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第 11 回 「まちの活性化・都市デザイン競技」
主 催：まちづくり月間実行委員会、財団法人都市づくりパブリックデザインセンター
後 援：国土交通省、滋賀県、彦根市
事務局：財団法人都市づくりパブリックデザインセンター

■趣

伝統文化も引き継がれています。

旨

本対象地区もその一つであり、江戸期には「善利組(せ

これからのまちづくりにおいては、そこに生活し活動し

りぐみ)」と呼ばれる足軽組屋敷が建ち並んでいたところ

ていることの豊かさが実感でき、誇りのもてる優れた景観

です。幅１間半（2.7ｍ）の通りにより整然と仕切られた

を備えた環境整備が重要になっています。

中に「食い違い」等を各所に配した街区構成を残し、往時
の歴史が感じ取れる貴重な歴史遺産となっています。

現代の活動にふさわしい新たな都市景観の形成には、ま
ちの歴史や環境に配慮しながら、その都市固有の品格を備

しかし、本地区に残る歴史的な道路網・建物等は現代の

えた洗練された表現と演出が求められ、その魅力が都市に

生活に適応しにくいため、若者世代を中心に「まちばなれ」

活力を呼び戻し、新たな賑わいを伴って、まち全体が活性

が進み、人口の減少・高齢化、宅地建物の老朽化・空き家・

化していくことが期待されます。

空き地化とともに、現代風建物への建替えも進行しており、
江戸期の建物は急速に姿を消しつつあります。

こうしたまちづくりの基本的課題を踏まえ、本「まちの

また本地区は、緊急車の入れない密集市街地として防災

活性化・都市デザイン競技」は、地域にふさわしい整備構

上の問題も抱えています。

想とまちのデザインについて広く一般から提案を募り、ま

このような現状から、本地区のまちづくりにおいては、

ちづくりに対する国民の関心を高めるとともに、活力ある
美しい景観を備えたまちづくりの実現に寄与することを

①歴史的まちなみの保存・活用、②現代生活に適応した住

目的として、平成 10 年度より毎年実施しており、今回で

みよい市街地環境の確保、③防災性能の確保などが強く求

第 11 回目を数えます。

められています。

■対象地区
対象地区は、全国公募に応募された候補地の中から滋
賀県彦根市「芹橋地区」
（約 14ha）を選定し、当該地区の
整備課題となっている「歴史的まちなみ保全と居住環境の
向上」をテーマに設定しました。

対象地区の現況

２．対象地区に関する彦根市の方針
彦根市では、こうした諸課題に応えるため、平成 19 年
に「都市計画マスタープラン」及び「彦根市景観計画」を
策定し、この中で次のような「まちづくりの基本方針」が
掲げられています。
対象地区の位置

・彦根城の周辺一体を歴史が感じられる歴史拠点として位
置付け、特に、本町、芹川周辺地区の伝統的建造物や歴
史的まちなみについては、市の歴史文化拠点とします。

■募集内容

・木造住宅が密集する地区では、防災性向上の観点から、

１．対象地区の現況と課題

面的な整備手法による検討を進めます。

彦根市は、江戸期には彦根城 35 万石の城下町として栄

・芹川周辺にある密集住宅市街地に街区公園やポケットパ

え、今もなお国宝・重要文化財の彦根城を中心に、往時の

ーク等の配置を検討します。また緑豊かな芹川風致地区

面影を色濃く残した街区が市街地の各所に点在し、様々な

とつながる街なかでの緑の回遊軸を検討します。
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参照）。

・芹川のケヤキ並木道や橋、芹橋の善利組屋敷などの地区
は、市民や観光客が歩いて楽しく、また絵になるまちな

中国・四国地方
5, 10%

みの整備を図ります。
・伝統的建造物や歴史的まちなみについては修復・保全に

その他
1 （ 2%）

東京都
11（20%）

奈良・兵庫県
5 （10%）

努め、本市の歴史と伝統の拠点としての景観形成を図り
ます。

住所別応募者数
大阪府
8 （15%）

３．提案募集の内容

千葉・神奈川県
6 (12%)

総数：４８グループ

本競技は、上記の現況・課題及び彦根市の基本方針を踏

愛知県
7 （13%）

まえた上で、対象地区のまちづくりについて、次のような
その他滋賀県
4 （ 8%）

提案を求めたものです。

彦根市
5 （10%）

① 住みよい安全・安心のまちづくりの提案
現代の生活に適応し、防災性能を確保した安全・安心

建設会社
3 ( 6%)

の住みよいまちづくりを提案すること。

その他（個人）
1 ( 2%)

・緊急車両の進入と防災活動を円滑にする道路網・交通シ
ステムに配慮すること。

都市土木系
コンサルタント
9 ( 19%)

・歴史的資源を守りつつ、現代生活に適応するためのライ

学生
1 7 (3 5 % )

職業別応募者数

フスタイル、居住環境づくりに配慮すること。

総数：４８グループ

② 歴史まちづくりの提案
建築設計事務所
7 (15%)

足軽組屋敷が建ち並ぶ往時のまちなみを保存し、地域の
活性化等に活用するまちづくりを提案すること。

大学等職員
1 1 (2 3 % )

・幅１間半（2.7ｍ）の通り、どんつき、食い違いなどの
保全に配慮すること。
・現存する江戸期の建物（約 30 軒）の保存・修復と利活

■審査委員会及び結果

用に配慮すること。
・歴史的まちなみ景観の保存、再生に配慮すること。

１．審査委員会

・来訪者の徒歩による回遊動線（芹川をはじめ周辺の歴史

委員長

西村幸夫

東京大学教授

委

石川幹子

東京大学教授

加藤

都市プランナー

的地区等のネットワーク化）に配慮すること。

４．応募図書

員

源

岸井隆幸

日本大学教授

上記の募集内容に即して、整備の方針、公共空間・建

北山孝雄

総合プロデューサー

物・まちなみ等のデザインイメージ、実現化手法などを

藤本昌也

建築家

A1 サイズのパネル２枚に表現したものと、提案の要旨を

森野美徳

都市ジャーナリスト

A4 サイズ１枚にまとめたものを応募図書として提出を求

松田秀夫

国土交通省市街地整備課長

めたものです。

田村秀夫

滋賀県土木交通部長

西川幸治

京都大学名誉教授

獅山向洋

彦根市長

■スケジュール
応募登録

平成 20 年 10 月 1 日（月）～11 月 7 日（金）

現地説明会

平成 20 年 11 月 10 日（月）

質疑応答

平成 20 年 12 月初旬

作品提出

平成 21 年 2 月 16 日（月）～ 2 月 27 日
（金）

審

査

平成 21 年 3 月 26 日(木）

表

彰

平成 21 年 6 月（まちづくり月間期間内）

■応募件数・応募者の属性
事前の応募登録数が 98 グループあり、最終的に提出さ

審査に入る前に、審査の方法等について確
認されました。

れた応募作品数は 48 でした（応募者の属性は円グラフを
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２．審査結果
審査委員会での審査の結果、下記の入賞作品が選定され
ました。
※彦根市長特別賞は彦根市により選定されました。
○国土交通大臣賞（1 点） ·······賞状及び賞金 70 万円
（玉野総合コンサルタント㈱）
中垣淳一、則竹登志恵、猪野るみ、野呂有佳子
（㈱都市造形研究所）跡部悠未
○まちづくり月間実行委員会会長賞（1 点）
第一次審査：審査委員が各作品を一通り閲覧したうえ
で、一回目の投票を行われ、有望作品が挙げられました。

··········賞状及び賞金 30 万円
（大成建設㈱設計本部）
川﨑泰之、石田武、宮下悠子、大槻達夫、
黒江由美、西山有希、平賀順也
○(財)都市づくりパブリックデザインセンター会長賞（1 点）
··········賞状及び賞金 20 万円
（㈱オオバ大阪支店）
田村博美、井上敬雄、伊勢博幸、濱田順也
○奨励賞（３点） ············· 各賞状及び賞金 10 万円
［奨励賞１］
（横浜国立大学工学部建設学科）
金子祐太朗、加藤慎也、田中泰典、藤本雅之、

第二次審査：有望作品一つ一つについて議論された後、
二回目の投票により入賞候補作品が絞り込まれました。

佐久間純、森和也、関口達也、溝口晃一
［奨励賞２］
（滋賀県立大学環境科学部環境科学研究科
川井操、美和絵里奈、石野啓太
（㈱日建設計）中川雄輔
（アトリエタンゴ建築工房）三木雄野
［奨励賞３］
（早稲田大学大学院創造理工学研究科建築学専攻）
平居直
（㈱日建設計）平林直
（駒沢女子大学）牧野冬生
○彦根市長特別賞（２点）
······ 各賞状･記念品及び賞金 10 万円

最終審査：入賞候補作品を並べて、相互に比較検討し
ながら大臣賞をはじめ各受賞作品が選定されました。

［彦根市長特別賞１］
（早稲田大学大学院創造理工学研究科建築学専攻）
平居直、（㈱日建設計）平林直、
（駒沢女子大学）牧野冬生

（※奨励賞と重複受賞）

■入賞作品の概要

［彦根市長特別賞２］
（滋賀県立大学人間文化学部生活デザイン学科）

入賞作品の概要は次頁以下に見られる通りです。なお本

土屋敦夫、山下恵里華、鬼海めぐみ

競技の内容及び入賞作品の詳細については、事務局である
（財）都市づくりパブリックデザインセンターのホームペ
ージ（下記ＵＲＬ）をご覧ください。

http://www.udc.or.jp
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国土交通大臣賞
■コンセプト：明日軽（あすかる）まち

■応募者 ：中垣淳一 ほか４名
（玉野総合コンサルタント㈱・㈱都市造形研究所）

〇路地がつなぐ人と時

■主な提案
(1)城下町の形態を活かした新しい生活道路と住民用駐車場を確保する。オープンスペースを創出して交流やすれ違いの場と
する。
(2)広い生活道路を設けて緊急車両の進入を可能とする。随所にオープンスペースを配置し避難場所等の防災機能を充実させ
る。
(3)善利組足軽倶楽部等の市民活動を活かし、地区の歴史的風情や芹川と町並みの景観を大切に次世代へと継承していく。
(4)観光案内施設や来訪者用駐車場の整備の他、江戸時代の風情を楽しめるまちづくりを図る。
(5)空き地の活用や空家をリニューアルした建築物を利用し、コミュニティカフェや町屋シェアハウスを設ける。
(6)地区計画、やわらかい土地区画整理事業＋単独事業、建築基準法第 42 条第 3 項等により芹橋地区に合った整備を行う。

■審査講評
本競技の計画要件である「住みよい安全・安心のま
ちづくり」と「歴史まちづくり」をバランス良く両
立させている。すなわち、歴史的な道路網に対し、
保存すべきものを明確に位置づけ、細心の注意を払
いつつ既存のみち（歴史軸）、まちなみの改変、安
全・安心の街路構成などが分かりやすく提示されて
いる。また事業手法についても柔らかい土地区画整
理事業をはじめ様々なアイデアが盛り込まれてお
り実現性の高い提案となっている。
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まちづくり月間実行委員会会長賞
■コンセプト：城守人（しろもりびと）の町

■応募者 ：川﨑泰之 ほか６名
（大成建設㈱設計本部）

〇現代版足軽が息づくまちづくり

■主な提案
(1)まち歩きで巡る「オープンガーデン」の開催。
(2)庭・背割り水路を歩ける、避難経路を兼ねた「裏路地」空間の形成。
(3)ポタジェを楽しむ「隠れ家レストランどんつき」の整備。
(4)コミュニティを育む「防災広場」の整備（緊急時の活動拠点、日常時のオープンスペース）。
(5)建物を復元した「御普請方カフェ」の整備（水辺の憩い空間の創出、観光ルートの結節点）。
(6)空地を集約した「土手ひろば」の整備。
(7)地域に密着した伝統技術を継承する「大工養成塾」の整備。
(8)立ち寄れば善利組が分かる「辻番所」（地域の総合窓口となる拠点の形成）。

■審査講評
当案は歴史的街区を基本的に全面保全する立場に立
って、道路網の再編成は行わず、安全・安心のまち
づくりを消火栓の設置などの技術的対応によって実
現し、かつ、人々が良く住み続けるに足る魅力ある
生活機能の導入を提案しており、歴史的資産を活か
した住民本位のまちづくり提案であることが高く評
価できる。ただし本競技の計画要件である緊急車両
の通行問題が未解決であり、この点が残念である。
しかし歴史を活かしたまちづくり一般においては本
案のような方向もあり得ると考えられ、この点を評
価した。
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（財）都市づくりパブリックデザインセンター会長賞
■コンセプト：善利組・温故知新のまちづくり

■応募者 ：田村博美 ほか３名

〇地域のしくみを学び、資源を継承する。新しさを加え、ま

（㈱オオバ大阪支店）

ちを活かし続ける。

■主な提案
(1)まちの入口と商店街を結ぶ街並み：ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ、ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ拠点、商業施設が一体となった賑わい空間・回遊動線形成。
(2)まち並みガイドツアー拠点：空地を活用し、商業施設と一体的整備。まちづくり組織「善利組」が運営。街区公園とし
ても機能し、災害時の一時避難場所にもなる。
(3)芹川堤展望所：空地を活用し、堤防からせりだした展望休憩スペースを整備。
(4)まちのみち（生活・防災道路）
：地区計画を基本にｾｯﾄﾊﾞｯｸの活用と細街路整備助成制度を組合せ幅員６ｍの道路を整備。
(5)芹橋まちかど博物館：辻番所と周辺の歴史的建物、空地を一体的に整備した地域のまちづくり拠点を形成。
(6)歴史のみち（観光の軸）
：2.7ｍ幅員を保持した歩行者中心の道として、沿道の歴史的建造物のファサード修景とともに、
空き家を活用したカフェや小売店等を配置し、街並み観光の主要動線として整備。

■審査講評
歴史を活かしたまち歩きのシステムと車両交通の
システムとのバランスがとれた提案である。土地
区画整理事業のオーソドックスな手法を活用して
明確なインフラ整備を提示している。すなわち全
区域を十字の歴史の道によって 4 区に区分した上
で、地区内道路を注意深く導入するという周辺地
域も視野に入れた道路構成が評価される。ただし
新しいまちづくりに向けての夢やイメージの提案
が希薄であることや、図面表現のインパクトがや
や弱い点が惜しまれる。
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奨
■コンセプト：表情の奏

励

賞

■応募者 ：金子祐太朗 ほか７名
（横浜国立大学工学部建設学科）

〇芹川オムニバスタウン

■主な提案
(1)観光の表情の創出：観光動線として、歩行者専用の芹橋大路を整備。さらに、足軽屋敷などの観光資源の有効活用や、憩
いを提供する施設や空間の整備によって、観光客にとって魅力ある地区とする。
(2)生活の表情の創出：フリンジ駐車場や部分的交通規制の導入により、自動車交通を最小限に抑え、歴史的街区を保存。ま
た、芹川を活かした親水公園やポケットパークを整備し、より住みよい住環境を創出する。
(3)防災の表情の創出：緊急車両のための芹橋大路の拡幅。ポケットパークに防火水槽を設置。また、地区内の外壁には景観
を損なうことなく耐火性・耐久性と延焼防止機能を持たせ、避難道を確保する。
(4)コミュニティの表情の創出：周辺住民も含めた地域のコアとなる公共施設を設置し、住民と観光客の交流を誘発する。ま
た、育児や生涯学習の支援を行う施設を設けることで、多様な世代の居住をサポートする。

■審査講評
現状を分析し幅広い視点から歴史的資源として足
軽組屋敷の保全・復元・活用の方策を考え、辻番
所というコアを明確に提示している。また芹川の
自然環境を歴史的まちづくりに活かし、芹川沿い
眺望スポットなどユニークな案となっている。具
体的な手法に欠けているが、公共施設の導入とと
もに、まちの賑わいを創出するための観光・生活
面等の提案が評価できる。
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奨
■コンセプト：芹橋コンソーシアム

励

賞

■応募者 ：川井 操 ほか４名
（滋賀県立大学環境科学部環境科学研究科・
㈱日建設計・アトリエタンゴ建築工房）

〇賃貸運営によるサスティナブルタウンの構築

■主な提案
芹橋地区における新たな事業スキームへの足がかりとして、地域住民、大学研究者、設計者、不動産業者によって新たな
NPO 法人「芹橋コンソーシアム」を設立する。同コンソーシアムは、サスティナブルタウン、コミュニティビジネスの構築
により地区全体の総賃貸化を目指し、主に 4 つの事業体系によって運営される。
(1)地域遺産を整備し、旧市街地からの観光客を引き寄せる「観光事業」
(2)地域住民や滋賀県内の大学と市民、そして県内企業との交流を誘発し、市民の目線からの産学交流の場を創出する「産
学連携事業」
(3)地域住民の高齢化に適応し、フレキシブルな介護レベルを「街区内」に設定した、新たな「介護福祉事業」
(4)学生やファミリーといった住民の新規参入を促す「賃貸住宅事業」
以上４つの事業体系が主軸となり、「学生」、「観光客」、「介護」という循環する人材を対象に、地区全体の賃貸運営化に
よる地域コミュニティビジネスを展開する。

■審査講評
道路等の公共施設整備の視点が欠けているが、空地、
空き家が目立つ本地区の賑わいを取り戻す方策とし
て 芹 橋コ ンソー シ アム という ソ フト の導入 を 提 案
し、賃貸事業の運営によるサスティナブルタウンと
して再生・活性化しようとしている点、と同時に既
存の歴史、風致資産を活用している点が評価できる。
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奨

励

■コンセプト：善利組普請

賞

／

彦根市長特別賞

■応募者 ：平居 直 ほか２名
（早稲田大学大学院創造理工学研究科建築学専攻・

〇伝統を受け継ぎ、歴史を育むまち

㈱日建設計・駒沢女子大学）

■主な提案
(1)タテ軸（街並軸）の整備：歴史的街並の再生
伝統的な道路の性格を残すため道路の拡幅は一切行わず（三項道路指定）、足軽組屋敷を保存・整備し、街並みを再生。
再生地区は日本の伝統的な足軽屋敷を体験できる場とする。
(2)ヨコ軸（生活軸）の整備：新辻の導入
江戸期においてヨコ軸からのアプローチがメインであったことに因み、ヨコ方向の軸を現代的な生活軸として新しく（新
辻として）整備する。この新辻においては、カーシェアリング、シェア駐車場、通行時間帯制限等の活用により、現実的
な脱車社会の実現を目指す。
(3)面的整備：善利組スクエア・かろむ広場の新設
ヨコ軸とタテ軸の交差点に生まれる面を、それぞれの場所の性格に応じた広場空間として、
「善利組スクエア」、
「かろむ
広場」を整備する。

■審査講評
当案は既存の街路構成を保全する一方で、空地を繋
いで街区を貫通する新たな辻みちを東西方向に２本
導入し、安全・安心の現代のまちづくりのニーズに
巧みに応えた案として評価できる。公共施設の整備
について、既存の空地、空き家を活用し、換地手法
も適宜利用しながら行っており、現実的な案である。
また彦根地域にしか残っていないボードゲーム「カ
ロム」をまちづくりの姿に重ね合わせたことや、
「新
辻の導入」と合わせてカーシェアリングとシェア駐
車場設置による脱車社会の実現を目指すなどユニー
クな案である。
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彦根市長特別賞
■コンセプト：芹橋足軽組地保存地区計画

■応募者 ：土屋敦夫 ほか２名
（滋賀県立大学人間文化学部生活デザイン学科）

■主な提案
(1)街路
2.7ｍ街路を「3 項道路」として認め、交通規制は行わず、車のすれ違いやＵターンは沿道の駐車場や空地を活用する。
電線類は地中化する。
(2)塀、門、緑
塀は必ず付ける。板塀、生け垣を奨励し、モルタル塗り塀も許容する。プロック塀、金属網塀は止める。空地、駐車場
にも生け垣を廻し、車を隠す。大きな庭木は積極的に保存する。
(3)建築規制
足軽組地の揃った区画が重要であることから、土地の合併分筆をしない。アパート、長屋建てを止め、基本的に戸建て
の個人住宅とする。歴史的建造物は保存し、住宅、コミュニティ施設として活用する。空地には積極的に住宅を建て、新
住民の入居を斡旋する。屋根は切り妻、4 寸勾配、黒瓦葺き。高さは 2 階建て以下。外壁は白漆喰塗り、もしくは縦羽目
板張りとする。

■審査講評
当案は、過去の土地台帳等からま
ちの変遷を読み取り、歴史的価値
（町割りの重要性）について検
証・認識した上で、歴史的街区の
全面保全を第一義とし、歴史的な
雰囲気を維持するための新たな建
築ルールのもと、空き地、空き家
を積極的に活用して住宅地として
のまちなみ形成を図ろうとする提
案である。本競技の計画要件であ
る緊急車両の通行問題が未解決で
あるが、歴史を活かしたまちづく
りにおいては本案のような方向も
あり得ると考えられ、この点を評
価した。
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