
表 1 図書館利用に関する千葉県平均と鎌ヶ谷市の比較 

鉄道集積地の駅前図書館 

―千葉県鎌ケ谷市立図書館の移転計画― 

CY12008 梅夏生 

指導教員 前田英寿

1 研究の背景と目的  

現在の鎌ケ谷市立図書館本館は、延床面積が小さく蔵書

冊数が少ない、利用者が少ないなど様々な問題が発生して

いる。そこで、市民がより快適に図書館を利用できるよう

に鎌ケ谷市立図書館本館の建て替えの設計を行う。また、

東京の郊外都市として、鉄道の発展と共に都市としての形

ができてきた鎌ケ谷市は、鉄道の恩恵を受けながらも、そ

の鉄道により都市が分断され中心性を失い、魅力のない街

となっていた。そこで、鎌ヶ谷の街を繋げ魅力ある街を作

るような図書館を生み出すことを目的とする。 

 

2 鎌ケ谷市の概要 

 鎌ケ谷市は千葉県の北西部に位置する街である(図 1)。

市内には東武電鉄野田線、新京成電鉄新京成線、北総鉄道

北総線の私鉄 3路線が走っている(図 2)。総面積 21.08㎢、

人口 108,522人である[1]。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 鎌ケ谷市立図書館の現状 

鎌ケ谷市立図書館本館は市の中央に位置し、昭和

62(1987)年に開館された。敷地面積 1,948.41 ㎡、延べ床

面積 2,173.08㎡、3 階建てである(図 3，写真 1)。鎌ケ谷

市内の図書館は千葉県平均と比べると、貸出し登録率、人

口一人当たりの年間貸出し数や蔵書冊数が少なく、延べ床

面積も小さいという問題点がある(表 1)[2]。これらの問

題を本館の建て替えを行うことで改善する。 

   

 

 

 

 

 

4 敷地の検討 

 鎌ケ谷は鉄道の発展とともに街の中心が移動してきた。

平成以前は東武野田線鎌ケ谷駅及び新京成線初富駅の周

辺地区が栄えていたが、平成に入り、鉄道 3路線が交わる

新鎌ヶ谷駅ができると新鎌ヶ谷駅周辺が鎌ケ谷の中心地

となった。また、表 2より市内の駅で新鎌ケ谷駅が最も利

用されていることがわかる。図書館を建て替えるには全 3

路線の乗換駅であり、都市集積が進む新鎌ケ谷駅周辺がふ

さわしい場所であると考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 鎌ケ谷市の位置 

1 階 2 階 3 階 

図 3 鎌ケ谷市立図書館本館平面図 

図 2 鎌ケ谷市域 

新鎌ヶ谷駅 

鎌ケ谷市立図書館本館 

写真 1 鎌ケ谷市立図書館本館外観 

写真 2 新鎌ヶ谷駅外観 

図 6 新鎌ヶ谷駅周辺地図 

新京成線初富駅 

東武野田線鎌ケ谷駅 

表 2  鎌ケ谷市内鉄道駅の平成 25 年度 

1日平均乗降人数 駅名 人数(人)
新鎌ケ谷 38,217
鎌ケ谷 22,339

　　  北総電鉄 新鎌ケ谷 4,024
くぬぎ山 7,174
北初富 5,107
新鎌ケ谷 32,235
初富 5,492
鎌ケ谷大仏 14,721

新鎌ケ谷計 74,476

東武鉄道

新京成電鉄

一日平均乗降人数 



5 計画敷地新鎌ケ谷駅周辺の紹介 

 新鎌ケ谷駅は 3路線の鉄道が交わっている。東武野田線

は地上から 5m 下の掘割、北総線は高架を走っている。新

京成線は現在地上を走っているが、高架化工事が行われて

いる。計画敷地はこの高架化のため不要となる新京成線新

鎌ヶ谷駅仮設ホーム跡地と工事用地跡とする。図 4のよう

に新鎌ケ谷駅周辺は線路によってロータリーが二つに分

かれてしまっていたり、市役所や市立病院など都市施設が

あちこちへ散らばっていて、中心の場所がない魅力に欠け

る街となってしまっている。 

 

 

6 設計計画 

 コンセプト 『歩く図書館』 

①図書館を歩く、街を繋げる  

図 5 のように 1 階に誰もが通れ、街を繋げる『とお

りみち』を作る。この通路は、日中解放されており、

図書館利用者だけでなく SC から病院へ行く人や、家か

ら駅へ向かう人など街を横切る人が誰でも利用できる。 

②うねうねのスロープを歩く  

この図書館は図 6 のようにうねうねのスロープで緩

やかに階と階を結ぶ。そこには閲覧席が設けられ、吹

き抜けを望む心地よい読書空間を作り出す。散歩する

ように図書館空間を楽しめる。 

③壁一面の本棚から歩いて探す 

   線路側の壁一面に閉架書庫の代わりとなる本棚を

並べる。本の壁に囲まれ図書館という存在を際立だせ

る。自分の好きなときに好きな本を歩いて自ら見つけ

ることができる。 

 

建築面積:6050㎡ 延床面積:8770㎡ 座席数:430 席 

蔵書可能冊数:38万 9760冊(人口一人当たり 3.59 冊) 

参考文献 

[1]鎌ケ谷のあゆみ，鎌ケ谷市教育委員会(2002-3) 

[2]鎌ケ谷市の図書館，鎌ケ谷市立図書館(2014-12) 

図 5 1 階ダイアグラム 図6 空間構成ダイアグラム 

写真 3 南側より見る模型 

表 3 設計した図書館の概要 

図 7 1 階平面図 

図 8 断面図 

図 4 計画敷地周辺地図 



商店街が LDK 
〜薬師あいロード商店街〜 

CY12010 小野 香織 
指導教員 前田 英寿

１．研究の背景と目的 

 近年、若者のコンビニ依存が拡大している中、 人とのコミュ

ニケーションや地域特性をもった商店街に注目した。空き店舗

や空地を活用し、新しい顧客を呼ぶ空間を考える。通り過ぎる

商店街ではなく人々が留まる商店街の再生手法を提案する。 

 
２．東京都の商店街 

	 商店街は、街のにぎわいを創り出し生活にうるおいと豊

かさを提供するコミュニティの核としてまちづくりに欠

かせない存在である。しかし、商店街を取り巻く状況は、

商店街のニーズ多様化を始め、大型複合店の出店、インタ

ーネット等による取引の増加などの環境変化に加え、 経
営者の高齢化や後継者難によって大変厳しい状況にある。 

2-1.東京都にある商店街の現状と推移 

	 都内商店街は減少傾向が続いている。平成 13 年度から

12 年間で約１割(248 件)減少している。商店街の平均店舗
数は 55店舗となり、以前より緩やかな下降傾向にある[2]。 
2-1. 商店街利用客層 

	 商店街利用者は年々高齢化しており20歳未満の若者は

全体の1割未満である[2]。消費者だけでなく、経営者も高
齢化が進み後継者不足から商店街の活気が失われつつあ

る。集客の核となる店舗が商店街の中に必要とされている。  
	  
３．設計計画 

3-1.コンセプト 

	 通り過ぎる商店街ではなく人々が留まる商店街を目指

して設計を行う。空き店舗や空地を活用し転用することで

新しい顧客を呼ぶ空間を提案する。ターゲット層を若年層

に絞り、若者の生活スタイルにあった用途を提案する。 
3-2.敷地選定 

 対象敷地として中野

区にある薬師あいロー

ド商店街を設定する。JR

中野駅と西武新宿線新

井薬師駅からともに徒

歩約 7 分の場所に位置

する。昭和 39 年に設立

され、現在約 130 店舗が

軒を連ねる商店街であ

る。中野駅周辺は開発事

業計画中であり今後多くの利用客数を見込める。また学生

の町としても知られ、大学キャンパスが駅周辺に 3校存在

している。中野駅直結のサンモールや中野ブロードウェイ

に注目がいくがその近くにこの対象敷地は存在している。

駅から少し歩く場所にあるため空き店舗や空地が少し目

立ち、またターゲット層の若年層の集客も見込めるため、

薬師あいロード商店街を対象敷地と設定する。	  

     写真 1	 商店街アーケード	      写真 2	 薬師あいロード商店街 

3-3.建物現状調査 
	 薬師あいロード商店街の建物現状を 4 段階に分類した。 
A:そのまま保存するべき建物 
B:建物の汚れが目立つ建物 
C:リフォーム、リノベーションが必要であると思う建物 
D:建て替えが必要である建物、現在空地である敷地 

JR中野駅 

新井薬師駅 
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い
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ド
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街 

図 2	 建物ランク分類図  図 1	 対象敷地 

静の敷地 

動の敷地 



	 図 2 より、薬師あいロード商店街の建物の現状はそのま

ま保存するべき綺麗な建物が多い中、建て替えが必要であ

る汚い建物が散在する。Dランクを含むエリアを 2ヶ所選

んで設計を行う(動の敷地、静の敷地)。 

	 	 	 	 	 図 3	 動の敷地	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 4静の敷地 

	 	 	 	 写真３	 Living,Kitchen,Library,Study各計画地の現状 

 

4．設計提案 

4-1.まちなかLDK 

 商店街の裏手は狭いアパートが建詰まっている場所で部

屋の中に空間の自由度がない間取りとなっている。そんな

場所に住む学生や一人暮らしをしている若年層の為、本来

家の中にあるべきプライベートなLDKの要素を、パブリ
ックな商店街の中に落とし込み若年層の生活の自由度を

広げると同時に、商店街全体を活性化させる。今回LDKの

要素として、Living,Kitchen,Library,Studyの4つを取り
上げる。商店街の中に留まる場所を提供し、商店街にとっ

ても空き店舗の問題を解決することができる。	 

	 	 	 	 	 	 	 図 5	 LDK要素ダイアグラム 

4-2.動の敷地 

	 八百屋や総菜屋が周囲に多い「動の敷地」に Living と
Kitchenを計画する。	 
4-2-1.Living 

 Aランクだが隣の銭湯利用者もくつろげるスペースへと

変える。仕切りのない空間に椅子だけ設置することで、過

ごす人自身によって落ち着く空間を作ってもらう。3,4階

は住宅で現在の居住者がそのまま住む。1,2階は商店街の

中に留まるスペースを提供する(図6,7)。	 

4-2-2.Kitchen 

 Dランクの建物2軒を改修する。共有のキッチンスタジオ

を1階に設置し、食材を持ち寄って自分たちで調理を行う

スペースへと変える。商店街から内部の料理風景が見え、

広いキッチンで料理をして大人数で食事したい人々の理

想を叶える空間提供する(図8,9)。	 

 

4-3.静の敷地 

	 代々続く歴史のある店舗や、落ち着いた店舗が多い「静

の敷地」にLibraryとStudyを計画する。	 
4-3-1.Library 

	 Dランクの2軒続きの建物を改修する。部屋の中ではかさ

ばる本を収納する、商店街の本棚スペースへと変える。建

物全体を書庫にするのではなく、約半分を光庭にして商店

街側にしか開口を取れない問題を解決した。明るい光と

木々に囲まれた図書空間を提供する(図10,11)。	 

4-3-2.Study 

	 現在空地である場所に新築する。商店街側に空間を与え

ることで、公園の役割も果たす。高層階を自習できる勉強

のスペースへと変える。周囲の建物より高い為、開放的な

場所で集中して勉強できる空間を提供する(図12,13)。	 

参考文献 

[1] 足立基浩:シャター通り再生計画,ミネルヴァ書房,2010 
[2] 平成25年度	 東京都商店街実態調査報告書 
[3] 平成 21 年度	 商店街実態調査報告書 

図 6	 Living1階平面図 

図 7	 Living断面図 

図 8	 Kitchen1階平面図 

図 9	 Kitchen断面図 

図 10	 Library1階平面図 

図 11	 Library断面図 

図 12	 Study1階平面図 

図 13	 Study断面図 



UCDプロセスを用いた被災地の交流施設の設計 

‐宮城県気仙沼市 J 中学校仮設住宅を事例に‐ 

CY12011 小野寺 栞 

指導教員 前田 英寿

１． はじめに 

１.１ 研究の背景と目的 

被災地では避難所から仮設住宅への移転、さらに復興住

宅への転居など短期間で環境が大きく変化する。また仮設

住宅や復興住宅の入居は抽選で決まるため、不慣れな人間

関係がストレスになる。こうした困難な状況下でコミュニ

ティ形成を担う仕掛けとして交流施設を取り上げ、UCD

プロセスを用いて被災者の思いに寄り添う設計を試みる。 

１.２ UCDとは 

 UCD(User Centered 

Design)とは使用者の視点を

前面に尊重して製品、建築、

空間、サービスを計画設計す

る手法であり調査、分析、作

成を段階的に行い、要求事項

を満たす評価が得られるま

でそれを繰り返す(図 1)。 

本研究では調査分析の後、

2 案作成し評価によって 1 案

に絞ってそれを詳細まで設

計した(図 2)。 

 

２． 調査 

２.１ ヒアリング調査 

仮設住宅住民 2 名、被災者支援団体 2 組にインタビュー

を行った。「交流のきっかけ」を中心に幅広くヒアリング

した。仮設住宅の住民は交流に不安を抱え、コミュニティ

に馴染めず孤立することを危惧する人や自分から行動し

なければ孤立してしまうと焦燥感を覚える人が多いこと

がわかった。ボランティアが開催するイベントが交流のき

っかけになる一方で、参加者が徐々に減少、固定化し最終

的には女性の高齢者が大半を占める傾向にある。 

表 1 ヒアリング調査対象一覧 

ヒアリング調査の対象団体 詳細 

旧折壁小学校住宅 仮設住宅の住民 

あすと長町 38街区仮設住宅 仮設住宅の住民 

ボランティアステーション in気仙沼 一般社団法人 

仙台傾聴の会 NPO法人 

 

２.２ 現地調査 

仮設住宅と交流施設各 6 カ所を訪問調査した。交流活動

の種類と様態、その効果に着目した。その結果、交流施設

または交流空間の管理方法が交流の量や質に影響するこ

とがわかった。 

表 2 現地調査対象地一覧 

現地地調査の対象施設 用途 

旧折壁小学校住宅 仮設住宅 

モビリア仮設団地 仮設住宅 

あすと長町 38街区仮設住宅 仮設住宅 

女川野球場仮設住宅 仮設住宅 

平田第 6仮設住宅 仮設住宅 

希望の郷「絆」 仮設住宅 

女川運動公園住宅 復興住宅 

みんなの家 陸前高田 集会施設 

みんなの家 釜石 集会施設/飲食 

りくカフェ カフェ 

Kamaishiの箱 鈴子公園 集会施設 

女川温泉 ゆぽっぽ 駅/温泉 

 

３． 分析 

３.１ フェーズとペルソナの設定 

復興の段階によって交流施設の利用者やその要求が異

なるため 4 つのフェーズを設定した。被災から仮設住宅が

でき生活が落ち着くまでを「混乱期」、被災地が復興に向

かい準備を行う時期を「再建準備期」、仮設住宅の撤去が

進む時期を「再建期」、仮設住宅が撤去され地域に還元さ

れる時期を「地域還元期」とした。仮設住宅で子どもと暮

らす A さん、仮設住宅で独り暮らしの B さん、直接的な

被災を免れた地域住民の C さんのペルソナをそれぞれ設

定し、段階ごとにメインペルソナを割り当てた。 ペルソ

ナとは調査をもとに設定した架空のターゲットユーザー

である。混乱期は生活環境の整備が最優先とされるため、

UCD ではなくユニバーサルデザインの考え方が優先され

ると考えペルソナを設定していない。 

表 3 段階ごとのメインペルソナ 

 再建準備期 再建期 地域還元期 

A さん メインペルソナ   

B さん  メインペルソナ  

C さん   メインペルソナ 

 

３.２ カスタマージャーニーマップの作成 

3人のペルソナについてカスタマージャーニーマップを

作って交流に関わる行動パタンを想定検討した。A さんは

再建準備期に仕事のためイベントへの参加が減ること、C

さんは再建期に仮設住宅の住民やイベントが減ることが

課題に浮かび上がった。よって混乱期から再建準備期には

仮設住宅の集会所を使い、再建準備期に交流施設の計画を

立案し、再建期に交流施設を本設するのが有効だと判断し

た(図 3)。 

図 1 UCD プロセス 

図 2 研究の進め方 

 



 

図3 カスタマージャーニーマップ 

 

４． 設計 

４.１ 対象敷地 

気仙沼市内J中学校住宅を対象とする。70世帯の仮設住

宅が建ち、2017年9月に撤去・復旧を行う予定である(図4)。 

 

図4 対象敷地と周辺地図 

４.２ コンセプト 

「イベントに頼らずに交流のきっかけができ、それが継

続する」をコンセプトに犬と触れ合って犬を介して他と交

流できる施設を提案する(図 5)。 

使用後の仮設住宅のプレハブを再利用し、複数のプレハ

ブを繋げて新たな屋内空間を創出する。プレハブユニット

の配置は単純な平行配置とする。 

 

図 5 コンセプトの模式図 

４.３ ２つの設計案の作成 

プレハブユニットのつなげ方が異なる２案を作成した。

プラン A はユニットの短辺を中央の大きな屋根でつなぎ、

プラン B はユニットの長辺を屋根でつなぎ中央にドッグ

ランを設けている。 

 
図 6 プラン A 

 

図7 プランB 

５． 評価実験 

５.１ 実験方法 

 被災地域に住んだことのある４人に Bさん、犬を飼って

いる人４人に C さんを演じてもらい模型の中でタスクに

従いペルソナを動かし実験を行った。 

 

図 8 実験方法とタスク 

５.２ 実験結果 

 どちらの案も入口がわかりづらいという結果だった。プ

ラン A は動線が真ん中に集中しているため利用しやすい

がくつろぎスペースやカフェの入口が奥でわかりづらか

った。プラン Bは施設の入口とカフェの入口が同じで利用

しづらいが部屋の入り口がメインの動線に面しているた

め入りやすいことが分かった。 

５.３ コンセプトの実証 

 犬を飼っている大学生 4 名にインタビューを行った。

「犬といる時に知らない人と会話をしたことがあるか」と

いう質問に対し全員が「ある」と回答した。犬を介するこ

とで他者との交流が進むと考えた。 

 

６． 評価に基づく詳細設計 

 評価の結果、使いやすいという意見が多く、交流のきっ

かけを生むスペースの利用も多かったプランAに絞り詳

細設計を行った。 中央に大きな入口を設けドッグランや

カフェ、くつろぎスペースに行き来しやすいようになって

いる。中央の大屋根や軒先など増築部分は木造としてプレ

ハブに温かみを与えた。 

 

写真1 詳細設計案の模型 
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路地の魅力調査 

～鎌倉寺社参道～ 
CY12014 河合美咲 

指導教員 前田英寿

１．研究の背景と目的 

初めての場所でもどこか懐かしさを感じ、誘い込まれる、魅

了される道、「路地」。広い開放的な空間も良いが、細道や見

え・隠れこそが日本特有の魅力と感じる。昔から残る参道から

昔と今の路地の変化を見る。 

２．東京の代表的な路地（予備調査） 

東京の下町である谷中 ・千駄木 ・根津（谷根千）、入り組

んだ昔ながらの住宅街である墨田区京島 、伝統的・芸術的な

美しさを持つ神楽坂を調査した。 

 

図1 予備調査シート 

 

 

表1 東京の路地の比較表 

予備調査から4つのタイプの路地を見つけた。 

①戸建住宅・突き当たり型：生活の溢れ出しがある・建物の用

途が住宅。ありがちな路地だからこそ、親近感が生まれ好印象

を得る。 

②住宅街型：緑の溢れ出し・奥の道・生活の溢れ出しがある、

一次壁面が壁。住宅街なので親近感がありさらに理想的で、

まだ先がある好奇心を刺激する路地である。 

③伝統的型：奥の道がある、舗床が石畳。綺麗さと好奇心を刺

激する。 

④好奇心型：奥の道がある、生活の溢れ出しがない、建物の

用途が住宅。住宅ではあるが生活の溢れ出しがなく、少し不

思議で好奇心がくすぐられる路地である。 

図 2 鎌倉の新旧地形図 1882（明治 15）年・2006（平成 18）年 



３．鎌倉寺社参道(本調査) 

古い路地として鎌倉市の鎌倉駅付近、鎌倉街道・金沢街

道・若宮大路以東の「参道」を調査した。本研究では、「参道」

を、寺社における前面道路と主たる建屋（寺の本堂。神社の本

殿）を直接つなぐ主たる通路と定義する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．本調査の結果と考察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．本調査の結果と考察 

①参道の所有：神社は、「公道」か「公道と私道」。仏寺は、「私

道」のみもあり、全パターンがある。 

②参道の長さ・高低差：参道距離520m以上だと高低差３７m以

上。参道の最長と高低差の最大は同じでどちらも瑞泉寺。 

③参道の沿道：山等住宅にすることが困難なところ以外はほと

んど住宅となっている。昔の地図で山の麓にある神社・仏寺は

昔から建物が建っているところが多い。昔は、区画割りもされ

ておらず神社・仏寺の敷地はもっと大きかったことがわかる。 
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図 3 本調査シート 

タイプ 1 

公道 

タイプ 3 

私道 

 

タイプ 2 

公道と私道 
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私 

図 4 参道の所有タイプ 

表 2 鎌倉の参道調査一覧 
名称 住所 年代 仏寺/神社 宗派/主祭神 地形 参道の所有参道距離 高低差

昔 今 参道入口 本堂/本殿
1 松岡山東慶寺 山ノ内1367 1285年 仏 臨済宗円覚寺派 谷戸の始まり（高）山 住宅 公・私 52.5m 31m 45m 14m
2 金宝(峯) 山浄智寺 山ノ内1402 1281年 仏 臨済宗円覚寺派 谷戸（高） 山 山 公・私 135m 31m 56m 25m
3 宝亀山 長壽寺 山ノ内1506 不明 (1338以前) 仏 臨済宗建長寺派 谷戸（高） 山 山 私 30m 45m 52m 7m
4 石屏山禅居院 山ノ内1534 1329～1331年 仏 臨済宗建長寺派 谷戸（高） 山 山 私 52.5m 51m 61m 10m
5 円応寺 山ノ内1543 1250年 仏 臨済宗建長寺派 谷戸（高） 山 山 私 15m 71m 62m 9m
6 明月院 山ノ内189 1394年以前 仏 臨済宗建長寺派 谷戸（高） 山 住宅 公・私 322.5m 31m 57m 26m
7 巨福山 建長興国禅寺 山ノ内8 1253年 仏 臨済宗建長寺派 谷戸（高） 山 山 私 315m 49m 52m 3m
8 満光山来迎寺 （西御門） 西御門1-11-1 1194年 仏 時宗藤沢清浄光寺末 山 建物 住宅 公 495m 15m 35m 20m
9 白旗神社 法華堂跡 西御門2-1 不明　 神 源頼朝 山頂 山 住宅 公 210m 16m 30m 14m

10 荏柄天神社 二階堂74 1104年 神 菅原道真 山の麓 建物 住宅商店 公 262.5m 15m 33m 18m
11 鎌倉宮 二階堂154 1869年 神 護良親王 山の麓 平野 住宅商店 公・私 450m 16m 32m 16ｍ
12 鷲峰山 真言院 覚園寺 二階堂421 1218年 仏 真言宗泉涌寺派 谷戸（くぼみ） 山道 住宅 公・私 885m 16m 53m 37m
13 瑞泉寺 二階堂710 1327年 仏 臨済宗円覚寺派 山中 山 住宅 公・私 1200m 16m 74m 58m
14 大蔵山 杉本寺 二階堂903 734年 仏 天台宗 山の麓 建物 住宅 公・私 67.5m 21ｍ 38m 17ｍ
15 報国寺 浄明寺2-7-4 1334年 仏 臨済宗建長寺派 谷戸の麓 建物 住宅 公・私 135m 20m 35m 15m
16 稲荷山 浄妙広利禅寺 （浄妙寺） 浄明寺3-8-31 1188年 仏 臨済宗建長寺派 谷戸の麓 平地 住宅 公・私 157.5m 20m 34m 14m

17 長慶山正覚院大巧寺 小町1丁目9-28 
不明　鎌倉時代
初期以前

仏 日蓮宗 平野 平地 住宅 私 40.5m 12m 12m 0ｍ

18 妙厳山本覚寺 小町1丁目12-12 1436年 仏 日蓮宗 平野 平地 住宅 私 60m 11m 11m 0ｍ
19 叡晶山　妙隆寺　 小町2-17-20 1385年 仏 日蓮宗 平野 平地 住宅 私 45m 11m 10m 1m
20 蛭子神社 小町2-23-3 不明 神 大国主命、山王大権現 平野 平地 住宅 公・私 45m 11m 11m 0ｍ
21 金龍山 釈満院 円頓宝戒寺 小町3-5-22 伝・1335年 仏 天台宗 平野 建物 住宅 公 52.5m 12m 13m 1m
22 中座山 大聖院　教恩寺 大町1丁目4-29 1678年 仏 時宗 平野 平地 住宅 公・私 90m 10m 10m 0ｍ
23 稲荷山超世別願寺　 大町1丁目11-4 1282年 仏 時宗 山の麓 建物 住宅 私 22.5m 14m 20m 6m

24 八雲神社 大町1丁目11-22 不明 神
須佐之男命　稲田姫　八王
子命　佐竹氏の御霊

山の麓 建物 住宅 公・私 90m 12m 24m 12m

25 常栄寺 大町1丁目12-11 1606年 仏 日蓮宗 山の麓 建物 住宅 公・私 75m 12m 20m 8m
26 妙本寺 大町1-15-1 1260年 仏 日蓮宗 谷戸（くぼみ） 平地 住宅 公・私 300m 15m 26m 11m
27 本興寺 大町2-5-32 1336年 仏 日蓮宗 平野 建物 住宅 私 45m 9m 10m 1m
28 法久山 大前院 上行寺 大町2丁目8-17 1313年 仏 日蓮宗 平野 平地 住宅 私 14.3m 15m 13m 2m
29 祇園山 安養院 長楽寺 大町3丁目1-22 1225年 仏 浄土宗 山の麓 建物 住宅 私 37.5m 16m 19m 3m
30 大宝寺 大町3丁目6－12 1444年 仏 日蓮宗 谷戸（くぼみ） 平地 住宅 公・私 225m 11m 24m 13m
31 妙法蓮華山　安国論寺　 大町4丁目4-18 1253年 仏 日蓮宗 谷戸（くぼみ） 建物 住宅 公・私 210m 11m 21m 10m
32 楞厳山　妙法寺 大町4丁目7-4 1253年 仏 日蓮宗 谷戸（くぼみ） 平地 住宅 公・私 255m 11m 28m 17m
33 延命寺 材木座1-1-3 不明 仏 浄土宗 平野 平地 住宅 私 19.5m 8m 7m 1m
34 元八幡 由比若宮神社 材木座1-7 1063年 神 八幡大神　 平野 平地 住宅 公・私 75m 9m 9m 0ｍ
35 海潮山妙長寺 材木座2丁目7-41 1299年 仏 日蓮宗 平野 平地 住宅 公・私 22.5m 9m 9m 0ｍ

36 五所神社 材木座2丁目9-1 1908年 神
大山祇命・素戔嗚命・建御名
方命・天照大神・崇徳院霊

山の麓 平地 住宅 公・私 157.5m 9m 22m 13m

37 随我山来迎寺 （材木座） 材木座2丁目9-19 1194年 仏 時宗藤沢清浄光寺末 平野 平地 住宅 公 502.5m 9m 16m 7m
38 石井山長勝寺 材木座2丁目12-17 1253年 仏 日蓮宗 平野 平地 住宅 公・私 510m 9m 19m 10m
39 音松稲荷大明神 材木座3-1-16 不明 神 不明 平野 平地 住宅 公 75m 9m 8m 1m
40 円龍山向福寺 材木座3丁目15-13 1282年 仏 時宗 平野 平地 住宅 公・私 36m 9m 8m 1m
41 弘延山實相寺（実相寺） 材木座4丁目3-13 1284年 仏 日蓮宗 平野 平地 住宅 公・私 79.5m 10m 11m 1m
42 内裏山霊獄院九品寺 材木座5-13-14 1336年 仏 浄土宗 平野 平地 住宅 公・私 30m 9m 9m 0ｍ
43 南向山 帰命院 補陀洛寺 材木座6丁目7-31 1181年 仏 真言宗大覚寺派 平野 平地 住宅 公 105m 10m 9m 1m
44 天照山蓮華院光明寺 材木座6-17-19 1243年 仏 浄土宗 谷戸（くぼみ） 平地 住宅 公・私 150m 7m 21m 14m

周辺変動 標高



駅と川を結ぶ建築的移動空間 

－五反田駅再開発－ 
CY12031 高橋 淑子 

指導教員 前田 英寿

１．研究の背景と目的 

五反田駅はJR山手線、東急池上線、都営浅草線が接続し、

重要な拠点駅である。池上線と浅草線のホームは地上４階と

地下２階にあり、乗り換えに課題が多い。一方隣の大崎駅は

昭和57年に副都心に指定されてから次々とオフィスビルやマ

ンションが建設され、ビジネスエリアとしての価値も高まってい

る。目黒駅には平成29年完成予定の目黒駅前地区市街地再

開発が計画されている。それに対して、五反田駅は一向に変

わる気配がない。駅の活性化と乗り換える際の不便を解消す

ることを目的に、駅全体をリデザインする。 

 

２． 五反田駅の概要 

２－１．沿革 

1911年- 官設鉄道の駅（山手線所属）が開業。 

1928年- 池上電気鉄道（現在の東急電鉄）の駅が開業。 

1945年- 太平洋戦争中に空襲を受け、駅舎全焼。 

1968年- 都営地下鉄1号線（現在の浅草線）の駅が開業。 

2012年- バリアフリー対策として、五反田駅東急・JR連絡通路

にエスカレーターとエレベーターが設置される。 

２－２．移動に係る課題 

JRと他の２路線を結ぶ動線はバリアフリー化が進んで

いるが、浅草線と池上線の乗り換え動線にはいくつかの障

害物があり、不便と感じている利用者も多い。また、周辺

との動線や見通しの連続も妨げられている。 

①視界を遮る店舗：地下２階の浅草線の改札を出るとすぐに

最近建てられた平屋の店舗が視界を遮り、東急線の入り口が

確認できない。店舗のすぐ先に山手線の改札がある。 

②歩道橋：歩道橋を渡るか、かなり迂回しなければいけない。

歩道橋はバリアフリーの対策がなされておらず、屋根もないた

め、雨や雪の日は滑りやすく危険である。 

③商業ビル“レミィ”：歩道橋と東急線のホームを縦に繋ぐ

役割をもつ。このビルにはエレベーターとエスカレーターがあ

るが、レミィの営業時間中しか利用できず、不便である。 

④目黒川へのアクセス：目黒川は駅のすぐ近くを流れてい

るが、桜やイルミネーションが見られるポイントは駅から

細い路地を通った先にあるため分かりづらい。 

 

３． 設計の方針 

３－１．敷地の設定 

敷地は駅周辺の２街区とする。前述の移動に関する課題

(①～④)はこの２街区にまたがる(図２)。課題③のある街区(川

街区と呼ぶ)は駅前であるとともに課題④の路地と目黒川にも

つながる。目黒川沿いは緑が豊富であり、課題①,②がある駅

舎の街区(駅街区と呼ぶ)と統合して開発することによって、４

つの課題の改善と同時に緑の風景を駅に引き込むことが可能

になる。 

３－２．容積率の設定 

用途地域の指定別に敷地を４つのエリアに分割しa～dとする。 

写真２ 1928 年池上線 写真３ 1968 年浅草線 

写真７ ④川へ続く路地 

写真１ 五反田駅東口 図１ 五反田駅周辺地図 

図２ 五反田駅と目黒川周辺地図 

東急池上線 

JR山手線 

写真４ ①出口前の店舗 

写真６ ③レミィ入り口 

写真５ ②駅間の歩道橋 

写真７ ④目黒川へ続く路地 

都営浅草線 

凡例
　　　：「移動に係る課題」の該当箇所
　　　：設計対象街区
　　　：都市再生緊急整備地域
　　　：都市再生整備計画区域
　　　：緑

　　　



表１ エリア別の法定容積 

図５ １階平面図(地上) 

図６ ２階平面図(デッキ) 

[a:駅街区 b:川街区−都道317号線(通称ソニー通り)沿い 

c:川街区−路地沿い d:川街区−都市計画公園] 

各エリア（a～d）の面積と法定容積率から最大床面積を算出し

合計する。 

３－３．ボリューム検討 

算出した最大床面積32496.95㎡を駅街区と川街区に振り分

けてボリュームの検討を行い評価する。 

⓪ 現状…地上８階 最高高さ３２m：高さも用途もバラバラな

建物が混在する。 

① 高層型…地上３４階 高さ１３６m：空地が多く、遠くからで

も目立ち景色が良いが、川側と駅側で空間が分断される。  

② 低層型…地上７階 高さ２８m：建物が低く周辺に馴染む

が、空地がないため圧迫感がある。また、長い壁ができる。 

③ 分配型…地上１３階 高さ５２m：空間に連続性があるが、

単調である。駅街区と川街区の路地沿い(エリアc)が圧迫

される。 

④ 壁型…地上１０階 高さ４０m：インパクトがあり建物と空間

とも繋がりがあるが、威圧感があり風通しが悪い。 

 

４．設計計画 

ボリューム検討①～④のそれぞれのメリットを活かしデメリッ

トに配慮したボリュームを導出した。 

･高層棟を真ん中に配置し、シンボルとする。ただし、軸を傾け

て川側と駅側の空間をつなぐによう配慮した(①)。  

・高層棟の両側に低層棟を並べて周囲と馴染ませる(②)。 

・低層棟を分配することでできた空地に緑の空間を設け、単調

にならないように建物の高さを変えてリズムを与える(③)。 

・敷地の端から端までデッキを架けて全ての空間に繋がりをも

たらす(④)。 

 

参考文献 

[1] 東京都都市整備局

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/cpproject/field/meguro/saikaihatsu1.html 
[2] しながわweb写真館http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/photo/?cls=photo 
[3] 品川区史 
[4] 品川区統合型地図情報サービス 
http://www.sonicweb-asp.jp/shinagawa/map?theme=th_15 

エリア 面積 法定容積率 最大床面積 

a 1280.69㎡ 800% 10245.52㎡ 

b 939.96㎡ 800% 7519.68㎡ 

c 2946.35㎡ 500% 14731.75㎡ 

d 516.38㎡ 0% 0㎡ 

合計 5683.38㎡ 571％ 32496.95㎡ 

写真８ 現状俯瞰 写真９ 現状東側 

写真１０ 高層型俯瞰 写真１１ 高層型東側 

写真１２ 低層型俯瞰 写真１３ 低層型東側 

写真１４ 分配型俯瞰 写真１５ 分配型東側 

写真１６ 壁型俯瞰 写真１７ 壁型東側 

図４ 東側立面図 

図３ 用途地域別に分割した敷地(a～d) 



市街地にあるサッカー専用スタジアム 〜日立柏サッカー場の建替計画〜 
CY12032 田口 真也 

指導教員 前田 英寿

１．研究の背景と目的 

 日本のプロサッカーリーグであるJリーグ全体の観客動員数

は近年増加している。それはJ3が参入したことが大きな理由で

ある。トップリーグであるJ1は日韓ワールドカップ開催の2002年

前後増加した後、現在は減少または停滞している。その理由

としてサッカーを見る環境が整っていないということが考えられ

る。形状・構造(ピッチとの距離、角度や規模)、機能(サッカー

以外の用途も含む)、立地(周辺環境との関係)に着目し、サッ

カーに魅せられ、周辺地域の人々もチームを応援するようにJ

リーグを活気づけられるサッカー専用スタジアムを提案する。 

 

２．事例調査 

 現在J1・J2で使われているスタジアムは全国に40箇所あり、

そのうちサッカー専用またはサッカー・ラグビー兼用型競技場

は15箇所、サッカー専用競技場は5箇所ある。その中で国際

大会が開ける規模のスタジアムは3箇所(埼玉スタジアム、カシ

マサッカースタジアム、豊田スタジアム)ある。それらと、海外の

都市型の事例2箇所（スタジオ・ジュゼッペ・メアッツァ、オール

ド・トラフォード）を調査した。表1は国内最大規模の総合陸上

競技場である日産スタジアム（収容人数72,327）との比較図と

周辺地図、断面図である。 

 

３．設計計画 

３−１.敷地選定 

次の3点から設計対象を日立柏サッカー場にした。 

・	 使用クラブのタイトル獲得経験があるのに小規模で国際

大会の開催が不可である 

・	 中心市街地に近接している 

・	 同じ地域内に国際大会を開催可能なスタジアムがない 

３−２.日立柏サッカー場について 

 千葉県柏市（人口41.1万）に所在し、JR柏駅から徒歩約20分、

収容人数は15,349の小規模のスタジアムである。ピッチと客席

との距離が近く、サッカーファンに好評である。現在までに何

度か改修・増築したが、簡易な鉄骨スタンドの老朽化が著しい。

敷地は三角形で、北方向にJR柏駅がある。周辺は住宅市街

地で、北東辺は幹線道路に面し、南辺は崖地である。 

３−３.コンセプト 

 以下の4点を軸にサッカー専用スタジアムを提案する。 

・	 柏のアイコンとなるスタジアム 

・	 地域に開かれたスタジアム 

・	 国際規格を満たしたスタジアム 

・	 ピッチに近いアットホームなスタジアム 

表１ 事例一覧表 （参考文献[4]〜[7]） 



３−４.配置計画 

 以下のように配置を計画した（図1）。 

①柏駅からの人の流れを受けるように、柏駅側の角の二等分

線上にスタジアムを配置する。 

②スタジアムと公園を一体に感じられるように、大屋根をスタジ

アムと公園に架ける。 

③三角形の敷地に対し屋根も三角形にし、敷地と屋根をずら

すことで半屋外と屋外の2つの空間を生み出すようにする。 

④敷地の二等分線と屋根の底辺を平行配置する。 

JR柏駅からの

歩行者を北側

のメインスタン

ドで受け止め、

車は西側の道

路 か ら ア プ ロ

ー チ す る 。 選

手 ・職 員 ・VIP

も 西 側 か ら 地

下に向かう。 

３−５.大屋根の形状 

 大屋根は正三角形を基本に複数検討した結果、三辺がアー

チになりスタジアムと公園を包み込む曲面とした（図3 E）。1辺

が360mで、アーチの最高高さは42mである。 

 

３−６.スタンド 

 スタンドと屋根はそれぞれ独立した構造物とする。約4万人

収容で、スタジアムはピッチとスタンドの距離7m（メイン・バック

スタンドからは10m）、高低差を0.5mと近くし、現状と同じくアッ

トホームなスタジアムにする。スタンドの傾斜は下段スタンド（1

階席）が20°で、VIP席は25°、上段スタンド（2階席）は36°と

し、上方の席でも観戦しやすい。スタジアムの最高高さが25m

で地上5階建てである。ピッチのレベルは地下1階で、地下1階

と1階（メインスタンドは地下2階も含む）は選手や関係者のエリ

アである。観客は2階のスタジアム四隅から入場し、最大幅

17mの大コンコースを通り客席へ向かう。四隅の階段から上段

スタンド（2階席）へ向かう。3階は全てVIPエリアとなり、2208席

ある。2階の大コンコースに売店を配置し、トイレは1階するとと

もに、トイレは1階にあり、階段で降りて向かう。内側を全開放し、

どこからもピッチを見渡せる。外側も開放し、スタジアム外の空

気が感じられ、外からもスタジアム内の雰囲気が感じられる。こ

うして地域に開いたサッカースタジアムを実現する。 

 

 

 

 

参考文献 

[1] 新建築 (2001 年 9	月号	 P.196〜203) 

[2] 近代建築 （2001 年 9 月号	 P.112〜119、P.120〜127） 

[3] 建築技術 (2002 年 4 月号	 P.68〜71、P.72〜75、P.100〜103、)	

[4] 写真引用 http://panoramic-paranoid.blog.jp/archives/54040709.html 

[5] 写真引用 http://blog.livedoor.jp/footballarashi/archives/1516721.html 

[6] 写真引用 http://sports-crowd.net/detail.php?no=826 

[7] 写真引用 http://www.fotoseimagenes.net/old-trafford 

 

図１ 配置ダイアグラム 

図２ 配置図 

図３ 屋根スタディ 

図７ 地上階平面図 

１ 選手用地下道と試合関連エリア、２ 選手控室と試合関連エリア、３ 事務室など

の職員エリア、４ 大コンコース、５ VIP エリア、６ 小コンコース 

図６ メインスタンド断面詳細図 

図４ 東側立面図 

図５ 西側立面図 



CY12035

１．研究の背景と目的

２．研究対象の概要

　F2 ハイツは築 25 年、地上 4階建、全 16 室のマンショ

ンである。全室 1DK であり現在は満室だが、3～ 4室あ

くこともある。また単身者の入居が多い。

空洞化市街地の再生を目的とした

マンションのコンバージョン
藤 麻希子

指導教員 前田 英寿

現在日本には、空き家や空き店舗が増加し活気が失わ

れている街が多く存在している。私が生まれ育った博多

区麦野もそのひとつである。本研究では、かつて商店街

を中心に賑わったこの街の再生を目的とし、現在空室の

目立つマンションのコンバージョンを提案する。

．

(１)対象地域

福岡県福岡市博多区麦野にある F 2 ハイツを取り上げ

る。西鉄雑餉隈駅から徒歩 1 分、JR 南福岡駅から徒歩

10 分にあり、福岡県の中心地である天神、博多まで、そ

れぞれ電車で 20 分以内でアクセスできる。対象から

50m ほどの距離にある「 銀天町商店街」は駅直結という

立地の良さから 20 年ほど前までは賑わいを見せたが、

現在は高齢化や人口の減少、風俗店の撤退により、空き

店舗が目立つ所謂「 シャッター商店街」である。

(２)対象建物

　

雑餉隈駅

銀天町商店街

F2ハイツ

0 20 40m

F2 ハイツ

0 5 10 15m

3. 参考事例

　コンバージョンの先進事例を調査した。

(１)黄金町バザール

　横浜市日の出町、初音町、黄金町一帯にかけてコンバー

ジョンが行われた。アートによる街の再生を目指し、国

内外のアーティストや建築家の実験の場として街を開放

して活性化に成功した例。この地域は風俗街の摘発によ

り空家が増加した点で研究対象と類似している。

図 2　現況平面図 [1]

図 3　現況断面図 [1] 図 4　現況断面図 [1]

写真 3 西側前面道路から　

写真 5　西側 

写真 4　東側

図 5周辺配置図

図 1周辺配置図

写真 1　商店街内部 写真 2　商店街入口

写真 6　コンバージョン前 [2] 写真 7　コンバージョン後 [2] 



６．おわりに

　空家や空き店舗が目立ち活気を失っている町は多く存

在しており、リノベーションの例は多くあるが、コンバー

ジョンの例は日本にはまだ少ない。今後は、このような

街の活性化のきっかけになるようなコンバージョンの可

能性についてさらに追及していきたい。

５．設計提案

４．設計の方針

　B案は外観内部共に大きな改変は難しいが、増築の工夫

によってあらゆる可能性があるというメリットが大きい。

以上の点から B案で設計を進めることとした（図 7）。

　九州大学芸術工学部は環境設計学科、工業設計学科、

画像設計学科、芸実情報学科、音響設計学科の５学科か

ら成る。現在の２住戸を１室に併合して５つの展示室を

作り、５学科それぞれに１室ずつ割り当て、それぞれの

学科の特徴を表した展示室を提案する。その他に受付兼

アトリエ、収蔵庫、学科紹介室をそれぞれ配置した。

 

F 2ハイツの最寄り駅雑餉隈駅から2駅離れた西鉄大橋

駅近くに立地する九州大学芸術工学部の学生作品を展示

する美術館にコンバージョンする。 現在、芸術工学部に

は学生が作品の展示・閲覧を行うことが出来る機会は充

分ではない。 このマンションを芸術工学部の学生の美術

館にとして街に開くことで、活気がなくなったこの街に

活気を取り戻すきっかけになるのではないかと考えた。

 

R Cまで含めて大幅改変するA案と、既存のR Cに手を

加えず増築を工夫するB案の2案を比較検討した。

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A案はR Cを大幅改変することにより、既存の外観、内

部共に大きく変えることができるメリットがある一方

で、内部に大きな吹き抜けを作るという様に床や壁に多

く手を加え、コスト面から現実的ではない（図 6）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献 

[1] F2ハイツ竣工図 

[2] http://forum.10plus1.jp/renovation/forum/repo019-

kogane/report019.html

 http://www.homes.co.jp/renovation/case/case-38813/ 

芸術情報設計学科

音響設計学科

画像設計学科

環境設計学科

工業設計学科

ラウンジ 収蔵庫アトリエ

学科紹介

テラス

展示展示

展示 アトリエ

収蔵庫

受付

テラス テラス

スロープ

展示展示

芸術情報設計学科

画像設計学科

サービスバルコニー

環境設計学科
音響設計学科1 階平面図 1階平面図

２~４階平面図 ２~４階平面図

図 11　1 階平面図 図 12 2 階平面図

図 13 3 階平面図 図 14 4 階平面図

図 10　断面図

収蔵庫

展示
アトリエ

入口

車
寄
せ

駐車場

（１）学生美術館への転用

 

 

 

 

 

 

サービスバルコニー
工業設計学科

学科紹介

（２）既存構造の扱い方

収納アトリエ

ラウンジ

（２）東京都江東区　アルト深川 2F

　東京都江東区にあるあると深川は、築 25 年、専有面

積 39㎡であり、2DKを 1LDK にリノベーションしている。

築年数と専有面積が研究対象と類似する例である。

左　図 6

　　リノベーション前 [3]

右　図 7

　　リノベーション後 [3]

1992 年

図 8　大幅改変 A案 図 9　増築工夫 B案

[3] 



景観保全制度とその波及効果 

―埼玉県川越市を事例に― 

CY12038 永瀬 晴香 

指導教員 前田 英寿 

１． 研究の背景と目的 

川越にはまちづくりに関する条例が多数存在する。

また、伝統的な街並みを残す小江戸として全国的に有

名であるため、歴史的景観に関する条例も市や国によ

って複数制定されている。 

本研究では、具体的にど

のような制度を設けている

のか、その制度を受けてど

の程度歴史的景観を守るこ

とができているのか、また、

制度の範囲外への影響を現

地調査をふまえて検討する。 

JR 川越線と東武東上線、

新河岸川、三番町通りに囲

まれた敷地を調査範囲と設定する。 

２． 川越市における既存の景観保全制度 

(１) 文化財 

文化財保護法に基づき重要なものを国宝や重要文化

財等として指定、選定、登録する。国と県の指定文化

財は主に寺院や神社、市の指定文化財は個人住宅が多

く指定されている傾向がある。指定文化財の他にも、

重要文化財指定制度を補う制度である登録有形文化財

が制定されており、近代的な建築物や蔵などが登録さ

れている。この登録有形文化財は後述の都市景観重要

建築物と重複して指定されているものが複数存在する。 

(２) 重要伝統的建造物群保存地区 

 伝統的建造物群が形成している歴史的風致を維持す

るため、伝統的建造物群の主として外観上認められる

その位置、形態、意匠等の特性について、その周囲の

環境と合わせて保持することを目的としている制度。

市町村が申請し、国が価値が高いと判断したものを選

定する。川越では約7.8ヘクタールの範囲が指定されて

いる。(図3) 

(３) 都市景観形成地域 

 歴史的町並みが残る旧城下町や現在の中心である駅

周辺など、川越の特色を表す地域などを指定し、それ

ぞれの地域の都市景観の特性を考慮しつつ、地域の

人々と行政が共働しながら、重点的かつきめ細やかに

都市景観の形成を図る地域のことである。現在、十カ

町地域、クレアモール(八

幡通り・中央通り)周辺地

区都市景観形成地域、川

越駅西口地区都市景観形

成地域の３つが制定され

ている(図3)が、本研究で

は川越駅西口地区都市景

観形成地域は取り扱わな

いものとする。 

(４) 都市景観重要建築物 

 川越市都市景観条例により、川越の都市景観を形成

する上で重要な価値があると認められる建造物を都市

景観重要建築物に指定し、保存している。指定は、よ

り厳しく守られている指定文化財や伝統的建造物群保

存地区内を除いた地域で進められている。現在市内で

は77件指定されている。 

３． 川越市の建築物調査 

３．１ 調査の方法 

 川越市にて現地踏査を行い、建築物の構造や材質の

老化具合等から川越の歴史的景観に則していると判断

したものを建築物の構造、使用用途、保存状況によっ

て分類した。 

３．２ 建築物の分類 

(１)木造 

 

 

 

 

 

図 1 調査範囲 図２ 条例指定範囲 

保存状況 良い 普通 良くない 



(２)木造(増改築)  

 

 

 

 

(３)土壁 

 

 

 

 

(４)蔵造り 

 

 

 

 

(５)近代建築 

 

 

 

 

(６)模倣 

 

 

 

 

 

 

４．結語 

 川越市に現存している、制度などによって保存指定

されていない伝統的な建築物の大多数は木造であった。

地域ごとの分布では、十カ町地域とその他の地域がほ

ぼ同数であり、クレアモール地域が大幅に少ないとい

う結果だった。十カ町地域内では比較的店舗が多く、

その他の地域では住宅が多いという傾向にあった。蔵

造りの建築物の大多数は文化財や都市景観重要建築物

に指定され保護されているため、特に指定されず現存

しているものは少なかった。 

 保全制度の波及効果については、十分に発揮してい

ると言えるであろう。 

 

 
参考分献 

[１]川越市ホームページhttps://www.city.kawagoe.saitama.jp/ 
[２]文化庁ホームぺージ http://www.bunka.go.jp/ 
[３]都市景観重要建築物 川越市 

[４]川越建物細見 

良い 普通 良くない 

良い 普通 

普通 

良い 普通 良くない 

良い 

図３ 歴史的景観建築物分布図 

表１ 指定外建築物一覧 

木壁 土壁 蔵造 近代 模倣 住宅 店舗 他 空家

1 ○ ○ ◎ 海産物

2 ○ ○ ○ カフェ
3 ○ ○ ○
4 ○ ○ ◎
5 ○ ○ ○
6 ○ ○ ○ 1階店舗部分を改装
7 ○ ○ ○
8 ○ ○ ○ 一部壁面を改装(トタン)
9 ○ ○ ○ 前面部分を大幅に改装
10 ○ ○ ◎ 店舗兼酒蔵
11 ○ ○ ◎ カフェ
12 ○ ○ ◎ まめ屋
13 ○ ○ ○ 福屋
14 ○ ○ ○ 眼鏡屋
15 ○ ○ ○ はんこ屋
16 ○ ○ △
17 ○ ○ ○ 和菓子屋
18 ○ ○ ○ ◎
19 ○ ○ △ 旅館(一部文化財指定)
20 ○ ○ ○ 店舗部分屋根増設
21 ○ ○ △ 店舗部分改築
22 ○ ○ ○ 商工会議所　カフェ
23 ○ ○ ○ 店舗入り口改築
24 ○ ○ ◎ 山車保管蔵
25 ○ ○ ◎ うなぎ
26 ○ ○ ◎ 和小物
27 ○ ○ △
28 ○ ○ ○ 長屋
29 ○ ○ △
30 ○ ○ ○ 元料亭
31 ○ ○ △ ロートレック(飲み屋？)
32 ○ ○ ○
33 ○ ○ ○ 営業しているかは不明
34 ○ ○ ◎ 一部壁面改築
35 ○ ○ ○
36 ○ ○ ○
37 ○ ○ ○
38 ○ ○ ○ 営業しているかは不明
39 ○ ○ △
40 ○ ○ ◎
41 ○ ○ ◎
42 ○ ○ △
43 ○ ○ ○
44 ○ ○ ○
45 ○ ○ ○
46 ○ ○ ○
47 ○ ○ △
48 ○ ○ ○ デイリーサービス
49 ○ ○ ○
50 ○ ○ ○
51 ○ ○ ○
52 ○ ○ ○ 一般住宅の倉庫
53 ○ ○ ◎
54 ○ ○ ◎
55 ○ ○ ◎ 教会
56 ○ ○ ○
57 ○ ○ ○
58 ○ ○ ○
59 ○ ○ ○
60 ○ ○ ○
61 ○ ○ ○
62 ○ ○ ◎
63 ○ ○ ◎
64 ○ ○ ◎
65 ○ ○ ◎ 蔵造り部分以外新築
66 ○ ○ ○
67 ○ ○ ○ 一部改築
68 ○ ○ △
69 ○ ○ ○ 店舗部分改築
70 ○ ○ ○ 店舗部分改築
71 ○ ○ △ 全体的に改築
72 ○ ○ ◎ 蔵造の模倣
73 ○ ○ ◎
74 ○ ○ ○
75 ○ ○ ○ 蔵
76 ○ ○ ◎ 蔵
77 ○ ○ ○
78 ○ ○ ◎
79 ○ ○ ○
80 ○ ○ ◎
81 ○ ○ ◎ 蔵造の模倣
82 ○ ○ ○
83 ○ ○ ◎ 蔵
84 ○ ○ ◎ 蔵
85 ○ ○ △
86 ○ ○ ◎
87 ○ ○ ○
88 ○ ○ ○
89 ○ ○ ○ 赤く塗装されている
90 ○ ○ ○ 一部改築
91 ○ ○ ◎
92 ○ ○ ○
93 ○ ○ △
94 ○ ○ ○
95 ○ ○ ◎
96 ○ ○ ○
97 ○ ○ △
98 ○ ○ ○
99 ○ ○ △
100 ○ ○ ○ 蔵
101 ○ ○ ○
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図 2 ガイドブック例 

まちあるきカードによる都市形成史の見える化 

-博多港歴史ガイドブック- 

CY12042 福島 望 

指導教員 前田 英寿 

１ 研究の背景と目的 

 九州の拠点、かつてアジア大陸との交流の場であり元寇

や福岡城築城など歴史の舞台になった博多港。現在は水と

緑、港と街が共存する臨海都市である。その鍵となった博

多港の都市形成に着目してまちあるきカード及びガイド

ブックを試作する。奥深い博多港の歴史を発信することで、

元来の地形から積み重なる名残を身近に感じるメディア

としたい。 

 

２ 博多港都市形成の変遷 

福岡市博多港の埋め立てによる都市形成の変遷を調査

する。方法としては文献、古地図や絵図、和歌や石碑、地

名や道筋、土地の標高を参考にした。人の手が加えられて

いない古い地形を土台として、現在までの埋め立ての変遷

をたどり都市形成の変遷地図を作成した。 

      

   

    

図１ 都市形成の変遷地図 

 

 

変遷地図を作成する際に参考にしたのがかつての海岸

線にまつわる由来や現物だ。文献、古地図や絵図、和歌や

石碑、地名や道筋、土地の標高などかなり残っていること

に気付いた。このほとんどが 1200年頃から 1960年の間の

ものである。1960年以降は国土地理院の管理によって都市

形成の様子は明確だ。しかし、港湾発展の為に土地を広げ

る埋め立てがほとんどだったためか、海岸線の手掛かりが

残っていなかった。今回は海岸線の手掛かりが多い 1960

年頃までの変遷に注目する。 

 

３ 都市形成史の見える化 

都市形成に関する地点のガイドブックとまちあるきカ

ードを制作する。ガイドブックには都市形成に関する地点

の情報をまんべんなく記載する。まちあるきカードには海

岸線が近かった所以をピックアップして記載する。最終的

には推奨するまちあるきルートを提案し、実際に手にもっ

て歩けるような成果物と目標とする。 

1） ガイドブック 

元寇時代から現代までの

埋め立ての変遷地図と絵

図等をもとに各年代の特

徴をまとめる。都市形成史

とともに博多港湾史を整

理した。ガイドブックとし

て記載するのは 29か所で

ある。都市変遷の手掛かり

となった事柄とともにそ

の地点の情報を紹介する。

内容としては、名称、地点、

古地図と現代地図の比較、海岸線との関係、住所、アクセ

ス、要約、説明である。基本的に寺院、神社、石垣が多く

1274 年 -1800 年 -1926 年 

-1936 年 -1960 年 -1966 年 

-1972 年 -1990 年 現在 



を占め、そのほとんどが案内板や石碑で説明されている。

例外としては石垣や道筋など現物がのこる場合で、この場

合は地図と絵図を参考にして紹介している。 

表１ ガイドブック項目一覧 

 名称 年代 住所 

1 

 

住吉神社 737 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉 3-1-51 

2 櫛田神社 757 〒812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町 1-41 

3 沖濱稲荷神社 806 〒812-0029 福岡県福岡市博多区古門戸町 3-8 

4 綱敷天満宮 901 〒812-0024 福岡県福岡市博多区綱場町 5-7 

5 鏡天満宮 901 〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町 3-1 

6 袖の湊 1161 福岡県福岡市博多区下呉服町・中呉服町付近 

7 湊橋 1161 〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町 3付

年代別近 
8 龍宮寺 1222 〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町 4-21 

9 博多小学校石垣 1274 〒812-0023 福岡県福岡市博多区奈良屋町 1-38 

10 御舟入 1641 〒810-0802 福岡県福岡市博多区中洲中島町

3-22  
11 大水道 1701 福岡県福岡市博多区下呉服町・中呉服町付近 

12 楊ヶ池神社跡 1756 〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町 4-2 

13 中州   福岡県福岡市博多区中洲 

14 鴻臚館 688 〒810-0043 福岡県福岡市中央区城内 1 

15 福岡城堀 3 門 1601 〒810-0043 福岡県福岡市中央区城内 1 付近 

16 裁判所前の石垣 1601 〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門 1-7-1 

17 横矢掛かり 1601 〒810-0043 福岡県福岡市中央区城内付近 

18 黒門川 1601 〒810-0055 福岡県福岡市中央区黒門６−１６ 

19 紺屋町堀と肥前

堀 

1601 〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門周辺 

20 船賃町 1610 〒810-0055 福岡県福岡市中央区黒門 6 付近 

21 黒門水導観音 1612 〒810-0055 福岡県福岡市中央区黒門６−１６ 

22 波戸(波奈） 1625 〒810-0075 福岡県福岡市中央区港 3 付近 

23 草香江浦の石柱 1631 〒810-0052 福岡県福岡市中央区大濠１丁目

6-33 
24 杉土手 1661 〒810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園 2付

近 
25 黒瀬神社 1732 〒810-0075 福岡県福岡市中央区港 3-9-25 

26 永倉(永蔵) 1857 〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門 3 付近 

27 須崎公園の石垣 1864 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 5-2 

28 午砲場跡 1873 〒810-0075 福岡県福岡市中央区港 3-3-13 

29 大濠公園 1926 〒810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園 

 

2） まちあるきカード 

ガイドブックの海岸線の手掛かりとなった箇所を 1つず

つはがきサイズのカードとして作成する。都市形成の由来

のみに限定し簡潔に説明する。名称、地点、古地図と現代

地図の比較、住所、アクセス、要約、説明を載せる。 

 

図 3 まちあるきカード例 

 

カードによってまちあるきのお奨めルートを提案したり、

各個人が決めたルートを計画したりする。他には年代順に

並べる、神社や石垣などテーマごとに並べる、このように

組み合わせを変えることで様々なニーズに合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 カードの使い方 

 

図 5 まちあるきマップ 

 

４ 制作を終えて 

研究成果を見える化させる方法としてガイドブックと

まちあるきカードを制作した。自分の住む街はこんな場所

だったのか！と知るきっかけとなること、また新しいジャ

ンルとして確立し、まちあるきをするきっかけになってほ

しい。福岡博多の魅力を都市形成の観点から再発見するこ

とで、普段見慣れた街にも違った一面があり、元来の地形

から積み重なる名残が身近に残っているということが伝

われば嬉しい。 

 

５ 参考文献 

国土交通省国土地理院 http://www.gsi.go.jp/ 

福岡路上遺産-身近に残る歴史の痕跡-http://y-ta.net/ 

年代別 

神社 

石垣 



川辺の温泉旅館—神奈川県相模原市澤井川— 
CY12045 松永 謙太 

指導教員  前田 英寿 

１．研究の背景と目的 

本研究は、都心の集合住宅に住む人が、都心から近くでも

非日常な空間を提供できる和風の温泉旅館を提案する 

 

1.1.温泉街 

温泉街には、湯治型温泉、宿場型温泉、秘湯型温泉の三

つがある。湯治型温泉は自然豊かな土地や海岸沿いに立地

し、地域の特徴が現れやすい温泉街である。宿場型温泉は

もともと宿場が原型のため、交通の便に恵まれた土地に発

展してきた。秘湯型温泉は本物の自然環境にあり、その多

くが、源泉掛け流し、自家源泉に象徴される。 
 

1.2.温泉建築 

温泉建築の基本は、日本の伝統的な建築文化の様式を伝

える「書院造り」や「数寄屋造り」である。書院造りは、

床の間等、床の間脇の縁側に張り出した出窓風の飾りを備

えた豪華なものであり、数寄屋造りは用材を白木のまま塗

装をしない無装飾、面川柱などを特色とする。 
日本の旅館の客室において、備えなければならない特徴

的な建具は、本床、縁側、欄間、天井、障子、窓である。

特に欄間、障子などは、その地域による伝統、技術が現れ

る意匠的な部分である。外観としては屋根、渡り廊下など

が挙げられ、見せ方に様々な工夫がある。 
 

1.3.浴室の種類 
浴室としては、主に、木材、石、凝灰岩などが使われる。

木材は、檜、ヒバ、槙、松等である。どれも温泉の成分に

腐食されにくい。凝灰岩は濡れると滑りにくくなり、浴槽

だけでなく洗い場などでも使われる。木と石では質感は異

なるが、いずれもその土地の素材を使うことで、独特の風

情を演出し、温泉の魅力の一つとなる。 
 

２．設計対象地の調査 

	 設計対象敷地を神奈川県相模原市緑区澤井とする。	  
2.1.地域の概要 
	 澤井は東京都心から約一時間かかる神奈川県相模原市

緑区藤野にあり、JR中央本線と中央自動車道が通り、四
方を山々に囲まれ豊かな河川が貫流する森と水と湖のま

ちである。県下最古の民家である国指定重要文化財の石井

家住宅もある。相模湖の南岸に位置する「藤野アートヴィ

レッジ」では、芸術家たちが出展できる。 
 

 
 
2.2.計画敷地 
	 藤野の自然と川と斜面に着目し、旧澤井小学校である藤

野体験の森やませみを設計敷地とする。道路から橋を使っ

て敷地に入る。周辺は緑で囲われ付近にある澤井川は、山

の上部に位置するため、水質がよく、近隣住居者も水を汲

みや、川辺で魚釣りをする人もいる。 

 

 

３．設計提案 

3.1.設計趣旨 
藤野駅からバスで１０分の立地で山奥まで広がる緑、流れる

川、そして見晴らしが良い程よい斜面。この三点を生かす設計

とする。 

 

 
 

図 １	 敷地周辺図 

写真１	 旧澤井小学校と澤井川 

図 ２	 １階平面図兼配置図 



4.2.設計計画 
(1)配置計画、外構計画 
	 施設の構成として、ロビー兼食事処、山側宿泊棟、川側

宿泊棟２棟、浴場棟の計５棟の分棟を渡り廊下で繋げ構成。

渡り廊下が木々を通り抜け散策できる。(図2) 
 
(2)宿泊棟 
	 宿泊棟には全室

露天風呂が付いて

おり、周辺の自然を

部屋で味わえるよ

う完結できるよう

対応している。 
	 山側は三階建て

の横並び一棟で完

結されており、屋上

テラスがあり、そこ

から景色を眺める

ことができる。川側 
は、露天風呂が川の音、流れに近づくことができる。

 
 
(3)ロビー・食事処 
	 ロビー兼食事処は、

二階建てになってお

り、食事空間が吹き

抜けとなっており、

開放感を味わえるの

と共に、川辺の景色

を広々と見渡すこと

ができる。ここを起

点に、渡り廊下を使

い、各棟に行き来す

る。 
 
 
 
 
 
 

 
(4)浴場棟 
	 大浴場は、川側の

景色を味わえるよう

広々とした大ガラス

で見渡せるようにし

た。浴場は様々な高

さがあり、それぞれ

好みの場所を選んで

入浴できる。外には

露天風呂もある。 
 (5)イベント企画 
渡り廊下には自然を

味わえる休憩空間が

あり、そこには、足

湯や藤野アートヴィ

レッジからきた芸術

家たちの骨董教室や 
ガラス細工などのイ 
ベント空間がある。 

 
 ４．結語 
	 本研究では、都心から近い場所に湯治型と宿場型の中間

の温泉旅館を設計した。軽井沢や沖縄などのリゾート地は、

時間とお金がかかる。身近な場所に絞って計画した。 
参考文献 

[1] 松田忠徳: 温泉手帳, 東京書籍 (2012-3) 
[2] 鈴木一夫:江戸の温泉三昧,中公文庫 (2014-9) 
 

 
 
 

図 7	 全体断面図 

図 3	 川辺客室平面図断面図 

図 5	 ロビー兼食事処平面図断面図 

図 6	 浴場棟平面図断面図 

写真 2	 設計提案模型写真 

図 4	 山辺客室平面図立面図 



観光地における公共空間 

-とちぎの奥庭- 
CY12047 森澤 昌典 

指導教員 前田 英寿 

１．はじめに -地方都市の観光地化-                 

 今日の地方都市行政は、何かと観光地を目指し町並整備

を行う。時には町そのものがテーマパークとなっている場合も

ある。それは、外来者にとっては非日常を楽しめるが、それが

日常の住民にとっては必ずしも魅力的な町とは言えない。つ

まり、街の外へ向けての政策に関心が高い地方都市行政は、

住民との間に乖離が生じ、街に亀裂が走りはじめている。

人口減少と騒がれている現代だからこそ、住民が真に求める

街とは何なのか、思案すべきなのではないだろうか。 

本計画では、“蔵の街 とちぎ”にある豊かな自然環境や人情

を用い、とちぎを特徴付ける蔵の街並景観を尊重しつつも、住

民同士が憩い繋がれる空間の創出を志向する。 

   

 

３．敷地情報 -関東屈指の商都だった とちぎ-          

 とちぎは 1617 年の江戸幕府開

祖徳川家康の霊廟を日光山へ建

立するに伴う江戸からの建設物資

等の荷揚げ地として、1646年に始

まる京都朝廷から毎年派遣される

例幣使の通る街道の宿場として

位置づけられ、北関東一の商都

に発展した。廃藩置県まで画一し

た支配体制が敷かれなかった背

景もあり、現在でも住民の街づくりへの関心は高く、行政の一

方的な政策に反感を抱く住民も多い。このようなとちぎの住民

が醸し出す雰囲気に惹かれ、全国各地からとちぎの蔵で商い

をしたいという人が訪ねてくる。 

 

 

４．敷地選定 -巴波川が創った空地 錦町の川端-        

４－１ 歴史的な街が二つ並ぶ市街地 

 とちぎは、例幣使街道の宿場である栃木町と、それに隣接す

る新田村であり、現在は重要伝統的建造物群保存地区に指

定されている嘉右衛門町から成り立っており、各々中心人物

の話を聞くと、それぞれ強い縄張り意識を持っていた。 

 

４－２ 自然環境が豊かな街 

 一方で関東平野の北端に位置する栃木は、夏は陸風と海風

が、冬は西北西の方角から乾いた空気が“赤城おろし”として

吹き降ろす。また、吹上扇状地の湧水帯に位置し、地下水が

豊富であり、透水性の大きな土壌によって雨期と乾期で 1.5m

もの変異がある地下水位は、自噴している場所もある。 

 

４－３ 巴波川の力によって失われた公共空間 

 とちぎの大黒柱であった巴波川は住民の商いを支えた一方、

“暴れ川”の異名を持ち、住民が交流していた写真.3 のような

川辺の公共空間を抉り取っている。その際対岸に生まれた空

地の一部を対象敷地として設計を行う。 

写真.1/2 同じような町並 左：埼玉県川越市／右：栃木県栃木市 

 

図.1 とちぎの位置と周辺環境 

 

写真.3 当時の風景(幸来橋ポケットパーク) 

(撮影：栃木市) 

 

図.2 栃木町と嘉右衛門町関係図 

図.3 巴波川の軌跡変更(図.2 中①部拡大) 

図.3 栃木市の降水量と嘉右衛門町付近の地化水位の変位 

(情報提供：栃木消防署) 

0

50

100

150

200

250

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

降水量(mm) 水位(m) 降水量と地下水位の変位

降水量 地下水位



５．提案 ―とちぎの奥庭―                      

 錦町の川端、巴並川によって創られた空地に住民のための

空間を提案する。蔵が立ち並ぶ景観に寄り添いつつ、全国か

ら訪れるとちぎで商いをしたい人の仮の見世があり、住民同士

が営みを共有し合える空間の創出を目指す。 

川沿いという、街からしたらほんの些細な場にとちぎを凝縮

した空間を提案することで、住民の営みはとちぎ地域全体に

飛散する可能性を孕み、歴史的な建物がありつつも人々の営

みが溢れる、生き生きとした街に生まれ変わることが出来る。 

 

５－１ 全体計画 

 

川と街道に挟まれた矩形の町割は、川沿いに蔵が建ち、街

道側にはおもてなし空間である見世蔵があり、両者の中間に

住人の憩いの空間である奥庭がある。 

この構えを転用し、現在の道である車道からは堂々とした蔵の

ような構えが見え、その最奥に住民の公共空間である奥庭が

ある。この構えは同時に、夏は見世側から風を取り込み、冬は

蔵側で赤城おろしを受ける計画である。 

 

５－２ 歴史的な街並みの持つ価値 

 既存の町屋を風解析した結果、奥庭へ風を送るための最適

な形態となっていることが分かった。 

 

図.5 の通り、朱色の壁で風を隣地へ受け流し、桃色の壁で

奥庭へ引き込む「壁の立て方」と、風圧を用いた些細な流れを

作る「屋根／庇」の 2 段階で風を操作、形態の検討をする。 

 

６－３ テクスチャ 

 とちぎ地域特産の大谷石と岩舟石を用い、素材の特徴を生

かした自然環境との関わり方を模索する。 

 

①大谷石 

軽石凝灰岩である大谷石は、多孔質

のため密度が低く、軽量で加工もし

やすい。一方で吸湿性と透水性があ

り、空気も透過するため、外部環境を

屋内に引き込める。 

 

②岩舟石 

角礫凝灰岩である岩舟石は、大谷石

に比べ堅く、石垣や基礎に使われる。

吸湿性も透水性もない岩舟石は、大

谷石の対極の性質を持つと言え、外

部環境の侵入を阻止できる。 

 

６．終わりに-地方都市の今後-                     

 本研究では、観光地化へ向かう地方都市の栃木県栃木市を

例に、住民が求める魅力的な街、それを実現させるための建

地区空間を思案した。既存のハードの整備がメインとなってし

まう観光地ではなく、ソフトの整備を実現させるための建築を

設計し、それが街に還元され、地域に活力が生まれる提案を

した。確かに歴史的な建物は価値があり、見学に訪れる人は

いるだろう。しかし、住民の営みがあっての街ということを重視

したとき、観光という外的営力に頼らずとも、街の魅力創出が

出来るのではないだろうか。 

 

参考文献 
〔1〕 財団法人日本ナショナルトラスト: 

平成 17 年度観光資源保護調査 栃木の町並み景観,2006, 
財団法人日本ナショナルトラスト 

図.4 全体計画 

図.5 風の流れ方 

図.6 大谷石 

図.7 岩舟石 

図.8 イメージパース 2(蔵ではなく川辺の人々の営みが見える空間) 

図.8 イメージパース 1(流れに寄り添う屋根を持つ外観) 



緩傾斜型堤防と後背地のデザイン 

-東京都足立区小台・宮城地区隅田川沿い- 

CY12051 山口諒子 

指導教員 前田英寿 

1．研究の背景と目的 

河川は潤いのあるオープンスペースとして沿川市街地と

ともに魅力的な空間を創出するだけでなく、災害時には延

焼遮断や避難場所の役割も果たす。河川の安全性の確保

と河川沿いの環境は堤防の形に大きく影響される。東京都

のシンボルといえる荒川・隅田川は戦後、大きく悪化した水

質や度重なる水害から守るためにコンクリートの防潮堤防が

築かれ、人と川を隔てている部分が多い。本研究で取り上

げる荒川と隅田川に挟まれた東京都足立区小台・宮城地

区では、老朽化した防潮堤防、川に背を向けた建築物が多

い一方で、公共交通が発達し、集合住宅や商業施設の建

設が続いている。堤防の改修と共に安全快適で潤いのある

豊かな沿川市街地を考える。 

 

2．隅田川の治水と背景 

2-1．隅田川の堤防 

次の図は隅田川の 3 種類の堤防である。図２と３の堤防

は治水機能のみならず水面を眺められるテラス部分を設け

ることができるが、図１の堤防は、治水機能は満たしている

が、水面を眺められず、通称カミソリ堤防と揶揄される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2．対象地区 

東京都足立区小台・宮城地区。隅田川と荒川に挟まれ、

設計敷地の隣までスーパー堤防へ改修され、後背地は工

場の跡地から集合住宅と商業施設に再開発されている。 

 

 

 

 

 

2-3．小台・宮城地区の歴史 

 現在、小台・宮城地区は隅田川と荒川に挟まれているが、

もともとは現在の隅田川が荒川と呼ばれ、一つの河川だっ

た。氾濫が多く、1910年の関東大水害を機に、現在の荒川

が放水路として作られた。隅田川は工場排水が流され、

1960年代には水質悪化が甚だしかったが、1970年水質汚

濁防止法により、水質は改善しつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4．小台・宮城地区の現状 

東京都は近年、隅田川の防潮型堤防を緩傾斜型堤防や

スーパー堤防に改築し、親水性向上に取り組んでいる。小

台・宮城地区は防潮堤防のまま水辺と隔てられている。図７

は荒川のハザードマップである。対象地区の大半が浸水の

深さが大きい地域と記され、避難場所も不明確である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 地形図（左から 1880 年、1945 年） 

図６ 土地利用（左から 1973 年、2015 年） 

写真１ 防潮堤防と団地 写真２ 荒川河川敷 

図７ 水害ハザードマップ(出典足立区 HP) 

図１ 防潮堤防 

図２ 緩傾斜型堤防 

図３ スーパー堤防 

図４ 対象地区 



敷地面積15840㎡ 

法定容積率200% 

法定建蔽率60% 

図１０ 設計敷地 

図１２ 断面図 

図１３ 2 階平面図 図１４ 4 階平面図 

3．設計 

3-1．設計の方針 

現在防潮堤防が続き、安全性、親水性の低い隅田川

沿いの堤防の改修とその後背地のデザインを図８のよ

うに行っていき、魅力的な河川沿い空間の創出を提案

する。本研究では既存のスーパー堤防の隣地を対象に

緩傾斜堤防(一部スーパー堤防)を計画する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2.用途と規模の設定 

マンションとスポーツセンターを計画する。マンションで法

定容積率を満たしスポーツセンターに＋αの容積率を充て

る。 

マンション：都心へもアクセスしやすく、周囲に自然を感じる

ことのできる住みやすいマンションをつくる。 

スポーツセンター：荒川の河川敷はランニングやサイクリング

など、週末はもちろん平日も多くの方が利用している。荒川

の河川敷ではできない屋内のスポーツセンターをつくる。 

 

 

 

 

 

3-3.配置の検討 

①住宅のみ(分棟) 

 

 

②住宅のみ(1 棟) 

 

 

③住宅(南側)  

+スポーツセンター 

 

④住宅(北側) 

+スポーツセンター 

 

④のように北側に住宅、南側に低層のスポーツセンタ

ーを配置すると、住宅からの視界が良好であるととも

に隅田川沿いに賑わいができる。 

 

 

3-4.建築計画 

北側の荒川と南側の隅田川の堤防をつなぐように造成し、

どちらの堤防からでも敷地へアクセスできるよう敷地の中央

に貫通路を配置する。マンションには南北両面に住戸を設

け、隅田川と荒川それぞれの眺めを獲得する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．結語 

荒川、隅田川沿いは昔から氾濫の危険があったが、今回

の研究を通し、河川沿いは自然を感じることのできる貴重な

空間であり、安全面に配慮さえすれば魅力的な空間となる

ことができることが分かった。 

 
参考文献 

[1] 財団法人リバーフロント整備センター: 河川を活かした

まちづくり事例集,  博報堂(2002-4) 
[2] 鈴木理生：江戸・東京の川と水辺の辞典, 柏書房(2003-5) 

堤防改修予定地 設計敷地 

図８ 設計敷地 

既存スーパー堤防 

造成前 

造成後 

図９ 緩傾斜堤防の造成 

図１１ 配置イメージ 

荒川 

隅田川 



懸垂型モノレールの駅と周辺空間の再生提案 
CY12052 渡邊 慎 

指導教員 前田 英寿 

１.はじめに 

我が国は公共交通が発達した国である。私の地元、千葉

都市圏においても、鉄道、バスに加えて千葉都市モノレー

ルが公共交通の一翼を担っている。市民の足として都市モ

ノレールの課題と可能性を考察し、公共交通を軸としたコ

ンパクトな都市形成を提案する。 
 

２.千葉都市モノレールの概要 

2.1 千葉都市モノレールの沿革 

千葉都市モノレールは現在延長15.2km の区間で営業

する懸垂型モノレール。

懸垂式モノレールとし

ては世界最長であり、市

街地を張り巡るように

路線が編成されている。

高度経済成長期の1960 

年代後半から人口や自

動車が急増したことに

より、千葉都心部へのアクセス強化、公共ネットワークの

形成を目的として、建説費用は高額ながら用地確保が比較

的容易なモノレールが計画された。現在、主に千葉中心市

街地を通る１号線と、主に郊外住宅地を通る２号線が運行

している。 

 
 

図1 千葉都市モノレール路線図[注1] 

表1 千葉都市モノレールの沿革[注2] 

1979年 千葉都市モノレール株式会社設立。 

1988年 - 2号線 スポーツセンター - 千城台間開業。 

1991年 - 2号線 千葉 - スポーツセンター間開業。 

1995年 - 1号線 千葉みなと - 千葉間開業。 

1999年 - 1号線 千葉 - 県庁前間開業 

2.2 都市モノレールの課題 

千葉都市モノレールの課題はモノレール利用者が少ない

ことである。2001 年度には単年度損益で9.7 億円の赤字、

累積損益で173 億円の赤字となり、千葉都市モノレールは

73 億円の債務超過に陥った。現在は市の公的支援やコス

ト削減、運輸収入以外の事業展開等の経営見直しなどによ

り徐々に乗客数は増加し、単年度では黒字を計上したが、

他公共交通機関に比べ、未だに利用客数が多いとは言い難

い。乗客数の低下への市の対策は前述したように経営見直

し等のソフト面の改善が主であり、現在でも駅舎自体のハ

ード面での問題が多く、多くの利用者数を得るには建築的

視点での見直しが必要である。 
 

2.3 市の対策と市民の意見 

千葉市のハード面での利用者数増加策の１つとして路線

の延伸計画がある。初期投資が大きく、長年赤字経営であ

ったこともあり、市民からの批判が殺到し、現在、千葉市

長により無期限凍結されている。 

しかしながら市民が都市モノレール自体に必ずしも否定

的であるというわけではない。千葉市民に対するアンケー

ト[注3]の結果をみると、『公的資金を投入してでも既存の

路線、駅周辺を整備するべき』という問いに63％もの市民

が『YES』と答えており、市民は安易な延線ではなく既存

路線の周辺環境の向上を望んでいることが分かる。 

既存路線の駅舎、周辺環境を分析し、利用者の伸び悩み

の原因を明確化した上で、問題点を改善し、都市に根付い

た公共交通として都市モノレールをリデザインする設計

を提案することを本研究の目的とする。 
 

３.駅とその周辺空間の調査分析 

既存路線の駅舎とその周辺環境のハード面の問題点を

明確化するため、千葉都市モノレール全１８駅とその周辺

空間を調査、立地を踏まえて分析、結果をもとに分類した。 
 

●市街地型 

市街地に立地する駅は主に海側、ＪＲ駅周辺に多く、利

用客も多い。駅舎もビルの立ち並ぶ市街地の中心にあるた

め、周囲に合わせるように個性豊かな特殊形状が多い。（千

葉駅、千葉みなと駅、都賀駅、市役所前駅、県庁前駅、栄

町駅、葭川公園駅） 

●住宅地型 

住宅地に立地する駅は全てが標準形の駅舎であり、配色

以外は全て似た外観をしている。いずれの駅も駅周囲に集

合住宅群や戸建住宅群があり、モノレール利用者の割合の

多くが駅舎周辺住民である。（千城台駅、スポーツセンタ

ー駅、作草部駅、千葉公園駅、千城台北駅、小倉台駅、桜

木駅、みつわ台駅、穴川駅、天台駅） 

●緑地型 

緑地型は動物公園駅のみであり、周辺を森に囲まれてい

る。周囲の建築物は動物公園と千葉都市モノレール車両基

地くらいである。１８駅中、周辺を市街化調整区域に囲ま

れた唯一の駅。（動物公園駅） 
 

●分析調査から判明した課題 

全18 駅を調査し、多くの駅舎と地上空間との繋がりの

関係に課題を感じた。道路上に駅舎が置かれているだけで、

地上道路や周辺建築物と駅舎が馴染んでいない印象を感

じる。また、多くの駅でモノレールよりバスの利用者が多

く、駅前より幹線道路沿いが賑わっており、駅前が寂しい

駅が多い（表2）。 

 

 
写真2 県庁前駅     写真3 千城台駅   写真4 動物公園駅 

写真 1 千葉都市モノレール 

 



  表2 モノレール全18駅分析結果表 

 
 

４.設計提案 
 

4.1 設計コンセプト 

前述したように、幹線道路に沿って住民コミュニティが

広がっており、駅舎周辺は寂しい。そこで、各駅に周囲の

コミュニティの中心となる＋αを付加し、それによって周

辺空間と駅舎を緩やかに繋ぎ、駅前空間を中心としたコミ

ュニティの創造を提案する。各駅前に形成されたコミュニ

ティ同士はモノレールでつながり、各駅に相乗的な利用客

を生む。各駅前コミュニティはより便利になり、豊かにな

っていく。そのような好循環を生み、モノレール沿線の価

値向上を促す提案である（図2）。 

 

 

図2 設計コンセプトダイアグラム 
 

4.2 設計対象駅の選定 

駅＋αの設計提案を

するにあたり、駅と周

辺との分離を顕著に感

じた住宅地型のうち、

特にその特徴の強い、

千城台北駅、小倉台駅、

桜木駅、みつわ台駅、

穴川駅、天台駅の６駅

に注目し、“天台駅”を

提案対象とした。（図3） 
 

4.3 設計計画 

天台駅に駅隣する旧ＪＲ天台社宅跡の空地を敷地とす

る。天台駅周辺は住宅団地やマンション群をはじめ、千葉

大学や千葉経済大学、その他多くの教育施設があり、学生

の利用が多い駅である。 

そこで、周辺教育施設との連携を通して、地域に開放さ

れた『まちのキャンパス』として利用できる複合文化施設

を天台駅と繋ぎ、上層階には周辺大学に通う学生の学生寮、

地域の人々が住まうマンションを配置する設計とした。 

対象敷地を駅舎と複合施設で囲うように配置し、中心の

地上階には緑地広場を設け、周囲からも人々が集う空間を

創造した。求心的な空間にすることで、駅舎と複合施設、

広場を中心に、駅前空間をコミュニティの場として機能さ

せる。(写真5,図4) 
 

写真5 検討模型        図4 配置計画ダイアグラム 
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図3 天台駅周辺図 

駅から分散して

道路沿いに広が

るコミュニティ 

駅前コミュニティが

生まれ、駅舎と地域

に繋がりが出来る 

駅前コミュニティ同

士が相互に関係し、

沿線が豊かになる 


