現地を訪れ、周辺地域

や利用する人々の様子を調べた。人が集まる場所、今まで

にない新しい用途の建物、公共団体の運営する施設等が、

誰にとって、どんな場所となっているかを観察した。文献

調査や図面収集でも情報を補った。 

 

 

        

 

 

 

 

 

写真1 せんだいメディアテーク 

 
 
 
 
 
 
写真 2 武蔵野プレイス 

 
 
 
３ サードプレイスのパタン 

ケーススタディの事例 24 カ所各々からサードプレイス

の特徴(パタン)を抽出した。何がファーストとセカンドと

して位置づけられ、どこをサードとするかを意識して分析

した。サードとなる空間に着目すると、建物一部型・建物

全体型・通り型・まち型の 4 つに分類できた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 パタン一覧 

表 1 事例一覧 

図 2室内の公開空地 

図 3 住宅に囲まれた 

中庭＋集会所 

図 4 本とカフェをたのしむ 

サードプレイス

 

職場 

学校 
  住宅 

1stプレイス 2ndプレイス 



４ サードプレイスのデザイン 
1) 対象地(北品川地区) 
 東京都品川駅東口再開発地区と旧東海道品川宿の間、北

品川地区を設計対象地とした(図 5)。品川宿は江戸時代に

東海道第一の宿として、多くの人が行き交い、商店街や寺

社が今も残る。品川浦は漁師町で、魚介を江戸に献上し、

海苔の養殖も盛んだった。現在の屋形船や舟宿が往時を偲

ばせる。昭和初期に埋め立てが始まり、芝浦運河が築造さ

れると戦後には品川埠頭や大井埠頭が建設され、昭和 45
年までに概ね今の品川区が形成された。品川は明治初期い

ち早く鉄道が敷設され、京浜工業地帯の発祥地として発展

した。戦災復興と高度成長を経て、近年では工場や倉庫跡

地の再開発が行われ、高層建築物も多い。2004 年には品

川駅東口操車場の再開発により超高層ビル群と巨大緑地

からなる品川グランドコモンズがオープンした。このよう

に北品川地区は近世から近代・現代、再開発と歴史的町並

み、ビジネスとコミュニティ、陸と水など都市の様々な要

素が出会う場所である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) 設計計画 
 対象地の 4 街区(A,B,C,D)に容積移転を適用し、オフィ

スと住宅の足元に図書館と店舗群からなる、住民と来街者

も使えるサードプレイスを設計する。 
 品川浦に面して高さを抑えるため、水辺の街区 C 及び D
から内陸の街区 A へ容積を移転する。街区 D の既存木造

住宅は改修保存し、店舗や交流施設に転用し、従前の居住

者は街区Aへ移転する。街区B及びCの低層部を図書館、

街区 A の低層部を店舗とし、サードプレイスの核に設え

る。品川グランドコモンズからデッキを延長し、この低層

部に取り付け、水辺に導く。品川グランドコモンズ側の A
街区では建築高さを約 90ｍ、B 街区では約 30ｍ、C 街区

では約 10ｍに抑え、水辺に近づくほど低くした。低層部

にサードプレイス(店舗や図書館)、中層部にオフィス、高

層部に住宅を設け、垂直方向に用途をそろえて配置した。

中層部のオフィスは約 30ｍとし、周辺の高さに合わせた。 
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東京都心近傍の水際 

-京浜運河と周辺地区の調査と水陸を結ぶ連担街区の設計- 
 

Y09018 杉田 晴花 

指導教員 前田 英寿

１ 研究の背景と目的 

水のある空間は都市や人にとって非常に魅力的な財産

である。しかし、現在それらの多くは生活の裏側となって

しまっている。近年、河川敷地の占用に関する規制緩和が

行われ、河川空間の一般利用の可能性が広がった。その反

面、震災時の津波、豪雨による河川氾濫など水害が多く発

生し、安全性や防災性が強く問われることにもなった。 

東京の水の大動脈、京浜運河と周辺地区は運河の役割の

変化とともに、産業、再開発と移り変わってきた社会の断

層が、現在でも様々な表情を見せている。東日本大震災後

は防災面がさらにクローズアップされている。安全性はも

ちろん必要だが、日常的な楽しさ・安らぎなども忘れては

なるまい。本研究では、京浜運河と周辺地区の歴史と現状

の調査を行い、その魅力を再発見することにより、東京の

水際再生の範となる空間をデザインすることを目的とす

る。 

 
２ 京浜運河及び周辺地区の歴史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京浜運河はその全てが埋立てによって作られた水路で

ある。大半は昭和14年から始まる京浜運河開削及び埋立地

造成事業によって作られた。戦時下の資材欠乏のため工事

が一時打ち切りとなったが、戦後、昭和21年から始まる東

京港応急整備工事により完成した(図１、図２)。 

 

３ 京浜運河及び周辺地区の現状 

１)支線調査 

京浜運河をなす 13 の運河(支線)をひとつひとつ切り出

して、護岸や周辺の建物利用等の調査を行った(表１)。 

 

 幅員 護岸の種類 建物利用 

京浜運河 100m 棚式防潮堤 工 

芝浦運河 25m 直立護岸 工/住 

新芝運河 12m 棚式護岸 Office/住 

新芝北運河 15m 直立護岸 Office 

新芝南運河 12m 棚式護岸 Office/住 

芝浦西運河 20m テラス式護岸 住/Office 

高浜西運河 20m なし 住/工 

高浜運河 30m 棚式護岸 Office/住 

品川浦船溜 30～50m 直立護岸 住 

天王洲運河 30m 自立矢板式護岸 商/Office 

天王洲南運河 30m 棚式防潮堤 工/商 

勝島運河 30m 緩傾斜式防潮堤 住/工 

２)防災対策 

東日本大震災後に見直された後も、東京湾では地震津波

より台風高潮の方が高いと予想されている。現状で防潮護

岸の高さはＴＰ＋3.466ｍであり、想定津波高ＴＰ＋2.61

ｍ(品川区)を上回るため既存の高潮用の防潮護岸で地震津

波も防げる計画である(図３)。防潮堤を含む海岸保全施設

は概成しているが、耐震対策は完了しておらず、老朽化も

進んでいるため、今後緊急の対策が必要である。 

 

表１ 支線調査 

・品川区の津波予想高さ＝ＴＰ＋2.61ｍ 

・京浜運河の防潮護岸の天端高さ 

＝ＡＰ＋4.6ｍ＝(ＴＰ－1.134ｍ)＋4.6ｍ 

※ＴＰ:東京湾平均海面、ＡＰ:荒川平均水面 

図１ 京浜運河(東京都側)    図２ 埋立て年代別図                       図３ 防潮堤と津波予想高（品川区の場合） 



４ 設計対象地 

１)概要  

京浜運河の支線から、勝島運河沿岸に設計対象地を設定

した。勝島運河は宅地造成を目的に埋立てが行われ昭和

14年に完成後、昭和56年に緑地・道路用地の造成を目的

に南部分が埋立てられ現在に至っている。埋立てによって

造成された運河東側は倉庫や各企業の流通センター、集合

住宅が立地している。一方、敷地となる西側は、江戸幕府

の直轄林を開発した漁師町で、旧東海道の商店街を中心に

住宅地が広がっている。下町の匂いが残るこの街は近年高

齢化が進むと同時に、新しいマンションへと建て替わり、

新しい住民も増えている(図４)。  

 

 
 
 
 
 

２)連担街区 

勝島運河沿岸に直角に幅 25mの連担街区を切り取る。４

つの街区からなり、中央に旧東海道が通る。京浜急行側街

区Ｄには保育園付き児童センターが立地する。中央の街区

Ｃ及びＢには住宅と店舗が並び、運河側街区Ａには船宿を

備えた集合住宅

が建つ。児童セ

ンターと新しい

建物を残し、古

い住宅と店舗を

建て替える計画

とする(図５)。 

５ 設計計画 

１)コンセプト 

道路によって分断された街の要素を繋げていくことで、

旧東海道に直行し、運河につながる新しい軸（街の長軸断

面）を提案した。既存の児童センターや船宿と連携したコ

ミュニティ施設や地元が運営する賑わいの場を設計した。

また、津波・高潮対策として運河から内陸への避難路も付

設させた。 

２)各街区の計画 

街区Ａは来街者も楽しめる地元が運営する都市観光の

拠点に建て替える。街区Ｃは児童センターと連携した地域

のコミュニティ空間に建て替える。両街区とも都市計画を

踏まえて容積率 200％とした(図６)。 

 

３)公共空間 

建て替える街区Ａ及びＣは低層階を賑わいやコミュニ

ティの公共空間とし、街区全体につながりが生まれるよう

に中庭や路地空間を設計した。既存建物も新築建物も前面

道路沿いの２階レベルには、運河堤防から児童センターま

で縦断するデッキを設置し、水陸を繋げるとともに防災時

に避難路の役割を果たす。 

 

 

６ 結語 

本研究では、京浜運河周辺を取り上げ、水辺空間のあり

方を考えた。設計においては、運河に対して直角に敷地を

設定したことで、街に切り込んだ、新しい水陸のコミュニ

ティを提案することができた。希薄化していた人々の生活

と水辺の関係が密になっていくことを願いたい。 
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図３ 志木市域における旧引又宿 

図４ 空間資源マップ 

写真１ 旧引又宿 

歴史的空間を今に生かす保全型まちづくり 

-事例研究と埼玉県志木市旧引又宿における三つのキョ点の提案- 
Y09022 高田真瑳志 

指導教員 前田英寿

１ 研究の目的と構成 

 現在日本では歴史的空間を持ちながら、積極的に保全さ

れていない都市や地区が多くある。これは身近な空間資源

に気付かないこと、保全による経済的利益や生活空間への

活用が難しいといった問題等によると考えられる。現在に

残された歴史的な空間をできる限り、残し、生かしたいと

思い、新しい保全型まちづくりの形を提案することを目的

とする。本研究は次の３つで構成される。 

１）保全型まちづくりの先進事例の調査 

事例都市の資料を集め、現地で調査。概要、都市形成史、

特徴等についてまとめた。又、これらを自分の観点で分類

し、まちづくりのパタン集を作成した。 

２）提案対象地（埼玉県志木市旧引又宿）の調査 

 提案対象地の概要、歴史、現在の取り組み等を調査した。

現地調査により空間資源や用途等のプロット図を作成し

た。これを元にまちづくりのコンセプトを考察した。 

３）埼玉県志木市旧引又宿での提案 

 提案対象地のマスタープランを作成し、プロジェクトを

設計した。 

  

２ 保全型まちづくりの先進事例 

１）ケーススタディ 

 18の都市や地区を調査し、まち

づくりの特徴を要約した（表１）。

その上でまちづくりと保存の形式

により分類した（図２）。 

図 1 ケーススタディ例（川越） 

表1 保全型まちづくりの事例と特徴 

川越 （埼玉県） 蔵造りの表通りと計画された裏の空間 

蕨  （埼玉県） 道づくりにより古い街並みを演出する 

神楽坂（東京都） 粋な街のアイデンティティの保存 

向島 （東京都） 生活路地を保存する防災とアート 

浅草 （東京都） 江戸の街並みを再現した復元型保存 

谷中 （東京都） 古い建築を芸術に活用するアートの街 

佐原 （千葉県） 景観を活かす水を利用した交通と防災 

水戸 （茨城県） 中心市街地に歴史的空間が点在する 

小布施（長野県） 計画された囲い空間の景観と心地良さ 

須坂 （長野県） 修景による蔵の街並みの景観づくり 

松代 （長野県） 武家の歴史を見せる観光城下町 

高山 （岐阜県） ユニバーサルデザインの古い街 

白川郷（岐阜県） 世界遺産を活かした観光まちづくり 

長浜 （滋賀県） 市民企業による歴史的空間の商業活用 

空堀 （大阪府） 住民たち専用の路地のネットワーク 

今井 （奈良県) 住民の生活を変えないための凍結保存 

上山 （山形県） 温泉宿場町と城下町の観光利用 

金山 （山形県） 住民のための在来木造による景観作り 

 

 

図２ 保全型まちづくりの類型（ケース） 

２）まちづくり要素の抽出 

調査した 18 事例より、以下のような、まちづくりに貢

献する要素（パタン）（表２）を抽出し、冊子を作成した。 

表２ 保全型まちづくり要素（パタン） 

建築系 住宅 蔵 看板建築 現代建築 空き家 寺社 ギャラリー 

ショップ 飲食店 観光案内所 ランドマーク 学校 

空間系 路地 舗装 塀 商店街 敷き際空間 水路 広場 

プロダクト系 街灯 サイン 案内板 自動販売機 防災 

 

３ 提案対象地の概要 

１）対象地の沿革 

 引又宿は江戸時代、舟運の

河岸を持ち、商業で栄えた。

鉄道が開通し、商業の中心が

駅周辺に移ったことで衰退

し、古い建物が残った（写真

１）。現在では都心への交通

便が良く、ベットタウンとな

り、古い建物が失われている。 

２）空間資源マップ 

 旧引又宿の地図に古い建

物、看板建築、新しいコミュ

ニティ施設等、空間資源のプロットと記号により建物を分

類した。又、現在と明治時代の地図を比較し、古い建物の

分布と古い街道が重なることを確認した（図４）。 

縦軸 まちづくり軸 

観光型 観光を目的とした施設

を重視 
居住型 居住を目的とした保

存、景観整備 
横軸 保存軸 
凍結型 古建築にあまり手を加

えず保存 
活用型 古建築に手を加え、用

途を与え保存 

新河岸川 

 

志木市役所 

旧引又宿 

0   1000 

奥州街道 

古い街道 

志木駅 

新河岸川 



図７ プロジェクト配置図 

図５ ３つのキョ点のイメージ 

図６ マスタープラン 

４ 埼玉県志木市旧引又宿における提案 

 旧引又宿には少なくはあるが歴史的背景を持つ建物や

空間が残されている。これらは志木市にとっても重要な資

源である。現在は住宅の高密化高層化が優先され、これら

の歴史が活かされていない。残された歴史的空間を消さな

いため、これらを活かすまちづくりを提案する。 

１）三つのキョ点 

「キョ点」をコンセプトとしたまちづくりを提案する。 

①「居点」 都心への交通便が良くベッドタウンとして住

宅の需要が高い。歴史空間と住空間が共存する住むための

保存を提案する。 

②「拠点」 職住の分離が

一般的となった現代社会

で、住まいの近くで働く職

住近接を見直す。 

③「挙点」 経済の中心で

ある東京都心と関係を維

持できる立地にある。 

本提案では、「歴史的空間に住まい（居点）を置き、そ

の近くで働き（拠点）、東京都心（挙点）とも関係する。」

といった職住の分離と近接、歴史と現代、東京と地元それ

ぞれに対応した新しい形のまちづくりを提案する。 

２）マスタープラン 

①通りの景観整備 

 特に奥州街道に残

る歴史的建造物を活

かした景観計画を提

案する。歴史的建造

物が小さなまとまり

で残る場所は重点的

に保存し、看板建築

など街の景観に貢献

し得るものは修景を

促す。また、かつて

流れていた野火止用

水と並木を復元する。 

②緑のネットワーク 
 新河岸川に近い地区には保育園、福祉施設、神社、川等

が集中し、自然と人のふれあいが多くある。この緑を計画

的に繋げ、子供の遊び場等を広げ、教育の機会を増やす。 

③三つのキョ点のプロジェクト 

 三つのキョ点を直接的に具現化する場所として、小規模

工場から北に延びる路地→民家空地→通り沿いの店舗脇

空地の連続する街区を選び、建築とオープンスペースが複

合するプロジェクトを提案する。 

 

３）プロジェクト 

 旧引又宿にはかつて舟運により各地から多様な産物、技

術が集まった。これをこの地の歴史と捉え、産物や技術を

集める提案をする。現在、地方都市には伝統技術を継承す

る若い技術者も少なくない。彼らが都心へ進出するにはリ

スクが高いため、都心へのアクセスが良く（挙点）、低リ

スクで移住できる旧引又宿に彼らが集まり（居点）、活動

する場所をつくる（拠点）。 

①住む。× 商う。 

 集合住宅と商業施

設の提案である。こ

こが居点となる。人

通りの多い通り沿い

に商業施設を、住環

境の良い三階以上に

は住宅を配する。通

りから脇の路地の奥

に入ると商業施設が

広がる。 

②集まる。× 働く。 

共同ワークスペー

スの提案である。こ

こで各地から集ま

った技術者が活動

する。伝統技術という括りで、個々の活動では関係を持た

ない技術者達がここで共に活動することで交流や情報交

換を通し、新しいものを生むのではないかと考える。作品

などの展示室、講義や小さなワークショップなども開催で

きる多目的室の設置により、市民や観光客も楽しめる。 

③催す。× 交わる。 

 小規模工場のリノベーションの提案である。現在も営業

しているため、リノベーションの代わりにスペースを借り

受け、本提案と市の主要施設を繋ぐコミュニティスペース

をつくる。工場の大空間を利用し、ワークショップや技術

者同士のコラボレーションの場とする。 

 

５ 結語 

本研究を通して伝統的建造物群保存地区から小さな城

下町、宿場町まで様々な歴史的空間を調査した。そこで得

た知識や経験を提案対象の旧引又宿の調査に活かすこと

ができた。旧引又宿は調査した都市や地域に比べ、現存す

る歴史的空間が少なく、それらが点在することから、それ

ら繋ぐまちづくりを意識した。本提案により離散的に残る

空間資源を生かす一つの方法を提示できたのではないか。

馴染みある志木市において、これを達成でき、嬉しく思う。 
参考文献 『志木市史 通史編上・下』 『郷土「志木」』 

『建築設計資料集成 地域・都市Ⅰプロジェクト編』他 

②緑のネットワーク 

①通りの景観整備 

③三つのキョ点のプロジェクト 

0     200 

0       50 

①住む。× 商う。 

②集まる。× 働く。 

③催す。× 交わる 

奥州街道 



首都圏近傍の小さな城下町を基盤としたコンパクトシティ 

-山梨県都留市谷村地区のマスタープランと先導プロジェクトの設計- 
Y09029 中村 優太 

指導教員 前田 英寿

１ 研究の背景と目的 

今日の都市づくりは従来の郊外への拡大からストック

を活かしながら空間も生活も「量から質へ」に転換する再

生の時代を迎えている。 

ひとつの解は歩いて暮らせるコンパクトシティである。

とりわけ城下町に起源をもつ歴史的都市に新しい可能性

が潜んでいると思われる。 

本研究では山梨県都留市谷村地区を取り上げ、これまで

注目されていなかった小さな城下町をコンパクトシティ

の観点から見直すことを目的とする。文献と先行事例から

コンパクトシティの概念を整理し(図 1,図 2)、谷村地区の

基礎調査を行った後、マスタープランを作成、先導プロジ

ェクトを設計した。 

 

 

 

 

図 1 (左)分散型都市モデルと集積型都市モデル 

図 2 (右)コンパクトシティの位相 

 

２ 山梨県都留市谷村地区(対象地) 

1) 都留市の概要 

都留市は山梨県の東部に位置し、日本“新・花の百名山”

に選ばれた三ツ峠山や二十六夜山に囲まれた、豊かな緑と

清らかな水の溢れる自然環境に恵まれた小さな城下町で

ある。都留市駅から新宿までは85分であり、首都圏からの

アクセスも良い。人口は33,588人、県内12市のうち8番目

の規模である。 

 

 

 

 

 

図3 首都圏からの距離      図4 山梨県における都留市位置 

2) 谷村地区の歴史 

谷村地区は、中世から城下町として栄え、山梨県東部地

域の政治・経済・文化の中心として発展した。1949年5月

の谷村町大火により、古い町並みは失われたが、かつての

都市構造は受け継がれている。 

 

 

 

 

 

 

 

図5 甲州谷村城絵図               写真1 谷村地区の遠望 

3)空間資源のマップとパタン(要素) 

建物利用、自然資源、街路網をそれぞれ示す３つの空間資

源マップを作成した(図6,図7,図8)。また、谷村地区を特

徴づける要素(パタン)を26項目抽出した(表1)。                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 建物利用現況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7 自然資源図          図8 街路網図 

 

 

表 1 抽出したパタン  
(要素) 

(

(要素) 

 



３ コンパクトシティの計画 

1) 谷村地区のコンパクトシティとは 

東京の通勤・通学圏である上、自然に恵まれた谷村地区

は生活の場としてとても適している。何より城下町の都市

基盤も現在にも残り、人が歩ける範囲に多くの都市機能が

そろっている。よって「歩行

を前提とした街づくり」が谷

村地区のコンパクトシティ

である。そのためには中心市

街地の機能強化、駅前の整備、

公園など緑の整備が大切で

あると考えた。 

2) マスタープラン 

① 歴史的建造物や公共施設など旧城下町に残る空間資

源を尊重し保全活用をする。 

② 山河や寺社など旧城下町を囲む緑とオープンスペー

スを保全し、強化する。 

③ 住宅、商業施設、公共空間など老若男女が集う新しい

機能を導入する(先導プロジェクト)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図10 谷村地区のマスタープラン 

3) 先導プロジェクトの設計 

 コンパクトシティを導くプロジェクトを2案設計した。 

a.まちなか集合住宅 

 商店街の一画に集合住宅を計画する。地上階には店舗や

公共施設を置き、中庭をつなぐ通り抜けとする。 

b.駅前の小さな公共施設 

 駅前の細長い画地に公園と歴史博物館をつなぐように

物産店や展示スペース、学習室からなる小さな公共施設を

計画する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図11 まちなか集合住宅 2F平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図12 駅前の小さな公共施設 1F平面図 

 

 

 

 

 

写真2 街なかの集合住宅(マス模型)   写真3 駅前の小さな公共施設 

４ 結語 

 コンパクトシティに城下町の都市基盤を生かせるので

はないかと考え谷村地区に注目し、集合住宅と人々が集う

場所をデザインした。緑地や歴史的建造物についてはマス

タープランに挙げたものの、デザインには至らなかった。

今後の課題としたい。 

参考文献 

1) コンパクトシティの関連の国内・海外事例

(http://www.city.takikawa.hokkaido.jp/200soumubu/01soumu/01soumu_g/03sh

ingikai/tosikei/files/tosimasu-siryou01.pdf) 

2) 海道清信:コンパクトシティの計画とデザイン(学芸出版社、2007年) 

3) 丸尾直美 三橋博巳 廣野桂子 矢口和宏:ECO シティ 環境シティ・コンパクトシ

ティ・福祉シティの実現に向けて(中央経済社、2010年) 

4) 海道清信:コンパクトシティの計画とデザイン(学芸出版社、2007年) 

5) 都市機能の充実とにぎわいのあるまちづくり事例 

(http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/1_all/jirei/2007_tosikinou/index

.html) 

6) 青森市ホームページ 

(http://www.city.aomori.aomori.jp/view.rbz?cd=7065) 

図 9 概念図 

 

都留市駅 

②山河 

谷村町駅 

③まちなか集合住宅 

①町家・蔵 

①市役所 

③駅前の小さな公共施設 

②寺社群 

(マス模型) 

 



学校と家庭の中間にある空間・施設・運営 

―都市における子どもの成育環境を考える― 

Y09030 野口七生 

指導教員 前田英寿 

1．研究の背景と目的 

我が国の少子化はとどまる気配がない。原因には結婚・

出産に対する価値観の変化により晩婚・晩産化がある。女

性の社会進出や景気の低迷による結婚・子育てへの不安が

背景にあるが子育てをするための経済的展望が見えない

ことに次いで、大人が自分にしか関心がなく、都市が大人

や健常者を中心に作られていることにも問題があると筆

者は考える。子どもが豊かに成長するには地域の取り組み

が重要であり、豊かな成育環境に欠かせないものは学校と

家庭の中間にも存在するはずである。子どもは学校や家庭

から解放されたコミュニティの中で遊び学び、自然や人と

のふれあいが感性を育む。本研究は家と学校を結ぶ中間に

ある成育環境を明らかにすることを目的とする。 

 

図 1 学校と家の中間 

 

2．郊外住宅市街地の中間的成育環境（世田谷区） 

郊外住宅市街地の事例として東京都世田谷区を調査し

た。 

用賀プロムナード：駅から公園までを結ぶ遊歩道。住宅

が隣接し、通学路や散歩道として多くの住民が利用する。

浅い水流をつくり、子が水遊びできる。 

  

写真 1 用賀プロムナード 

児童館：誰でも利用でき、遊びを通して子どもを健康で心

豊かに育てる施設。 

学童クラブ：放課後の小学校低学年児童に健全な遊びや生

活の場を提供する施設。                

プレーパーク：ボランティアの協力によって、たき火や大

掛かりな工作など、子どもだけではできない遊びを体験す

る場。プレーリーダーと呼ばれる専門家が指導する。 

以上の中間的成育環境は下記のように分類できる。 

①公共空間（電車や道路・公園など誰もが使えるもの） 

②施設（学童保育や子育てに関わる施設） 

③アクティビティ（イベントやワークショップ） 

以下これらを、空間系、施設系、運営系と呼ぶ。 

 

3．東京都心の中間的成育環境（港区） 

世田谷区と対照的な事例として港区を調査した。郊外住

宅市街地の世田谷区と都心の港区を比較した結果、世田谷

区では有名で利用度が高い遊歩道が多数あるが、港区では

子どもが安全に歩ける道路が少ないことや、世田谷区のプ

レーパークのような画期的な遊び場はないが、大人やお年

寄りと交流を持てる機会を多く提供していることがわか

った。 

表 1 中間的成育環境の比較 

 

また東京都心への人口回帰・児童数の増加を受け、子育

て環境の見直し・再構築に向けて小中学校の校舎利用の見

直しが課題となっていることが港区職員へのヒアリング

から明らかになった。 

 

4．小中学校のコンバージョン 

近年の少子化により全国的に小中学校の廃校・統合が増

加している。文部科学省によると、小中高等学校の廃校は

 空間系 施設系 運営系 

世田谷区

（人口約

85万人) 

・公園 

・緑道 

・遊歩道 

・図書館 

・児童館 

・学童クラブ 

・新 BOP 

・STEP 

・プレーパーク

（区内 5か所） 

港区 

(人口約

20万人） 

・公園 

・緑道 

・図書館 

・児童館 

・子ども中高生プ

ラザ 

・学童クラブ 

・放課 GOクラブ 

・こども会 

・みなとキャンプ

村 



平成 21年度だけで 526校あり、平成 4年度以降で計 5,796

校である。廃校になった校舎をその後どう活用するかニー

ズが高まっている。次章のケーススタディに準備するため、

都心の廃校利用例を調査した。 

(1)東京おもちゃ美術館（新宿区） 

"見る・作る・かりて遊ぶ"という３つの機能を備えた美

術館として、四谷第四小学校の建物を受け継ぎ広く利用さ

れている。 

 

 

 

 

 

写真2 東京おもちゃ美術館外観・内観 

 (2)アーツ千代田3331（千代田区） 

旧練成中学校を改修してアーティストやクリエイター

が活躍し発信する場所。従来の敷居の高さを取り払い、よ

りたくさんの人が心地よく過ごす工夫が講じられる。 

 

5．ケーススタディ（港区三光小学校と周辺地区） 

港区で廃校予定の三光小学校とその周辺地区を対象に都

心の中間的成育環境現在の可能性と課題を探る。 

1）空間系（三光小学校周辺地区） 

三光小学校周辺地区は車通りが多く、子どもが遊びなが

ら通ることができない。世田谷区の用賀プロムナードを参

考にする。三光小学校周辺地区における子どもの成育環境

に関わる施設や空間を抽出し、それらを結ぶ細街路を歩行

者優先にできないか地図上で検討した（図 2）。 

細街路       三光小学校 

 

図 2 三光小学校周辺地区 

2）施設系（三光小学校） 

港区には数多くの美術館があり、学生や若者を中心にア

ートに携わる人口も多い。前章を参考に三光小学校を使っ

てアートにより子どもが成育する施設を検討した。アーテ

ィスト活動の教室、子ども教室（アート制作）、展示、夜

間休日大学（市民カレッジ）、学童保育の教室、校庭利用 

の 6つのプログラムが考えられる。 

3）運営系（上記三光小学校の運営） 

通常、成育環境は家－学校－教育委員会の中に閉じてい

る。美術館や専門学校、アート業界がそこに加わることで

子どもの可能性の広がりやより良い成育環境をつくるこ

とができるのではないかというコンセプトを考えた（図 3） 

 

図 3 アートが参加する成育環境の運営形態 

 

6．結語 

子どもが豊かに育つための成育環境には、学校と家庭の

中間にあたる環境が大きな役割を持つことが明らかにな

った。空間系、施設系、運営系の 3つをバランス良く充実

させることが良い成育環境に繋がる。子どもを取り巻く環

境は時代とともに変わる。それに伴い社会基盤も大人では

なく子どもに合わせた変革が必要だと言うことがこの研

究を通してわかった。 

 

参考文献 

仙田満：子どもとあそび－環境建築家の眼（岩波新書 1992/11/20） 

港区 HP https://www.city.minato.tokyo.jp/ 

世田谷区 HP http://www.city.setagaya.lg.jp/index.html 
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宅地開発の意図と経過 

-関東大震災から戦前までの民間事業をたどる－ 

Y09033 福島尚樹 
指導教員 前田英寿

1.研究の背景と目的 

今より90年前、東京都心部は関東大震災により壊滅的被

害を受け、郊外で良好な都市整備を行う計画が広がった。

当時開発された宅地は現在でも良好なストックとしてそ

の姿を残す。本研究では上記の事例を紹介し、既往研究で

十分には明かされていない良好な宅地開発について当時

から現在までの経過を辿ることを目的とする。 

宅地開発には次の4つの側面がある。 

(1)企業による事業的側面 (2)土地の有効活用 

(3)敷地獲得、施設拡幅に用いる資金調達 

(4)個人または組合組織による理想的開発 

同じ宅地開発でも上記のように事業の仕組みによって様

々である。中でも事業主体の違いに着目して開発当初から

現在までを評価することが本研究のねらいである(図 1)。 

 

 
 
 
 
 

 

 

2.関東大震災から戦前の宅地開発 

 既往研究を参考に関東大震災から戦前までの宅地開発

16事例を文献と視察を通して調査した(表 1)。事業主体は

鉄道会社と信託会社が目立った。本稿では各々の代表例と

して板橋区常盤台と品川区豊町戸越分譲地を紹介する。 

 

 

 

 

 

1)東京都板橋区常盤台 1丁目･･･鉄道会社 

東武鉄道が初めて試みた宅地開発。昭和 11年より分譲

された。鉄道経営に重点を置いた沿線開発であった。住宅

地を周回する幅 8mのプロムナードと、東西南北に大きな

十字路が伸びる街路構成である。欧米の住宅地に見られる

クルドサックも敷かれ、海外の新しい計画手法を取り入れ

ようとした意欲が伺える。 

2)東京都品川区豊町 1～2丁目 戸越分譲地･･･信託会社 

三井信託会社の手によって、大名屋敷跡地が整備され売

り出された宅地である。上・中流階級向けに分譲された宅

地は現在でも高級住宅地としてその姿を残している。現在

では好立地故の敷地の細分化がやや見られる。 

 

 

 

 

3.特徴的な宅地開発の分析 

前章の全 16事例から個人組合による事例としてさいた

ま市盆栽町、学校法人による事例として東久留米市および

保谷市学園町、寺院による事例として世田谷区烏山寺町を

取り上げ、宅地開発の空間計画とその経過を分析する。 

(1) 埼玉県 さいたま市 北区 盆栽町･･･個人組合 

大正 14年に東京の本郷・駒込周辺の盆栽業者が、関東

大震災を機に移り住んだ。関東ローム層と良質な水と空気

が盆栽業に適していたためこの地が選ばれた。盆栽業者は

地主と賃貸契約を交わし、1区画 300～1500坪で借地(年 8

円/反)することになった。碁盤目状に交わる幅員 10.8mの

道路が特徴的である。これは盆栽業者の中心人物であった

清水利太郎の震災体験と、車社会への予見に起因した。独

自の住民規約は盆栽を 10 鉢以上所有する、家の周囲を生

垣にするなどの条件を立て、全国から移住者を募った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[地図から読み取れる要素]第一次経済成長期とされる

1950 年代初頭から盆栽町の内部、周辺部共に宅地化が進

んでいる。さらに注目すべきは道路が数本増えたことであ

る。これは計画当初の道路では土地利用とそれに付随する

大正 3(1914)年 

 
昭和 4(1929)年 

 
昭和 28(1953)年 

 

昭和 44(1969)年 

 
昭和 50(1975)年 

 
平成 2(1990)年 

 図 7 盆栽町の変遷 

 

図 2 研究のフロー 

 

図 1 事業主体の分類 

表 1 宅地開発年表 

 

図 3 常盤台 
現在地図 

 

図 6 戸越 
地形図 

図 5 戸越 
現在地図 

 

図 4 常盤台 
分譲図 

 



交通需要に対して間に合わず、追補的に都市整備が行われ

たことを示している。東武野田線大宮公園駅が昭和 4年に

開設した影響も大きい(図 7)。 

(2)東京都 東久留米市・保谷市 学園町･･･学校法人 

現在の東久留米市と保谷市にまたがる学園町は大正 14

年に誕生した。自由学園の創設者である羽仁もと子・吉一

夫妻は、材木輸送用に池袋・飯能間に開通していた武蔵野

鉄道の斡旋により近辺 10 万坪を入手した。理想的教育実

践の場として創設した自由学園の農場として構想された

土地を住宅地として分譲し、その利益を学校施設の建設資

金に充てた。現在では住民自らの手により学園町憲章が守

られている。法的拘束力はないが、区画変更や相続に際し

て景観を保全する条項を定めている。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

[地図から読み取れる要素]分譲当初から計画的に道路が

敷かれたためか道路の新設はほどんどない。地先道路と分

散路を巧妙に配置している。分譲計画も駅から遠い場所よ

り順に 4期に渡って、売り出された。巧みな土地経営が可

能であった背景には鉄道会社の協力があったと思われる。 

(3)東京都 世田谷区 千歳烏山 寺町･･･個人(寺院) 

大正 12年から昭和 24年にかけて震災復興及び戦災復興

により計 26の寺院が移転した寺町である。当初は田畑が

多く、農村地帯だった。大正 2年に京王線が開通すると昭

和 10年までに小田急線の開通、甲州街道沿いのバス開通

に伴い宅地化が進んだ。地図からもそれが読み取れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[地図から読み取れる要素]道路が敷かれた当初から寺町

内部の変化はほとんどない。一方、寺町周辺部の宅地化は

著しい。京王線の開通後からスプロール状に宅地が広がっ

た。戦時中には工場が建設され、高度成長期の学校や団地

の建設によって宅地化は激しく進行した。現在の寺町は宅

地化の波に飲み込まれているように見える。 

 

4.特徴的な事例の共通点 

前章で分析した特徴的な 3事例から当初の計画意図が

維持されている共通的な理由を考察する。 

(1)当初住民の自発性と高い意識 

いずれの事例も自発的なまちづくりに近く、住み手を中

心として都市整備を行ってきた。そのためまちに対する思

い入れが強く、誇りやこだわりが景観等に表れている。 

(2)荒地や田畑であった土地を有効活用した 

千歳烏山、東久留米の土地は元来荒れ地であった。その

ため開発に対する抵抗が小さく、比較的開発が容易であっ

た。寺の移転、住宅地の開発は土地の有効活用となった。

盆栽町も当時は武蔵野の山林であり、地元の人々は開拓さ

れることを願っていた。 
(3)目玉となる要素を持つ 

 盆栽、学園、寺院いずれも人を惹き付ける要素を備えて

いる。それらは古くから人々が近しく接してきた文化に他

ならず、信仰心や教育心など人々の生活に深く根付いてい

ることが特徴的である。 

(4)独自の協定を定め、モデル地区の選定を受けている 

 上記の事例はいずれも住民間でまちづくりの協定を結

んでいる。あるいは当該自治体からモデル地区の指定を受

けている。居住環境水準が高い上にそれを守る策が講じら

れているのである。 
 

5.結語 

 良好な都市として残っていく要因としては、優れた空間

計画を備えた上で宅地の形成過程での住民の意識が色濃

く街並みに影響していることが重要である。当初の計画意

図を尊重し、大事に守り育てることが都市を長持ちさせる

のである。 
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自家用車に依存しない地方都市のまちづくり 

-新しい交通システムとミニバスに着目して- 
Y09034 舟窪 伸太朗 

指導教員 前田 英寿 

1. 研究の背景と目的 

地方都市では中心市街地の空洞化や人口減少・高齢化が

深刻化している。これらと強い因果関係にあるのが自家用

車への過度な依存と公共交通機関の衰退である。本研究で

は地方都市が集積を弱め厳しい財政状況であることを踏

まえた上でどのようにして公共交通機関を運営・維持すれ

ばよいか探ることとする。前段で交通機関を広くレビュー

し、先進都市の取り組みを学び、最後にケーススタディと

して筆者の出身地山梨県富士吉田市について考察する。 

図１ 研究のフロー 

2. 交通機関の調査 

既往の交通機関を「軌道系」「バス系」「タクシー系」「そ

の他」の計 30 パタンを調査し、輸送力と適正圏域の関係

図を作成した。  

例１：ガイドウェイバス 

軌道と一般道路を走行できるバス。小回りが利き、定時

制を持つが、専用駅を設ける等、建設費・維持費がかかる。 

例２：ベロタクシー 

広告媒体の機能を取り入れた自転車タクシー。観光用で

ある。人力なので運転手の確保やコストが課題となる。 

例３：レンタサイクル 

観光地で利用できる従来の「観光地型」と、住宅と駅等を

繋ぐ日常利用の「都市型」がある。 

写真１ 左）ベロタクシー（千葉県柏市） 

写真２ 右）レンタサイクル（ロンドン） 

図３ 交通機関の輸送力と適正圏域 
 

3. 先進都市の調査１（富山県富山市） 

（人口：416,654人 面積：1,241.85k㎡） 

富士吉田市の小さな人口規模と傾斜の多い地形、富士山

をはじめとする観光資源と富士急行鉄道の存在を鑑み、ミ

ニバスとＬＲＴに着目して先行事例の調査を実施した。 

富山市は市街地が大きく自家用車依存が進んでいた。富

山市はこれを解消すべく新しい交通戦略を開始した。交通

網を活性化し都市機能の集約を行い、一定以上の都市サー

ビスを徒歩圏内に集めた。公共交通の魅力を高め、マイカ

ー依存なく日常に必要な都市機能のコンパクト化、また公

共サービスの集積による中心部への人口集積を図ってい

る。 

図４ 富山市交通戦略概念図 
 

ＬＲＴ（ポートラム） 

富山市では、利用者数が

減少していた既存の鉄道を

利用して、日本初のＬＲＴ

システムを導入した。近代

的な車両外観や低床・制振

設計等のデザイン、新駅設

置やバスとの連結等のサー

ビス向上、ＬＲＴ事業者に

かかる負担を減らす公設民営の採用等が成功を導き、観光

誘致や利用者数の増加、新しいまちのイメージの創出等の

大きな整備効果が得られた。 

写真３ 富山ライトレール 

図２ 交通機関の分類 



4. 先進都市の調査２（茨城県龍ヶ崎市） 

（人口79,801人 面積78.20km²） 

龍ヶ崎市は、公共交通が貧弱であり、鉄道駅の環境整備

やバス停までのアクセス、鉄道・バスの運行本数が課題で

あった。近年新たに交通戦略を掲げ、少子化・高齢化の進

行や市民活動の推進等の交通課題に対応するため、「安全

性・快適性」、「利便性」、「環境」、「交流」を主軸としたミ

ニバス（コミュニティバス）を本格的に導入した。 

コミュニティバス（龍ぐうバス） 

既存の交通機関ではカバ

ーしきれない交通需要に対

応する手段に位置付けられ

ている。市内の地区や施設へ

きめ細かくアクセスし、交流

を促す。運行本数は 51 本／

日、運賃は一律 100 円、人

口集積地区の４点を結ぶ 6

ルートが運行している。居住地域によって路線バスとコミ

ュニティバスのアクセス距離が異なるが、日中時間帯に割

引をすることで料金格差がなくなり、利用しやすい方を利

用することができる。割引による減収を行政が負担し、ど

ちらのバスも利用しやすくしている。 

 

5. ケーススタディ（山梨県富士吉田市） 

１）交通の現状 （人口 51,757人 面積 121.83km²） 

富士吉田市は富士信仰で栄え、現在も富士山を中心に観

光地として賑わっている。中央自動車道・国道・富士急行

鉄道が通り、県の広域交通の拠点となっている。幹線道路

を軸とした交通体系は、過度な自家用車依存を促進した。

それと同時に、高齢化や大型商業施設の郊外立地等の都市

問題も顕在化している。 

２）コミュニティバス（タウンスニーカー） 

富士吉田市では新しい交

通戦略として、バス交通の活

性化を図っている。市内の路

線バスをすべて廃止し、「タ

ウンスニーカー」というコミ

ュニティバスの運行を開始

した。交通結節点と医療施設

の経由や通勤・通学に向けたダイヤ改正、運賃一律 100

円など利便性が向上した。 

しかし現状は、タウンスニーカーへの認知は高くない。

バスの不人気や富士吉田の社会構造が原因でもあるが、情

報発信やサービス向上に取り組む必要がある。 

３）交通システムの改善策 

 富士吉田市に適した交通システムの在り方を検討した。 

① ミニバスと地域鉄道の連携（ハード） 

 タウンスニーカーと富

士急行鉄道が協力して各

駅を交通のハブにするこ

とが考えられる。各駅をつ

なぐルートを新設すると

ともに、駅やバス停自体を、

市民利用と都市観光の両

方の意味で魅力的な場所にする。 

図５ 富士吉田市都市機能プロット図 

 

② 情報技術によるきめ細かなサービス（ソフト） 

ＩＴを使ってタウンスニ

ーカーにデマンド機能を付

与し、交通カバー圏域を拡

大することが考えられる。

また、携帯端末向けに地域

情報と交通情報を流す。 

 

 

表１ 交通システムの改善方針 

 ハード ソフト 

市民利用 
・鉄道駅のハブ化 

・駅とバス停の環境

整備 

・デマンドシステムの

導入 

・ＩＴによる交通情報 

都市観光 

・ＩＴによる広報 

・観光ルートの発掘 

・観光者交通マップ 

 

参考文献 
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富士吉田市ＨＰ 

http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp 

富山市ＨＰ 

http://www.city.toyama.toyama.jp/index.html 

龍ヶ崎市ＨＰ 
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写真５ タウンスニーカー 

図２ 交通機関の分類 

写真４ 龍ぐうバス 

写真６ ＬＲＴ 

（オランダ・ロッテルダム） 

写真７ デマンドバス 

（千葉県柏市） 

富士吉田駅 

市役所 

中央自動車道 

富士浅間神社 

国道 137号 

国道 138 号 

国道 139 号 富士急行線 

市立病院 

市立富士小学校 

市立富士見台中学校 

市立明見中学校 

市立明見小学校 

市立下吉田東小学校 

市立下吉田 

第一小学校 

市立下吉田 

第二小学校 

市立下吉田中学校 
私立富士 

学園高校 

県立吉田高等学校 

県立ひばりが丘 

高等学校 

市立吉田 

中学校 
県立富士北稜 

高等学校 

県立富士河口湖

高等学校 

市立吉田西

小学校 

市立吉田 

小学校 

市立看護専門学校 昭和大学 

富士吉田市立図書館 

富士急ハイランド 



足元の豊かさが建築を変える  

-事例調査と JR田町駅西口街区の再開発計画- 
Y09043 横山 雄一 

指導教員 前田 英寿

１ 研究の背景と目的 

 1970年の総合設計制度創設以来、大規模ビル開発で公開

空地が設けられてきた。公開空地が地域社会にとって有効

な空間となっているか、事例調査と設計提案によって明ら

かにすることを本研究の目的とする。計画地を田町とする。

羽田空港の国際化やJR山手線新駅の計画に伴いアジアの

玄関口として発展する余地に加え、芝浦アイランドなど住

宅需要が加速度的に増加している。再開発によりこの地に

適する土地の高度利用を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 研究の構成は、首都圏にある公開空地を備える都市開発

の事例を調査し(ケーススタディ)、要素を抽出(パタン)、

分類した。収集したデータを表やダイアグラムで表し、都

市内における広場の在り方を明確化した。次に計画地の調

査を行い再開発を設計した。 

 

２ 都心における大規模ビル開発の調査 

１）ケーススタディ 

 東京都心の大規模ビル開発 37事例を調査し、分類した。 

a.オープンスペースによる分類 

・広場型 代表例は新宿三井ビルである。北側はオフィス

エントランスとし、南に重点的に広場を設けている。 

・通り型 代表例は東京国際フォーラムである。東京駅と

有楽町駅を繋ぎ、建築間に通りを実現した。 

・囲い型 代表例は六本木ヒルズである。オフィス・住・

商のオープンスペースが垣根なく設けられ、様々な方向か

ら人を呼び込むとともに様々風景を点在させる。 

 

 

 

 

 

 図 2 三井ビル    図 3 東京国際フォーラム           図 4 六本木ヒルズ 

b.ボリュームによる分類 

事例の規模は容積率で 300％以下、300～700％、700～

1000％、1000％以上の４段階、建ぺい率で 50％以下、50

～70％、70％以上の３段階に分かれる。また敷地規模と

容積率・建ぺい率は反比例する傾向が見られる。さらに高

層階の面積を敷地面積で除して指標を用いた。 

c.用途による分類 

 事務所のみ、事務所と店舗、店舗と共同住宅、事務所・

店舗・共同住宅に加えホテル・美術館といった公共施設を

含む場合に分類した。事務所と住宅を同棟にした場合にど

ちらを上層どちらを下層にするのかだけでもコアのやフ

ァサード等大きく設計が異なり、敷地の立地や社会状況も

考慮しなくてはならない。現在東京の空室率は 7.4％と一

時よりは回復しているものの港区では 9％弱と依然として

高い。賃料水準にも注目してどのようなオフィスが求めら

れているのかを検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）パタンの抽出 

調査した 37事例から特徴的要素(パタン)を抽出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 調査事例の分布 

 

表１ 37事例の一覧 

表２ 33パタンの一覧 



３ 対象地の調査 

１）田町駅周辺地区の概要 

 田町駅の 2011年度の一日の平均乗車数は 148,346人、

JR東日本の駅の中では浜松町に次ぐ第 17位である。駅前

を交通量の多い第一京浜(国道 15 号線)が通り、大企業の

本社が多く立地し、高層･超高層のビルが多い。教育施設

も多いため学生街の様相もあり、飲食街を中心に商業施設

が集積している。 

２）行政の動き 

 芝浦の人口は現在微増傾向にある。田町駅東口東京ガス

跡地、浜松町貿易センタービル、ＪＲ新駅及び田町車両セ

ンターなど周辺では大規模な再開発計画が浮上している。

これらに対し港区は『港区まちづくりマスタープラン』『港

区景観マスタープラン』を改正し、計画の指針を支えると

ともに規制を図っている。区の第一の狙いは防災機能や都

市機能の向上である。中でも田町駅周辺は、商業・業務・

文化交流を中心とした市街地形成に分類されている。具体

的には、大規模な土地利用転用により、商業・業務機能・

教育文化交流機能などを備えた地域の形成を図る。区のみ

ではなく国が指定するアジアヘッドクォーター経済特区

という日本の国際競争力を向上させる為、規制緩和も検討

されている。 

３） 建物利用現況 

 オフィスの割合が極めて高い。内、本社ビルと賃貸ビル

の割合は約３対７である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 再開発計画 

１)敷地 

 田町駅西口に隣接する、長手約 370m、短手約 90m、面積

3.4haを対象敷地とした。基準容積率 700％を 3.4haで満

たすことを条件とする。駅前広場の上空容積率を建築用地

へ移動すると解釈してもよい。 

２）コンセプト、用途 

 駅前の再開発において駅近辺に活動を留めるのではな

く、各方向に人を流す役割を果たさねばならない。そこで

駅の東西を、周辺を、“つなぐ”ことをコンセプトとした。 

用途はオフィスとホテルを中心とした複合施設である。中

央に駅前広場を設ける。 

３）配置とデザイン 

 広場と低層部のデザインはコンセプトの“つなぐ”から

帯をイメージし、事例調査から高低差をもつ空間が人々の

活動を活発にさせ、空間を豊かにしていると考えた。そこ

で元々は海岸線沿いであった平地に新しい地形を創造し

た。６m の帯をガイドラインに駅から周囲へ流すように引

き、帯が盛り上がった箇所にはスラブを設け、下がった箇

所は広場として機能させるなど、それぞれに低層ボリュー

ムや広場、動線の印象をもたせる高低差をつけた。 

 高層ボリュームは、既存の敷地境界線を踏まえて設計を

し、羽田空港の航空規制からオフィス棟を高さ 180m とし

敷地外への日影を最小限にする為に南に配置した。一方、

高さ 100m のホテルを北側に置いた。オフィスとホテルを

独立させるのではなく、２棟を“つなぐ”バー上の橋を架

けた。このバーはトラスによって組まれ、オフィスを６層

収容する。門のようなモニュメントとして存在する。 

 

５ 結語 

 公開空地というと地上レベルに限りがちであるが、そこ

に違うボリュームや立体的なランドスケープなど三次元

の空間として捉えることが大事だと実感した。 
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写真 1 再開発計画案模型(南) 

図 5 田町駅周辺地区建物利用現況図 

 

図 6 再開発計画案デッキ階平面図 
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写真 2 再開発計画案模型(北) 

図 7 再開発計画案断面図 

 




