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ヒューマンスケールの「まち」を育てる
                　 　　プレイスメイキング

ヒューマンスケールの
ニューアーバニズム
─ ヒューマンスケールの「まち」とはどのようなものですか。

ヒューマンスケールを都市設計に持ち込んだ考え方が、1980年代
後半から90年代に北米を中心に広がったニューアーバニズムで
す。従来の「まちづくり」の手法に対する批判も込めた、人を中心に
据えた都市計画の運動で、ヨーロッパではコンパクトシティ、イギリ
スではアーバンビレッジが同様の概念です。これもプレイスメイキ
ングの考え方とつながって行きます。
ニューアーバニズムが登場した背景には、米国におけるクルマ中
心の郊外住宅開発があります。郊外の無計画で無秩序な開発が近
隣住区のコミュニティを崩壊させていくことへの警鐘として、この概
念が提唱されました。ニューアーバニズムは伝統回帰的な都市計
画といわれ、鉄道やバスなどの公共交通を基本とした、人に寄り
添った「まちづくり」です。歩いて楽しい約400m圏内に、歩いて疲
れたら休める休憩場所を各所に設け、見晴らしの良い高台には木
陰を設けるなど、ランドスケープにも配慮されていました。
また、回遊性は都市の機能だけでなく、そこに住む人の健康にも関
係しています。回遊性のある歩きたくなる「まち」は、心と身体の健
康・ウェルネスと密接につながっているのです。

私自身も大学院生だった約20年前に、ニューアーバニズムの「まち
づくり」を見て、その美しさに度肝を抜かれました。メキシコ湾に面
したフロリダ州シーサイドのプロジェクトを視察に行った時は、本
当に美しく、「こんな所に住んでみたい」という考えに発展していき
ました。あの「まち」の美しさは、つくって終わりではなく、どのように
維持管理するかにまで配慮した都市設計が背景にあります。たとえ
ば巨大なグリーンベルトを設ける場合には、何回で刈れるかを計
算し、芝刈り機の幅からグリーンベルトの幅を割り出して決めてい
ます。維持管理も見据えた上で都市が設計されているのです。しか
し、あまりにも計算された美しい「まち」を、映画のセットのように、
よそよそしく感じたことも事実です。

「まちづくり」から
「まち育て」へ
─ 日本の「まち」づくりについてお聞かせください。

「まち」という言葉には「町」や「街」という漢字が当てられ、最近は
平仮名が用いられるようになりました。「まちづくり」という言葉が出
てきたのも、ここ数十年のことでしょう。平仮名の「まちづくり」には、
これから述べる「まち育て」のエッセンスが入っていると思います。
最初に考えるべき点は、誰の「まち」かということです。かつて、専門
家が「町・街」を造るという考えが強く、平仮名になっても行政やプ
ロが道路や「まち」を造ると考えている人が大半です。それに対して
「まち育て」というのは、もう一歩踏み込んだ自分ごとなのです。子
育ては一人ではムリで、自分や妻と両親、親戚の叔父さん叔母さ
ん、ひょっとしたら先に生まれた長男や長女も一緒に協力しなくて
は簡単にはできません。「まち」を育てるのも同じで、それを担う

「私」たちが力を合わせた時に、皆が自分ごとにした「まち育て」が
市民権を得て本物になるのです。
住宅地には低層の戸建住宅や中層・高層の集合住宅があります
が、住宅だけだと同じ用途ばかりになってしまいます。ここに商業を
組み込むということは、インフラの距離を短くして効率良く運用する
コンパクトシティの視点からも良いでしょう。下町だと歩いていれば
駄菓子屋さんやパン屋さんなどがあって買い物をする楽しみもあ
ります。そういう意味で、徒歩圏内に商業施設があるのは「まち育
て」に関して重要だと思います。

「まち」を育てる
住民主体の組織が必要
─ どのようにして「まち」を育てるのでしょうか。

私の主な仕事は計画的な「戸建住宅地」の管理に関わるもので、住
宅地内の共有地管理やメンテナンス手法などの提案をしています。
そこでは、所有者に住宅所有者組合を立ち上げてもらっています。
これは米国のHOA(Home Owners Association)という仕組みを
採用したもので、集合住宅における管理組合のような、戸建住宅
地を管理するための組織です。「まち育て」では、所有者と居住者の
権利関係での区分が必要になります。建物所有者により、住宅所有
者組合を設立します。組合は緑地帯、クラブハウスやゴミBOXを所
有し、管理組合費を集め、良好な状態を保つ資産管理を行います。
一方、居住者の組織として、自治会（町会、町内会、区会）などがあ
り、自治活動を協力して行います。行政とのパイプ役や、情報伝達
など、多岐に渡る役目を担っています。例えば、ゴミBOXが故障した
ら管理組合が修理する。利用する自治会は故障しないように清掃
するなど、両組織で維持管理することが理想的です。

東郷セントラルでは
「まち育て会社」を設立
─ 東郷セントラルにも関与されたそうですね。

東郷町と関わることになったのは、東郷中央土地区画整理組合か
ら内閣府が掲げたスーパーシティ構想に対応できないかと相談を
受けたことがきっかけです。次世代の「まちづくり」を考える際に、道
路交通法や区分所有法など、省庁ごとのさまざまな法律が大きな
障壁となっています。スーパーシティ構想はこれらを横断的に解決
していくものなので、これをテーマに新しいモデルをつくりたいとい
うことでした。この土地区画整理事業ではシンボルとなる70～80戸
の次世代型の環境街区が想定されており、有限会社アーバンセク
ションの二瓶 正史氏※1がランドスケープを設計されていました※2。
ここに私たちはプレイスメイキングを行う管理付きの住宅地やマイ
クロモビリティを提案しました。依頼元の区画整理組合は、法律上

区画整理が終わると解散しなくてはいけません。せっかく結束して
「まちづくり」をしたのであれば、それを育てるまで皆さんの力を借
りないともったいないと思い、今度は育てる側に回っていただこう
と考えました。そのシンボルとして、地権者組合を表すLOA（Land 
Owners Association）という造語も創り、「まち育て会社」を設立し
て生活サービスを提供していきたいと考えています。東郷セントラ
ルは、結果的にスーパーシティにはなりませんでしたが、多彩な試
みが込められた「まち」に育っていくと思っています。

先進のモビリティ技術が
最先端の「まち」に育てる
─ これからの「まち」の回遊性についてお教えください。

「まち」の回遊性には、徒歩に加えてモビリティが考えられます。モ
ビリティを考える場合に、一つのヒントがあります。マンションは縦
集合といわれていて、多くの方はエレベーターを使われています。
戸建住宅地を考える時にエレベーターの役割を果たすのがマイク
ロモビリティで、小型で低速走行するものなら、高齢者や足腰の不
自由な方を目的地に運んでくれます。これを共有にし、公共交通の
代わりとなる、身近な足として使えないかと考えています。

近年の都市計画は、クルマからどのように人を守るか（歩車分離）
や生活圏へのクルマの進入を防ぐ「まち」の設計が中心でした。し
かし、自動運転車やマイクロモビリティなど、最先端技術が導入さ
れると人とモビリティとの関係も変わってきます。私は「第2次モー
タリゼーション」と呼んでいますが、日本の技術が少子高齢化の課
題を解決すると期待しています。日本人は、それぞれの地域特性を
生かすことが得意です。気候風土に合わせてくらせるように対応し
てきた国民なので、少子高齢化にも対応できる最先端の「まちづく
り」ができるかもしれません。ひょっとしたら憧れていたニューアー
バニズムに追いつくどころか、もっと先に行くかもしれないのです。

─ ありがとうございました。

心地良い居場所をつくり
続けるプレイスメイキング 
─ プレイスメイキングについてご説明ください。

当社は2004年に設立した筑波大学発のベンチャー企業です。社名
にも掲げたプレイスメイキングとは「人と人を結びつけ、物事の仕組
みを考え、”ものがたり”をつくるお手伝い」をすること。私たちは、「ま
ち」を道路や建物など（ハード）の集まりだけでなく、人と人、人とモノ
との関係性（ソフト）で捉え、「まち」自体が育っていくサポートをした
いと考えてきました。プレイスメイキングは直訳すると「居場所づく
り」です。「Placemaking」は進行形で、その居場所をつくり続け、持
続することに意味があります。「まちづくり」といえばそれが完成形の
ように捉えられますが、私たちは「まち」をつくり続けるという意味を
込めてプレイスメイキングという言葉を用いています。言い換えれ
ば、重要な要素としての「人」を中心に「まち」を考えることです。プレ
イスメイキングという言葉にはサスティナブルやヒューマンスケール
など、いろんなエッセンスが入っています。ヒューマンスケールは、人
というモジュールを基にした概念ですが、まず、人の空間性を大切に
するところから始まります。また、高齢者や子どもたちなど、それぞれ
の年代に寄り添っていく必要もあります。

在宅勤務が普及することで、住まいの周辺で過ごす時間が増え、くらし
ている地域への関心も高まっている。近隣を散歩して知人と挨拶を
交わすなど、地域やコミュニティへの意識も変わりつつある。徒歩圏に
コンパクトに「まち」を造る考え方はかつてからあったが、技術革新に
より、「まち」の回遊性の定義も変わろうとしている。住まいと「まち」を
「住みこなす」という視点で、多くの課題に取り組んでこられたプレイス
メイキング研究所の温井達也氏に「まち」の回遊性についてたずねた。

S P E C I A L  I N T E R V I E Wヒューマンスケールの「まち」を育てるプレイスメイキング
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＊本誌では略称を用いています。また、一部敬称は略させていただきます。
表紙写真： 南三陸町 中橋 
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戸建住宅地における住民主体の維持管理について、研究と実務の両面から取り組
んでいる。
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隣住区のコミュニティを崩壊させていくことへの警鐘として、この概
念が提唱されました。ニューアーバニズムは伝統回帰的な都市計
画といわれ、鉄道やバスなどの公共交通を基本とした、人に寄り
添った「まちづくり」です。歩いて楽しい約400m圏内に、歩いて疲
れたら休める休憩場所を各所に設け、見晴らしの良い高台には木
陰を設けるなど、ランドスケープにも配慮されていました。
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係しています。回遊性のある歩きたくなる「まち」は、心と身体の健
康・ウェルネスと密接につながっているのです。

私自身も大学院生だった約20年前に、ニューアーバニズムの「まち
づくり」を見て、その美しさに度肝を抜かれました。メキシコ湾に面
したフロリダ州シーサイドのプロジェクトを視察に行った時は、本
当に美しく、「こんな所に住んでみたい」という考えに発展していき
ました。あの「まち」の美しさは、つくって終わりではなく、どのように
維持管理するかにまで配慮した都市設計が背景にあります。たとえ
ば巨大なグリーンベルトを設ける場合には、何回で刈れるかを計
算し、芝刈り機の幅からグリーンベルトの幅を割り出して決めてい
ます。維持管理も見据えた上で都市が設計されているのです。しか
し、あまりにも計算された美しい「まち」を、映画のセットのように、
よそよそしく感じたことも事実です。

「まちづくり」から
「まち育て」へ
─ 日本の「まち」づくりについてお聞かせください。

「まち」という言葉には「町」や「街」という漢字が当てられ、最近は
平仮名が用いられるようになりました。「まちづくり」という言葉が出
てきたのも、ここ数十年のことでしょう。平仮名の「まちづくり」には、
これから述べる「まち育て」のエッセンスが入っていると思います。
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家が「町・街」を造るという考えが強く、平仮名になっても行政やプ
ロが道路や「まち」を造ると考えている人が大半です。それに対して
「まち育て」というのは、もう一歩踏み込んだ自分ごとなのです。子
育ては一人ではムリで、自分や妻と両親、親戚の叔父さん叔母さ
ん、ひょっとしたら先に生まれた長男や長女も一緒に協力しなくて
は簡単にはできません。「まち」を育てるのも同じで、それを担う

「私」たちが力を合わせた時に、皆が自分ごとにした「まち育て」が
市民権を得て本物になるのです。
住宅地には低層の戸建住宅や中層・高層の集合住宅があります
が、住宅だけだと同じ用途ばかりになってしまいます。ここに商業を
組み込むということは、インフラの距離を短くして効率良く運用する
コンパクトシティの視点からも良いでしょう。下町だと歩いていれば
駄菓子屋さんやパン屋さんなどがあって買い物をする楽しみもあ
ります。そういう意味で、徒歩圏内に商業施設があるのは「まち育
て」に関して重要だと思います。

「まち」を育てる
住民主体の組織が必要
─ どのようにして「まち」を育てるのでしょうか。

私の主な仕事は計画的な「戸建住宅地」の管理に関わるもので、住
宅地内の共有地管理やメンテナンス手法などの提案をしています。
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採用したもので、集合住宅における管理組合のような、戸建住宅
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者組合を設立します。組合は緑地帯、クラブハウスやゴミBOXを所
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り、自治活動を協力して行います。行政とのパイプ役や、情報伝達
など、多岐に渡る役目を担っています。例えば、ゴミBOXが故障した
ら管理組合が修理する。利用する自治会は故障しないように清掃
するなど、両組織で維持管理することが理想的です。

東郷セントラルでは
「まち育て会社」を設立
─ 東郷セントラルにも関与されたそうですね。

東郷町と関わることになったのは、東郷中央土地区画整理組合か
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していくものなので、これをテーマに新しいモデルをつくりたいとい
うことでした。この土地区画整理事業ではシンボルとなる70～80戸
の次世代型の環境街区が想定されており、有限会社アーバンセク
ションの二瓶 正史氏※1がランドスケープを設計されていました※2。
ここに私たちはプレイスメイキングを行う管理付きの住宅地やマイ
クロモビリティを提案しました。依頼元の区画整理組合は、法律上

区画整理が終わると解散しなくてはいけません。せっかく結束して
「まちづくり」をしたのであれば、それを育てるまで皆さんの力を借
りないともったいないと思い、今度は育てる側に回っていただこう
と考えました。そのシンボルとして、地権者組合を表すLOA（Land 
Owners Association）という造語も創り、「まち育て会社」を設立し
て生活サービスを提供していきたいと考えています。東郷セントラ
ルは、結果的にスーパーシティにはなりませんでしたが、多彩な試
みが込められた「まち」に育っていくと思っています。

先進のモビリティ技術が
最先端の「まち」に育てる
─ これからの「まち」の回遊性についてお教えください。

「まち」の回遊性には、徒歩に加えてモビリティが考えられます。モ
ビリティを考える場合に、一つのヒントがあります。マンションは縦
集合といわれていて、多くの方はエレベーターを使われています。
戸建住宅地を考える時にエレベーターの役割を果たすのがマイク
ロモビリティで、小型で低速走行するものなら、高齢者や足腰の不
自由な方を目的地に運んでくれます。これを共有にし、公共交通の
代わりとなる、身近な足として使えないかと考えています。

近年の都市計画は、クルマからどのように人を守るか（歩車分離）
や生活圏へのクルマの進入を防ぐ「まち」の設計が中心でした。し
かし、自動運転車やマイクロモビリティなど、最先端技術が導入さ
れると人とモビリティとの関係も変わってきます。私は「第2次モー
タリゼーション」と呼んでいますが、日本の技術が少子高齢化の課
題を解決すると期待しています。日本人は、それぞれの地域特性を
生かすことが得意です。気候風土に合わせてくらせるように対応し
てきた国民なので、少子高齢化にも対応できる最先端の「まちづく
り」ができるかもしれません。ひょっとしたら憧れていたニューアー
バニズムに追いつくどころか、もっと先に行くかもしれないのです。

─ ありがとうございました。

心地良い居場所をつくり
続けるプレイスメイキング 
─ プレイスメイキングについてご説明ください。

当社は2004年に設立した筑波大学発のベンチャー企業です。社名
にも掲げたプレイスメイキングとは「人と人を結びつけ、物事の仕組
みを考え、”ものがたり”をつくるお手伝い」をすること。私たちは、「ま
ち」を道路や建物など（ハード）の集まりだけでなく、人と人、人とモノ
との関係性（ソフト）で捉え、「まち」自体が育っていくサポートをした
いと考えてきました。プレイスメイキングは直訳すると「居場所づく
り」です。「Placemaking」は進行形で、その居場所をつくり続け、持
続することに意味があります。「まちづくり」といえばそれが完成形の
ように捉えられますが、私たちは「まち」をつくり続けるという意味を
込めてプレイスメイキングという言葉を用いています。言い換えれ
ば、重要な要素としての「人」を中心に「まち」を考えることです。プレ
イスメイキングという言葉にはサスティナブルやヒューマンスケール
など、いろんなエッセンスが入っています。ヒューマンスケールは、人
というモジュールを基にした概念ですが、まず、人の空間性を大切に
するところから始まります。また、高齢者や子どもたちなど、それぞれ
の年代に寄り添っていく必要もあります。

フロリダ州：シーサイドの風景（ニューアーバニズムの一つ、自然な見守り）
１階は店舗やオフィス、２階は住居＜2003年7月撮影＞ ©プレイスメイキング研究所

フロリダ州：シーサイドの風景（住宅地内の移動に便利な小型モビリティ）
＜2003年7月撮影＞ ©プレイスメイキング研究所

S P E C I A L  I N T E R V I E Wヒューマンスケールの「まち」を育てるプレイスメイキング

※1：建築設計レポートVol.27インタビューにご登場いただきました  ※2：P8で詳しくご紹介しています
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2014年3月当時の東郷セントラル

©Google

商業ゾーン
住宅ゾーン
沿道サービスゾーン
公共・公益施設ゾーン

東郷中央土地区画整理事業区域

施工面積：43.4ha

東郷セントラル

N

諸輪名古屋線

瀬
戸

大
府

東
海

線

（上）南西部に計画されている環境街区(VR）
（下）造成中の環境街区（2021年12月）

※1 パナソニックとパートナー企業、藤沢市による官民一体のサスティナブル・スマートタウン・プロジェクト
※2 まちの環境計画支援VRがフルサイズで体感できる施設

愛知県愛知郡東郷町は名古屋市と豊田市

の間に位置し、近郊住宅地として発展を遂

げてきた。しかし、宅地開発は縁辺部が多く

中心部丘陵には農地や林が残されていた。

また、町内には鉄道駅がなく、クルマへの依

存度が極めて高い状態にあった。いま、この

環境が大きく変わろうとしている。それが、

東郷町に中心市街地を創出する「東郷中

央土地区画整理事業」。1991年に始まった

地域住民主導の活動は一度休止したが、

2008年に再開。東郷中央土地区画整理事

業の発起人代表に就任した近藤 教文氏

は、基本構想図を提示し、2014年に土地区

画整理組合を設立。これに東郷町は役場

や公民館などの公共・公益施設ゾーンを含

めて「東郷セントラル地区低炭素まちづくり

計画」を策定した。

土地区画整理事業では、地権者が所有す

る従来の土地（田畑・林等）を住宅地として

再配置していく。しかし、新たに道路や緑

地・公園などを整備するため、当地の平均減

歩率は50％を超え、311人におよぶ地権者

の同意を得ることは困難を極めた。近藤氏

が着目したのが環境計画支援VRだった。

「代表就任前から世界のコンパクトシティを

訪れていたが、日本ではFujisawa SST※1を

視察した。そこで知ったのが環境計画支援

VR。その後、パナソニック東京汐留ビルで

まち並みが体感できるサイバードーム※2を

体験し、地権者との合意形成には最適だと

判断。東郷セントラルのVR作成をお願いし

た。これにより、この林や畑がどんな住宅地

に変わるのかを空間として理解してもらえ、

換地もスムーズに進んだ」と振り返る。

環境計画支援VRで作成された東郷セントラルの全景。白い建物は計画中の「三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷」

都市機能が分散したまちに
中心市街地を創出する

三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷

東郷町役場

幼稚園

コミュニティ道路環境街区

環境街区

沿道サービス施設

ラウンドアバウト

クルドサック

東郷セントラル基本構想図（2014年当時）
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ウェブサイトでも
ご覧いただけます

300年後には世界遺産となる
ゼロ・カーボンをめざした「まち」

（上）歩行者の安全に配慮した、クルマが通り抜けできない環境街区のクルドサック道路（VR）
（中）ランニングコストを抑え、安全にも配慮した信号のないラウンドアバウト（左：VR、右：造成中）
（下）小さな植栽でクルマのスピードを抑えるコミュニティ道路（左：VR、右：造成中）

／愛知県愛知郡東郷町春木
／東郷中央土地区画整理組合
／2014年度～2024年度（当初計画）

所 在 地
事 業 主
工 期

東郷セントラル

東郷セントラルでは「ゼロ・カーボンの視点」、

「子育て支援・高齢者対応」「次代に継承し続

ける持続可能なまちづくり」を基本方針と定

め、歩いてくらせるコンパクトなまちづくりが

追求された。まちづくりにあたっては「低炭素

まちづくりガイドライン」が作成され、有限会

社アーバンセクションの二瓶 正史氏により、

戸建住宅、共同住宅、商業施設ごとに壁面後

退や回遊性、緑地などのガイドラインが提示

された。また、南西部に環境街区（モデル街区

住宅地）を設け、クルマの走行速度を抑えるコ

ミュニティ道路や、緑化された広場的な道路

が提案されている。

理事長の近藤氏は、「近年、SDGsやカーボン

ニュートラルなどが注目されているが、ここで

は、300年後に世界遺産となるゼロ・カーボン

のまちをめざした。環境街区の住宅はZEH以

上の性能を備え、燃料電池車と接続した給電

を考えている。水素ステーションも整備してエ

ネルギー問題を解決したい。環境問題では

CO₂排出量削減のために緑地帯など、植栽を

多く盛り込む構想。また、免許証を持たない

高齢者や子どもたちが利用できる自動運転車

の導入にも取り組むつもり。ウェルネスでは、

ドラッグストアと医療モールが一体になった

街区を整備予定。このような環境を育て、サー

ビスに継続的に関わる組織として“まち育て

会社”の設立も計画している」と語る。

■名古屋都市計画事業　東郷中央土地区画整理事業　

クルマが入れない歩行者道路も整備（写真右）歩きやすさを考えてインターロッキング舗装を採用

換地により建設された住宅コミュニティ道路に沿った住宅

沿道サービス施設 検討段階CG
（資料提供：パナソニック ホームズ株式会社）

沿道サービス施設ゾーンのVR

環境街区（モデル街区住宅地）のプラン案

コモンツリー シンボルツリー
コモン

（保水性舗装材）

■クルドサック道路

東郷中央土地区画整理まちづくり計画のマニュアル

■戸建て住宅設計マニュアル（部分）

戸建て、共同住宅、商業施設など
種別に作成された設計マニュアル

資料提供：有限会社アーバンセクション
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スポットライトで天幕を照射し、明るさ感を高めた
大屋根イベント広場「リーフルーフ」

弧を描くように東西に延びるモールに開放感と視線誘導を与える建築化照明

施設南側に設けられたバス＆タクシーターミナル

導光パネル照明により、アイキャッチ効果を高めた
エレベーターホール

ウェブサイトでも
ご覧いただけます

／愛知県愛知郡東郷町 東郷中央土地区画整理事業62街区
／三井不動産株式会社
／三井不動産商業マネジメント株式会社
／株式会社竹中工務店
／株式会社竹中工務店
／株式会社トーエネック、ダイダン株式会社
／2020年9月

所 在 地
事 業 主
運 営
設 計
施 工
電気工事
オープン

ららぽーと愛知東郷

東郷セントラルの
商業機能を担うにぎわい施設
2020年9月、東郷セントラルに新設された都市

計画道路と県道57号の交点に三井ショッピング

パークららぽーと愛知東郷が開業した。敷地面

積約89,000m2の施設は、東郷町が策定する東

郷中央土地区画整理事業における、にぎわい空

間の創出と、「まち」全体の発展に寄与するため

の商業機能を担うもの。近くに国道153号もあ

り、東西南北からのアクセス性にも優れている。

当施設は愛知県初出店36店を含む201店が出

店する、愛知県中部エリア※最大級のリージョナ

ル型ショッピングセンターである。

中央の3層吹き抜けの巨大な空間「メインスクエ

ア」では、格子状の天井ガラスに加え各階天井の

ダウンライトにより開放感のある大空間を演出。

イベント空間としても利用できるように計画され

ている。また、屋外イベントが開催できる大屋根

イベント広場「リーフルーフ」ではスポットライト

で天幕を照射。暗くなっても敷き詰めた人工芝

で子どもも遊べるなど、訪れた人がくつろいで交

流できる施設も充実している。

なお、当施設南側にはバス＆タクシーターミナ

ルが設けられており、近隣の鉄道駅や病院・主

要施設をバスが結ぶことで、東郷町の公共交通

ネットワークの核となることが期待されている。

ショッピングモールの中核に位置する3層吹き抜けの開放感あふれる空間「メインスクエア」

●  一体型LEDベースライト「iDシリーズ 」　● LEDダウンライト
● LEDライン照明　● LEDユニバーサルダウンライト
● LEDデザインベースライト「Float Light」　● ネットワークカメラ

主な納入設備

※愛知県中部エリア：東郷町、豊田市、みよし市、知立市、刈谷市、高浜市、碧南市、安城市、西尾市、幸田町、蒲郡市、豊川市、豊橋市、田原市

ららぽーと愛知東郷
三井ショッピングパーク

9 建築設計REPORT vol.40 | 10



サクラマチ クマモト

花畑広場から光のランドマークとなったサクラマチ クマモトを望む

熊本市は、熊本城地区、通町筋・桜町周辺

地区、新町・古町地区、熊本駅周辺地区を

中心市街地に位置づけ、高次な都市機能

が集積した“くまもとの顔”として、さらなる

にぎわいの創出を図っている。同市の中心

部では、通町筋の百貨店周辺と桜町の再

開発地区を2つの核とし、それを3つのアー

ケードで結ぶ「2核3モール」が特徴である。

しかし、1980年代をピークに中心市街地の

歩行者数は減少を続けた。そこで計画され

たのが桜町・花畑地区の再整備。これは、

単に民間ビルの再開発だけではなく、それ

に合わせ、行政も隣接する道路を廃止し、

周辺公園と併せてオープンスペースを整備

するという、中心市街地の一等地で行われ

た官民連携の一大事業。広場・公園も含め

た再開発地区面積は約5.2haにおよぶ。

2019年9月から順次、バスターミナル・商

業施設・熊本城ホールなどの複合施設が

オープン。さらに、2021年11月には施設前

にある花畑広場が全面供用開始された。 

熊本市は、新しいテーマとして「昼も夜も歩

いて楽しめる魅力的な都市空間の創造」を

掲げ、夜間景観にも配慮した回遊性の高い

まちづくりをめざし、「光のマスタープラン」を

策定。また、国土交通省と内閣府が進める

「新しいまちづくりのモデル都市」の一つに

も選ばれ、まちなかに歩行空間の拡充や、

グリーンスローモビリティなどの導入も検

討している。２つの拠点整備が完了し、次

のステージとして、新たに整備した空間を

最大限に「つかう」ための事業推進が計画

されている。

昼も夜も歩いて楽しめる
魅力的な都市空間

熊本城地区
通町筋・桜町周辺地区
新町・古町地区
熊本駅周辺地区

在来線（JR）
新幹線

N

熊本市中心市街地活性化基本計画エリア

熊本城

熊本駅

通町筋

桜町

新町

古町
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ウェブサイトでも
ご覧いただけます

垂直方向の回遊庭園を備えた
交通と交流の結節点

（上）3階ストリートビューテラスから熊本城方向を望む
（下）「陽春庭」と同じ要素を継承した桜町庭園（左は熊本城ホール）

● LEDガーデンライト　● LEDフットスタンドライト
● LEDシーリングライト　● LED建築化照明器具
● 一体型LEDベースライト「iDシリーズ」
● 入退室管理システム　● ネットワークカメラ

主な納入設備

／熊本市中央区桜町
／熊本桜町再開発株式会社
／日建設計・太宏設計 共同企業体
／大成・吉永・岩永・三津野・新規 建設工事共同企業体
／2019年9月

所 在 地
事 業 主
設 計
施 工
オ ープ ン

サクラマチ クマモト

ガーデンライトを中心とした庭園のような照明計画秋には紅葉が楽しめるストリートビューテラス

2019年9月、熊本市の熊本交通センター跡地

に商業施設や公益施設、ホテル、共同住宅、バ

ンケット、シネマコンプレックス、日本最大級の

バース数を擁するバスターミナルなど、多様な

機能を備えた大型複合施設が誕生した。敷地

面積約3万m2、延床面積約16万m2、地下1階・

地上15階の新しいランドマークで、熊本城と庭

つづき、まちに開かれた「おもてなしの庭」と位

置づけられている。その商業施設が「サクラマ

チ クマモト」。「ここには1969年にオープンした

日本最大級のバスターミナルがあった。屋外バ

スターミナルは排ガスや天候の影響があり、商

業施設も老朽化していたため建て替えを検討

していたところに、熊本市で桜町地区にホール

を新設する計画があり、市と一体となった複合

施設が誕生することとなった。整備された『熊

本城ホール』を交流の場と捉えると、サクラマ

チ クマモトは交通の結節点であり交流の結節

点でもある」と語るのは九州産交ランドマーク

株式会社 取締役 管理部長 山田 大志氏。

「ここは熊本城の南に位置し、かつては細川家

ゆかりの『陽春庭』があった花畑公園を含む花

畑広場に隣接するエリア。屋上には陽春庭と同

じ、借景・水景・築山・舞台の要素を継承した

屋上庭園を設けた。各階にはストリートビュー

テラスに庭を配し、一年を通して緑あふれる常

緑樹、四季折々の表情を示す落葉樹、地被植

物や花々など、200種以上、3,000本・株以上の

植栽を設けている。これにより、1階から商業

デッキ、サクラマチガーデンへと人を誘い、屋

上に人びとを引き上げる。さらに、屋上では熊

本城ホールから出てきた人を商業施設に降ろ

す動線を確保してシャワー効果も高めた。

2021年には花畑広場が全面供用開始して

アーケード街から人が訪れるようになった。 

回遊と交流によって、この地域のにぎわいを

高め、観光拠点となるように、今後も進化を続

けていきたい」と九州産業交通ホールディン

グス株式会社 営業企画推進プロジェクト 部長 

片岡 隆博氏は語る。

3階テラスから住宅・ホテル棟を望む各施設をつなぐサクラマチガーデン

吹き抜けの2階コンコース 1階に設けられた29バースのバスターミナル

ストリートビューテラス

熊本桜町バスターミナル

熊本城ホール
ホテルトラスティプレミア熊本

ザ・熊本ガーデンズ

サクラマチヒルズ
ラソールガーデン熊本

桜町庭園

サクラマチガーデン

花畑広場

サクラマチ クマモト

建築設計REPORT vol.40 | 1413



ウェブサイトでも
ご覧いただけます

／岩手県陸前高田市高田町
／岩手県陸前高田市
／株式会社NTTファシリティーズ東北支店
／日本住宅・長谷川建設特定共同企業体
／2021年3月

所 在 地
事 業 主
設計・監理
施 工
竣 工

陸前高田市庁舎

災害時の行政機能継続をめざす
災害に強い新市庁舎が竣工

執務室前の待合スペースには暖色系のLEDダウンライトが採用され、落ち着いた雰囲気を醸し出している

● LEDダウンライト　● システム天井用照明器具 「グリッドシリーズ」
● 一体型LEDベースライト「スクエアシリーズ」　● LED街路灯
● 一体型LEDベースライト「iDシリーズ」　● 照明制御システム
● ラック形非常放送システム　● ネットワークカメラ

主な納入設備

©陸前高田市役所

7階大会議室。災害時には災害対策本部を
置くことも想定

地元産木材を多用したエントランス

記者会見の会場にも使用される
3階政策会議室

市民に開かれた議会をめざし
傍聴席も完備する議場

来庁者に開放されている
7階一本松記念館・展望ロビー

パーテションを設置することで
多目的に使用できる1階市民交流スペース

守衛室に設置された
照明制御・映像・非常放送設備

かさ上げ後、海抜約17mになった敷地に建つ
新市庁舎

陸前高田市は東日本大震災の津波で未曾有の

被害を受け、市庁舎も全壊した。復興に際し、市

は「生活の再建と生業の再生を最優先に、市庁

舎は復興事業の一番最後」の方針のもと、仮庁

舎で業務を続け、新市庁舎の竣工は震災後10年

余となる2021年3月となった。新市庁舎はかつ

ての場所から約700m内陸側の旧高田小学校

跡地に建てられた。災害時における行政機能の

継続を設計コンセプトに掲げ、庁舎棟に免震構

造を採用。非常用発電機を屋上に設置したほ

か、災害対策本部が開設可能なスペースを執務

空間とは別に上層階に確保した。上水道は災害

時に一定の上水を確保するため受水槽方式とし

ている。また、だれもが利用しやすい市庁舎をめ

ざして1階に市民交流スペース、7階に市街地や

海が一望できる一本松記念館・展望ロビーを開

設。車椅子で利用できるローカウンターや、視覚

障がい者の白杖を検知して音声案内を流すシス

テムなどの設備も導入された。業務開始後、来

庁者に加えて、市職員が近隣施設を利用すると

いった人の流れが生まれている。「公共施設の

整備はほぼ完了した。今後は、まちのにぎわい創

出や心の復興につなげていきたい」と陸前高田

市総務部財政課 主幹の菅野 優氏は語る。

陸前高田市庁舎
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ウェブサイトでも
ご覧いただけます

にぎわいのエリアから祈りの場へ
回遊動線をつなぐ人道橋
宮城県南三陸町は東日本大震災の津波によって

甚大な被害を受けた。中心市街地だった志津川

地区の低地部では大部分の建物が流失。八幡

川の中橋も失われた。復興に向け、地盤かさ上

げ工事が行われ、新しいまちを「川や海との調

和」「回遊性」をテーマとして、観光・商業エリア

などにゾーニングする「志津川地区グランドデザ

イン」が2014年に発表された。担当した隈研吾

建築都市設計事務所のパートナー・名城俊樹氏

は、「車やバスで来て、地区内は歩いて回れる

ヒューマンスケールで計画。商店街のあるにぎ

わいのエリアと祈りのエリアはつなぎ方が重要と

考えた」と話す。2017年3月、八幡川左岸に「南三

陸さんさん商店街」がオープン。2020年10月に

は右岸に「震災復興祈念公園」と、両岸を結ぶ人

道橋の中橋も完成して回遊動線がつながった。

中橋は建築家・隈 研吾氏のデザイン。太鼓橋を

思わせるフォルムで、ダブルデッキ構造。旧中橋

のように川を身近に感じたいとする地元の声が

デッキ下段に反映された。千本鳥居に見立てら

れる高欄支柱が夜間には照明で輝く。床版など

に南三陸町産杉材が多用されており、将来の木

部交換は、地元の人々も参加する取り組みにで

きればと名城氏は希望を語る。

ダブルデッキ構造の人道橋で八幡川両岸がつながった

ハイウォーターレベルを考慮しつつ親水性も実現

高欄の笠木内に設置された照明が上部デッキを照らし出す

／宮城県本吉郡南三陸町志津川 
／宮城県南三陸町
／パシフィックコンサルタンツ・
　隈研吾建築都市設計事務所設計共同体
／矢田工業株式会社、飛島・大豊・三井共同建設
　コンサルタント南三陸町震災復興事業共同企業体、
　升川建設株式会社
／2020年9月

所 在 地
建 築 主
設 計

施 工

完 成

南三陸町 中橋

復興の象徴の一つとなった南三陸町の中橋。夜間にはあたたかみのある光色の照明が灯り、水面にもその姿が映り込む

● 建築部材用LED照明器具

主な納入設備

床版や高欄支柱には南三陸町産杉材が使われている
南三陸町  中橋
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● リビングステーション V-style
● アクアハート a-Uシリーズ
● アクアハート洗面
● 内装建材
● 木質床材
● 小型エレベーター
● LEDシーリングライト
● LEDダウンライト

主な納入設備／東京都狛江市中和泉
／合同会社みらいリレーションズ
／三塚建築研究所
／有限会社武藤工務店
／2021年7月

所 在 地
運 営 会 社
設 計
施 工
竣 工

障がい者の高齢化も想定した
自立支援型グループホーム
東京都狛江市に開所した「あったかホームいぶ

きⅠ」は、知的・精神的障がい者のためのグルー

プホーム。2階建てで、各階に5つの個室と食堂

を兼ねた交流室に加えて管理室が設けられ、資

格を持った管理者が自立を支援する。

「障がいのある人たちに、一般市民と同じ普通の

生活や権利を保障する『ノーマライゼーション』

という考え方が主流になっている。政府の施策

も、大規模施設での収容から、地域に根ざした

自立支援へと大きく舵が切られてきた。しかし、

障がい者本人が自立した生活を行えるグループ

ホームの数はまだ少ない」と、施設を運営する、

みらいリレーションズ代表取締役の川原 俊明

氏。「このグループホームは利用者の自立支援

を目的とするので、身体障害者施設のようなバリ

アフリーを追求したわけではなく、一般の方でも

入居したいと思えるような質の高い空間をめざ

した。ただし、入浴介護が必要な方を想定して浴

室には配慮し、利用者がここで年を重ねて高齢

になっても対応できるように小型エレベーター

も導入した。当社は、この施設以外にもグループ

ホームを経営しているが、この施設が好評なた

め、隣接して増棟も計画している」と語る。 食堂も兼ねた交流室には、朝の忙しい時間帯に混雑しないよう2つのボウルを備えたアクアハート洗面を設置

ウェブサイトでも
ご覧いただけます 食堂・交流室に飲食を提供する

キッチンのリビングステーション V-style
床や収納壁などの建材に木が用いられた
温かい印象の利用者個室

車いすの利用にも配慮して
広さも確保された小型エレベーター

入浴介護が必要な方にも対応できるように
浴室にはアクアハートa-Uシリーズが採用された

あったかホームいぶきⅠ

R E C E N T

P R O J E C T S
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①① ③③

②②

①①

②②

黒石藩の陣屋築造の際、こみせも整備さ
れたといわれているが、短期間で造るため
に、公儀所有の道路上に庇を出すシンプ
ルな構造の落とし式にしたとされる。
造り込み式は厨子2階などの下に空間を
設ける。
新潟県で「雁木」、東北地方では他に「こも
へ」の名称もある。

1階平面図

こみせ
雁木

主屋 主屋

落とし式 造り込み式

こみせの形こみせ断面図
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（茶の間）だいどころ米つき場
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み
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N

雁木

仏壇

たんす階段

床の間

©髙橋家住宅

青森県黒石市 雪国のくらしの知恵が
息づく町家

青森県黒石市の髙橋家住宅は、宝暦13
（1763）年頃の建造で、津軽地方の伝統的な
商家の造り。江戸期以降、当地の家々の前に
造られていた「こみせ」と呼ばれる木造の庇
も備え、近隣の建物とともに雪国のまち特有
の景観を形成している。国指定重要文化財。

70no.

髙橋家住宅

黒石藩は江戸初期の明暦2（1656）年創立。

初代藩主・津軽信英は陣屋を築造、侍町や商

人町などを加えて新しく町割りを行った。商人

町の中町や前町を通る浜街道は青森や弘前

と黒石を結んでいたため、多くの人が往来し

て商家は繁盛した。藩御用達の豪商として米

や醤油、味噌を商う髙橋家も中町にあった。

髙橋家主屋は切り妻造、妻入りで、吊り上げ式

大戸をくぐると2間幅の通り土間が裏まで伸び

ている。冬に雪で使えない庭に代えて作業場に

したことから土間を「にわ」と呼んだと伝わる。

天井を貼らず梁を現しとし、壁上部に吊り上げ

式障子窓をしつらえて換気や明かり取りに使

用している。通り土間に沿って、表から順にみ

せやじょうい（茶の間）などの部屋が2列に並

ぶのも特徴。2階には藩主が訪れた時のため

の隠し部屋があり、1階じょういのふすまで隠さ

れた、たんす階段で上る仕掛けになっている。

中秋の名月には、隠し部屋の障子を開け放ち

1階じょういから眺めたという。

こみせは主屋1階の高さに合わせて付けた庇。

髙橋家のものは約36mにわたって続く。江戸

期に信英が町割りをした際に始まったとされ、

最盛期には黒石で総延長約4.8kmに及んだ。

両隣と連続してアーケード状になり、雪や夏の

日差しから往来する人々を守ってきた。14代

当主髙橋幸江さんは「昭和中頃、雪でも傘を

持たず、こみせを通ってまちの方々へ出かけて

いました」と話す。こみせは私有地だが半公共

の通路として維持されてきた。それはまちを挙

げて雪下ろしを行うように、人々に共同体意識

が育まれているからともいわれる。

中町こみせ通りには、こみせがまとまって残り、

髙橋家などの貴重な建物も受け継がれている

ため、一帯は重要伝統的建造物群保存地区

や日本の道100選に選定されている。

く
ら
し
は
文
化

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー

津軽地方の商家の特徴を伝える江戸中期建造の髙橋家住宅。建物前に伝統的な「こみせ」が続く。こみせは特に冬の大切な通路となる。

庇を支える柱の間にしとみ戸を落とし込み、雪が入るのを防いでいる。
通路が確保されることで買い物が可能になり、商売にも貢献した。

こみせは個人の所有。しとみ戸の上部に厚手の和紙を貼った障子を
入れたりガラス戸にしたり、家ごとに工夫を凝らした。

こみせの柱に残る「さつなぎ」。
米や炭を運ぶ馬をつないだ。

吊り上げ式の大戸を跳ね上げた入り
口。通り土間は昔ながらのたたき。

色々な作業の場であった通り土間。
左に座敷や板の間が並んでいる。

①細めの梁が複数本、架けられている 
②手綱で開閉する吊り上げ式障子窓。

①藩主が休息した2階の隠し部屋。部屋の高さを得るため登り梁にしている。差し鴨居から天井までを土壁としたのは
防火対策の一つ ②隠し部屋の小屋組は登り梁を使った与次郎組  ③美しい組子の障子を開けると階下が見える。

囲炉裏を切った1階じょういでは、月見などに客を招いて宴を
催した。前方上部に見える隠し部屋を通して月が見えたという。

青森県黒石市中町38
協力：髙橋家住宅、黒石市

用語説明

【陣屋】江戸期、城を持たない小大名
などの屋敷。

【重要伝統的建造物群保存地区】黒
石中町重要伝統的建造物群保存地
区は中町、浦町などを含む東西約
170m、南北約260m、面積約3.1ha
の範囲。

【日本の道100選】昭和61・62年度に
建設省が歴史性や美観性などを
テーマに選定した計104道。

【しとみ戸】町家の前面にはめこむ横
戸。左右の柱の溝にはめる。

のぶふさ

に　わ
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継続能力開発（C P D）
自習 型 認 定 研 修

この情報誌は、公益社団法人 日本建築士会連合会の継続能力開発
（CPD）の「自習型認定研修」教材として認定されています。

建築士会CPD制度の回答は下記WEBサイトから。
https://www.kenchikushikai.or.jp/cpd-new/cpd-index.html

次のうち誤っているものはどれか。
a.共有施設等を持つ戸建住宅地では、集合住宅と同様に

管理組合を設立する方法がある。
b.米国には戸建住宅地を管理するためのHOAという

組織が存在する。
c.ニューアーバニズムとは1950年代に広がった

都市設計の考え方である。

設 問

関連情報は本誌に掲載されています。

皆様のご意見をお聞かせください

https://www2.panasonic.biz/ls/solution/report/archi/qe/

抽選で10名様に温井達也氏の著書
「戸建住宅地管理論」を差し上げます。

【応募締切】2022年4月30日（土）

アンケートはこちら➡

皆様のお役に立てるよう、『建築設計REPORT』の編集内容をよ
り充実させていきたいと考えています。下記サイトにアクセスい
ただき、5問程度のアンケートにご協力ください。

〒060-0809　札幌市北区北9条西2丁目1番地
☎0800-170-3820

札  幌

〒980-0014　仙台市青葉区本町2丁目4番6号 
仙台本町三井ビルディング1F
☎0800-170-3830

仙  台

〒105-8301　東京都港区東新橋1丁目5番1号
☎0800-170-3840

（ 汐 留 ）

東  京

〒221-0056　横浜市神奈川区金港町2番6号 横浜プラザビル1F 
☎0800-170-3841

横  浜

〒450-8611　名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号
☎0800-170-3850

名 古 屋

〒730-8577　広島市中区中町7番1号 
☎0800-170-3870

広  島

〒810-8530　福岡市中央区薬院3丁目1番24号 
☎0800-170-3880

福  岡

〒540-6303　大阪市中央区城見1丁目3番7号 松下IMPビル3F
☎0800-170-3860
※3月5日グランドオープン

大  阪

（ 有 明 ）

〒135-0063　東京都江東区有明3丁目5番1号
☎（03）3599-2600

東  京

※開館日や時間を変更したり、事前ご予約制とさせていただく場合があります。 
　ショウルームご来場の際には、ウェブサイトで事前にご確認ください。

コーポレートショウルーム パナソニックセンター
https://www.panasonic.com/jp/corporate/center.html

パナソニック リビング ショウルーム
https://sumai.panasonic.jp/sr/

パナソニック ショウルーム 住まいのショウルーム

パナソニックの空間ソリューション WEBサイト

https://www2.panasonic.biz/ls/solution/

お問い合わせ

（06）6908 -1131・大代表

パナソニックのソリューションに関するお問合せはこちら ➡
https://sumai.panasonic.jp/support/confirmation.html?solution
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