
様式第７号（第９条関係） 

業務実施方針（Ａ４サイズ：１枚以内） 

■地域特性／基本計画の確認と業務目的に対する基本認識

本事業は、復興事業がおおむね完了した女川町の地域活性化の新たな取組みとして、鷲神・

浦宿地区のまちづくりに寄与することが求められています。その中で旧一小跡地整備では、整

備コンセプトの「大人も子どもも思い思いに過ごせる鷲神・浦宿地区の拠点」および3つの視

点・整備方針の実現に向け、地域拠点と防災拠点という2つの役割の実装化が重要と考えます。 

■設計コンセプトと基本的な考え方

設計コンセプト：「小さな屋根が紡ぐ みんなの広場」 

 分節した建築・支え合う円環状の屋根群・回廊テラスにより、多世代交流を生む地域拠点

機能と、災害から人を守る防災拠点機能が有機的に重なる建築・広場群を提案します。

 背後の山と旧一小の記憶を伝える校門、ヒマラヤスギをつなぐ 2 本の記憶の軸と、校内に

残る樹木、石碑を尊重した建築・広場の配置計画により、地域の記憶を未来につなぎます。 

 土砂災害や内水氾濫リスクを軽減する各種施設やグリーンインフラの導入について、女川

町の復興に習い、日々の活動の中で環境を可視化・体験化する場所としてデザインします。 

■各テーマに対する提案の骨子

テーマ１：土地利用計画・配置計画に対する提案

 整備基本計画の内容を入念に精査した上で、分散配置した建築と、敷地全体に広がる様々

な機能・スケールをもつ広場、それらを一体的につなぐ小さな屋根群と回廊テラスにより、

施設の総合利用を促進し、安全領域を可視化する土地利用・配置計画を提案します。

 鷲神・浦宿地区公共施設配置計画の実現、防災対策、旧一小の記憶の継承など、施設に求

められる様々な要求を総合的に解決する一体的な空間デザインを提案します。

テーマ２：整備基本計画を参考とした建築計画の提案

 世代の異なる各施設利用者の交流の創出と、社会教育施設と認定こども園の運用・安全

の確保など各施設の利用しやすさを同時に解決しつつ、施設全体での快適な室内環境と

安全な屋外環境の実現、ランニングコストの低減等に配慮した建築計画を提案します。

テーマ３：設計プロセスの提案

 本整備事業を女川町の地域活性化の新たな取組みとして実現するため、設計から施工ま

で視野に入れた各事業段階の住民参加の工夫、女川町関連各課・施設運営者・道路事業

関係者等との緊密な連携等、適切な設計プロセス・マネジメントを提案します。

■業務の進め方において特に配慮する事項

 長期的なまちづくりに向けた市民参加のプロセスデザインを提案しつつ、公共施設マネジ

メント、スケジュールマネジメント、品質とコストコントロールを適切におこないます。 

 業務計画から事業終了後までプロジェクト全体の事業工程を主導的に管理し、町担当課や

関係者、庁内検討会議と連携して、適時的な技術的検討・共有・発信に努めます。

通知 No．4 



記憶の継承

多世代対応・多様性の創出

・「大広場」を中心に、敷地全体に様々
な機能・スケールをもつ広場を分散
配置します。
・要項にて求められる「軒下テラス」
を各広場を取り囲む回廊状に構成。　
施設の軒下と一体となったこの「回
廊テラス」が、高低差ある敷地全体
の広場をつなぎ、回遊動線を可視化
します。
・各施設の出入口、
広場、園庭は同じ
計画高とし、相互
利用や往来にも配
慮することで、各
広場・部屋毎に展
開される世代別の
活動の相互認識と
交流を促します。

P
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敷地全体をつなぐ歩行者回遊路

【提案ポイント②】地域特性の把握及び地域の拠点としての整備のあり方
【② -2】地域コミュニティの核となる空間：

記憶の継承と新しい風景の創出
【② -1】地区拠点にふさわしい景観：

災害リスクを可視化・体験化する環境のデザイン
・広場群、屋根群、回廊テラスが一体
となって、多世代の交流と回遊を促す
女川鷲神・浦宿地域の新しい風景を創
出します。
・ヒマラヤスギ、校門の石柱をアイス
トップにした軸線を敷地内に通すとと
もに、桜、碑など地域の記憶が刻まれ
た構造物を極力原位置に残しデザイン
に取り込むことで積極的な記憶の継承
につとめます。またこれらを１つなが
りの動線でつなぐことで、地域の記憶
をもつなぐシークエンス体験を創出し
ます。

【提案ポイント①】整備基本計画を参考とした複数の敷地全体の土地利用と交流を生み出す配置計画
【① -1】施設相互利用を促進する

「回廊テラス」
【① -4】安全領域を形成する豊かな

バッファーゾーンの配置計画
【① -2】車・自転車・歩行者それぞれにとって

利便性の高い動線計画
・道路 ( てらみち ) は、施設を分断しな
いよう、敷地南側に計画。道路事業者と
の調整を行い、効率的な駐車台数確保と
安全走行の可能な線形を検討します。
・両施設の駐車場は、管理運営とアプロー
チのしやすさに配慮して東西に分散配
置。両者を「回廊テラス」で接続して雨
天時動線に配慮するとともに、縦列駐車
も可能な大きな車寄せを配置します。
・国道 398 号から視認できるエントラン
ス空間に隣接して駐輪スペースを確保
し、小学生らの利活用を促します。
・北側駐車場と照源
寺・火葬場方面へ
抜ける「てらみち」
とを緑地でつなぎ、
緑あふれる新たな
歩行者動線を創出。
お盆や葬儀時の敷
地内駐車場の利活
用を促し、道路混
雑を解消します。 

・社会教育施設はレッドゾーン
の外、認定こども園はイエロー
ゾーンの外に配置します。
・「回廊テラス」は、駐車場や「て
らみち」とのバッファーとなり、
子供の飛び出しリスクを低減し
ます。
・「回廊テラス」に沿ってアッ
パー照明、ボラード照明を設置
し、夜間の安全な歩行者回遊動
線を形成します。
・レッドゾーン、イエローゾー

記憶を継承する軸線
「回廊テラス」による
安全領域の可視化

【① -3】周辺地域を守るグリーンインフラ
としての広場

・人々の交流を育む広場群は、浸透
貯留機能をもつグリーンインフラと
して機能し、鷲神・浦宿地域を内水
氾濫から守ります。
・「大広場」は浸透性が高く乾きが早
い土系舗装とし、また広場下には雨
水浸透貯留施設を導入して、内水氾
濫を抑制します。
・敷地とまちが接する国道 398 号沿
いのエントランス部分はドライガー
デンとして計画し、浸透性能を高め
ることで、まちへの雨水流出を抑制
します。

非舗装部分の範囲

敷地内に非舗装箇
所 が 点 在 し、 敷 地
全体で内水氾濫を
抑制します。

浦宿地域周辺のスケールに分節された屋根群

・女川駅と海をつなぐレンガみち、高台住宅地内の軸線など、常に
海を眺めて暮らし、災害リスクを可視化するデザインを推進して
きた町内の事例に習い、土砂災害や内水氾濫のリスクを建物等で
隠さず、可視化・体験化する場所へと変えるデザインを提案します。
・敷地奥の沢筋からヒマラヤスギまで高低差を持ちながら連続す
る空間は、豊かな散歩道・遊び場でありながら、土砂災害や内水
氾濫が身近にあることを可視化し、地域の方々の環境の認知度を
高めます。敷地最北部の「森の教室」では、見付け高 1m の待ち
受け擁壁をベンチ背もたれとして活用します。
・国道 398 号沿いのエントランス部分のドライガーデンには、段々
デッキを設け、談笑・花見スペースとします。屋根の連なりが印
象的な、入りやすく親しみやすい玄関口を計画します。

ンの範囲に
は、土砂崩
れ の バ ッ
ファーとな
る駐車場や
緑地帯を設
け、施設の
災害リスク
を低減しま
す。

地域の課題
A　豪雨時の内水氾濫
B　照源寺・火葬場時一時的混雑
C　土砂災害のリスク
D　老朽化した公共施設の移転
E　核となるコミュニティ施設の不足
F　自由に利用できる広場の不足
地域の変化・動向
G　浦宿橋の開通による交通の変化
H　鷲神エリアでの商業施設の増加
　I　 関係・交流人口の受け入れ施設確保

地域特性の把握

A
C CB

S=1/50,000

D

女川駅

浦宿駅

公共施設
レッドゾーン
内水氾濫域

海への軸線

G
D

H対象地対象地

待ち受け擁壁を背もたれに利用した森の教室

ヒマラヤスギへのシークエンス

コの字型のプランのこども園

敷地に統一感を与える屋根群 旧校舎の校門へつながる軸

自動車で訪れやすい配置計画

「小さな屋根が紡ぐ みんなの広場」 安全なエリアを可視化する屋根の配置
テーマ 1 【提案ポイント① -1】
テーマ 1 【提案ポイント② -2】

テーマ 1 【提案ポイント① -4】 テーマ 1 【提案ポイント② -1】

テーマ 1 【提案ポイント① -3】

テーマ 1 【提案ポイント① -4】

待ち受け擁壁により土砂災害に対す
る安全性が向上します。また擁壁を
ファニチャーとして利用し、災害を
学ぶ空間としてデザインします。

ホールや事務室は敷地全体を見
渡せる場所に位置し、敷地内の
様々な活動をそこから見ること
ができます。

小学校跡地を象徴するヒマラヤ
スギをアイストップにした軸線
により上下段を接続します。

こども園は、コの字型に配置すること
によって園内だけでなくホール等から
も園舎全体を見渡せる構成とします。

桜・モミジの森は、駐車場と照源寺とを
つなぐ散歩道ともなります。

園庭の賑わいがホールや大広場や他の
広場に伝わる空間構成とします。

こども園の出入口を平時は１箇所に集約するこ
とで送り迎えの利便性や安全性を高めます。

子ども園のどの部屋からも園庭にすぐア
クセスすることができます。

回廊は隣接する車道への子供の飛び
出し抑止装置としても機能します。

テーマ 1 【提案ポイント② -1】

テーマ 1【提案ポイント① -2】
テーマ 1【提案ポイント② -2】

テーマ 1 【提案ポイント② -2】

テーマ 2 【提案ポイント②】
テーマ 2 【提案ポイント③】

テーマ 2 【提案ポイント②】

テーマ 2 【提案ポイント③】
テーマ 2 【提案ポイント④】

テーマ 1【提案ポイント② -2】

テーマ 2【提案ポイント②】

寺道へつづく広場

大広場と園庭のつながり

こども園の安全性を高めるエントランス配置

子ども園と園庭のつながり

施設全体を見守るホール広場のバッファーとなる回廊テラス

エントランス

校門軸園路

ヒマラヤスギ軸園路

ヒマラヤスギ

臨時駐車場 (98 台 )

駐車場

駐車場

こども園のロータリー

社会教育施設の
ロータリー

体育室

ホール

菜園

築山

遊戯室

園庭 A

園庭 B

社会教育施設

浸透貯留槽

ペタンクコート

町民農園
遊具広場

認定こども園

桜・モミジの森

テーブル付きテラス

森の教室

旧一小時代の校門の位置から南北に
伸びる軸線が通っています。

社会教育施設・こども園の送迎車は、
それそれのロータリーで通り抜けする
ことができます。

町への顔となるエントランス空間

校門
から
伸び
る軸

ヒマ
ラヤ
スギ
に向
かう
軸

ドライガーデン上の段々デッキ、重
なり合う屋根が施設へと視線を誘導
します。

工期や構造が異なる 2 施設に同一のシ
ステムの屋根をかけることで敷地全体
に統一感を与えます。

円環状の屋根のまとまりは、人々に安全なエリア
を可視化し、災害の危険がある箇所から建物や人
を守ります。

テーマ 1 【提案ポイント① -3】

本図の色は上の色との対応を示す

整備基本計画における
“ 整備コンセプト ” と 3 つの視点

来訪しやすい
場所である

大人と子ども
みんなが集まる

場所である
地域に開かれた

場所である

私たちは、鷲神・浦宿地区に計画される本施設が防災拠点として機能しつつ、現
状のみならず、これからの町・人の活動の変化も受け入れる地域拠点であるべき
だと考えました。美しい風景はときに脅威にもなることを知る女川の人々に寄り
添い災害リスクを可視化しながら、地区の記憶の断片をも組み込んだ、小さな屋
根が紡ぐ新しい風景を提案します。 

敷地内の大小の広場を
へめぐる「回廊テラス」

体育室と大広場のつながり
テーマ 2 【提案ポイント①】
体育室の広場と接する面は開かれ
ており、お互いの場所の活動に触
れることができます。

健康遊具広場

ドライガーデン

イメージハンプ

砂場

プール

待ち受け擁壁

待ち受け擁壁

回廊テラス

駐輪場

駐車場

駐車場

駐車場 提案 A=9300 ㎡
基本計画 A=7200 ㎡
※基本計画 p21 の
　 計算範囲を踏襲

ロータリー
ロータリー

ヒマラヤスギ校門の石柱・桜等

石碑・桜

駐輪場

校門の石柱

桜の小径
桜・モミジの森

（既存樹）

車両動線

レッド
ゾーン

レッド
ゾーン

駐車場

斜面に沿って駆け上がる小さな屋根の群れ

浸透砂利帯
（グリーンインフラ）

てらみち

大広場

回廊テラス

至照源寺

土砂災害特別警戒区域（レッド
ゾーン）から守られた安全領域
を可視化する施設配置を提案し
ます。

「回廊テラス」に囲まれた安全領域

支え合いの屋根群構造
多様な複数の機能をもつ施設全
体を、小さな屋根架構ユニット
の連なりで構成。個々のユニッ
トが相互に力を伝え合い全体を
形づくります。

記憶を未来につなぐ

冗長性のある構造形式によ
り部分的な増改築が可能と
なり、将来的に少しずつ変
わりながら記憶を緩やかに
未来へつないでいきます。

ヒマラヤスギや旧小学校の
校門の石柱など、敷地やま
ちの記憶を取り込んだ施設
配置を提案します。

テーマ 1   土地利用計画・配置計画に対する提案



事務室

事務室

社会教育施設 こども園

ホール 園庭

事務室

園舎

体育室
ホール

遊戯室

ランチ
ルーム

食のホールを通して 2 階へと視線が抜ける、見通しの良いホール

園庭ごしに大広場へと視線が抜けるコの字プラン

【社会教育施設】
1: 体育室
バスケットコートが一面入る大きさの体育室
では、様々な競技やイベント等での椅子の使
用を想定し、床には養生が不要な長尺弾性ス
ポーツシートの採用を検討します。
2: 器具庫

9: 利用者用の男女更衣室 10: 風除室
11: ホール
ガラス張りのホールは、敷地内の様々な空間を
見渡すことができる位置に配置することで、そ
こから様々な活動を見守ることができるよう
にします。
新聞・雑誌コーナー、テレビコーナーを設けま
す。

13: トイレ

3: 和室
和室は、広場に面して配置することによって
広場からすぐアクセスすることができ、ス
ポーツ等で汗を流した後にすぐ立ち寄れる場
所とします。また、調理実習室からもスロー
プを通りすぐにアクセスすることができ、実
習後の食事会利用にも便利な配置とします。
4: 調理実習室
調理台を 4台設置します。
ホールに面しており、連続して一体的に使用
することもできます。
5: 文化財保存庫
収納を慎重に選定・設計することで、地震が
起きても倒れないような仕様とします。

6: 展示ホール 7: 会議室、研修室
8: 事務室
管理人がいる事務室はホールの 1階にあり、吹
き抜け空間によって各諸室を見渡せる配置とす
ることで管理のしやすさや来訪者への案内等に
対する利便性を向上します。

【認定こども園】

20: 保育室（5 歳）

21: 遊戯室
遊戯室は 100㎡程度、3歳児以上の子ども達
が午睡できる十分な広さを確保。布団や大道
具等の収納スペースも確保します。
22: 調乳スペース・カームダウンコーナー
　　・絵本コーナー

16: 乳児室（1 歳）

18: 保育室（3 歳）
17: 保育室（2 歳）

26: 収納・洗濯室・休憩室・更衣室

19: 保育室（4 歳）

23: 事務室・医務室・医務コーナー
諸室・園庭・エントランスが見渡せる管理し
やすい位置に配置。エントランスに近いため、
保護者と保育士が気軽に情報交換できます。

24: 給食室
駐車場に面して配置して搬入動線に配慮。
3歳児未満、アレルギー専用として別々にガ
ス台を配置し、三連シンクを導入して利便性
を向上させます。洗濯機置場も確保します。
25: ランチスペース
天気の良い日は山を眺めながら食事ができる
気持ちの良い軒下空間。2クラス分の園児が
一緒に食事をするのに十分な面積を確保し、
コロナウイルス感染症対策として間隔をあけ
て着席できるように配慮。また、給食室や菜
園と隣接配置することで、調理や栽培のプロ
セスが学べる食育に配慮した計画とします。

27: 子ども用トイレ
1・2 歳のトイレは、乳児室 (1 歳 ) と保育室 (2
歳 ) の間に配置し、保育士の介助のしやすさ
に配慮した計画とします。3・4・5歳の教室
とトイレは廊下から同時に見渡せるような
配置とします。

28: 多目的トイレ・職員用トイレ・沐浴室

園庭 A
広場との間にフェンスを設けて園児の安全性を確
保。園庭の各所に子ども達が創意工夫して遊べる
ように、築山・砂場・菜園などを用意します。

31: 教諭スペース

園庭 B
3歳児以上の園庭Aと3歳児未満の園庭を分けて、
年齢ごとに安全に遊べるような配置とします。

29: エントランスホール
エントランスには、下足入れスペースを設置。
30: 設備スペース

認定こども園の園庭を取り囲む回廊テラス
（縁側空間）は、夏の日差しを遮り、冬の寒
さを和らげる中間領域として機能します

保育室
縁側

園庭

土留壁
土に埋まる部分は漏水リスクを
考慮し二重壁で計画

ソーラーパネル
南向きの勾配屋根を活かした自然エネル
ギーによる省エネ効果
自然通風・換気
軒下や屋根の間のハイサイドライトから
風を取り込み、吹抜けのベンチュリー効
果を利用して自然通風を促す

待受け擁壁既存斜面に合うように
階段状の躯体を配置します深い軒による

日射遮蔽効果

回廊テラスがつくる、快適な室内空間

木架構に誘われる、歩きたくなるホール空間

20

19 18

25
27

24

28

31

3016

2717
2321

29

園庭 B

屋外倉庫

屋外
ランチスペース

園庭 A

砂場

雨庭

築山
菜園

プール
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6

12

1310

13 15

3 8

4

7 7 7

77

2

5

14

13

9

1

1

22

26

1

エント
ランス

たまり

分散アプローチ

集中アプローチ

たまり

たまり

校門の石柱

イメージハンプ

桜の小径

浸透砂利帯
（グリーンインフラ）

ヒマラヤスギ

別棟解釈を用いた大規模木造屋根
社会教育施設の
南北通路を耐火
構造で作るこ
とで別棟解釈
（住防発 14 号
S26.3.6 通 達 ）
に適合させ、無
垢材で包まれた
内部空間を実現
します。

大広場

回廊テラス

社会教育施設

森のテラス

北側駐車場 森の教室

市街地 エントランス部

待受け擁壁を
ファニチャーに利用

ドライガーデン・
園庭への雨水浸透

浸透エリアの蒸散効果で
生まれる涼しい風

雨水浸透貯留槽
内水氾濫リスクを低減します

15: 屋外トイレ14: 機械室

町民農園
社会教育施設

駐車場・ロータリー

駐車場

テーブル付き
テラス

テーブル付き
テラス

テーブル付き
テラス

テーブル付き
テラス

テーブル付き
テラス

駐車場

森の教室

待ち受け擁壁

こども園
ロータリー

こども園
駐車場

至女川駅
（JR 石巻線）

国道 398 号線

桜・モミジの森

桜・モミジの森
（既存樹）

ペタンクコート

遊具広場

健康遊具広場

大広場

+0

+0

+0

+0

+0

+1.2

+2.4

+2.4
+4.0

+4.0

+4.0

+8.0
+8.0

+6.0

+4.0

+8.0

+4.0

+1.2

回廊テラス駐輪場

回廊テラス

回廊テラス

待ち受け擁壁

12: 食のホール
普段は静かな勉強スペースとして開放されて
おり、また、調理実習の後にはホールやテラス
も含めて食事会を開催することができます。

隣り合う保育室の間仕切は可動間仕切りとし
て、分割／連結利用のいずれにも対応できる
フレキシブルな空間とします。園庭側には、
外用の置き靴置場を設置します。

10

大広場

+0

+4.0+4.0
+1.2

+8.0

+0 +0

ドライガーデン

至照源寺

将来の増改築に配慮した屋根架構システム
・材長 6m以下の小中断面一般流通材のみ
を用いたローコストな架構を構成します。
・大スパンにも対応可能なトラス梁に長さ
調整可能な組み合わせ梁（登梁）を架ける
構成とし、大小様々な空間を形成できる架
構システムとします。

・敷地全体を雁行する回廊テラス
が、互いの活動や気配を垣間見せ
つつ、適度に区切られた親密な居
場所をつくることで、異なる世代
の活動の共存を実現します。
・体育室、ホールといった利用者が
集まり、多様な使われ方を想定す
る室は、隣接する広場に開くこと
で内外の一体的な利用を促します。

【提案ポイント①】
地域特性の把握の適切性と交流を生み出す提案
多世代の活動の結節点となる屋外・屋内広場

日常は南側のエントランスからの
集中玄関方式により、園児の登下
校を隣接する事務室から一括監視
できるように配慮します。非常時
は園庭から縁側に配された「たま
り」を通して各保育室へ個別にア
クセスすることも想定し、「たま
り」に面して下駄箱と手洗いを設
置します。

【提案ポイント③】
認定こども園におけるコロナウイルス感染症対策等も踏
まえた様々な運営方式の提案

【提案ポイント④】
複数の施設の管理、運営を考慮した建築計画の提案

集中玄関方式と園庭アクセス方式への対応

・園庭を囲む中庭型の配置とする
ことで、万一の子供の飛び出しや
外部からの侵入を防ぎます。
・大広場や社会教育施設のホール
からも園庭に目が届くよう、園舎
をコの字型プランで計画します。

【提案ポイント②】
子供たちの安全性確保と地域による見守りに関する提案
園庭を囲みつつ、大広場に開く「コの字型プラン」

・管理区分が明快となるよう、社会
教育施設と認定こども園は敷地の
東西で分節します。
・社会教育施設内には、エントラン
スから 2階北側までつながった一
体のホールを設け、見通しの良い
館内とします。
・園庭を中心とした中庭型の認定こ
ども園は、事務室から全体が見渡
せるため監視がしやすい計画です。

内外への見通しの良い施設配置

平面図 ( 基準高さ =GL+19m)  縮尺：1/800

N

・敷地の風や水の流れを考慮し、パッシブエネルギーや再生可能エネルギーを積
極的に取り込んだ施設を設計します。
・認定こども園は平屋建木造の軽量な建物とすることで、基礎への負荷を軽減し、
工事費削減を図ります。
・機械室やサーバー室など施設の基幹部分は、土砂災害を考慮して堅牢な RC造
の内部に納めます。

［解析モデル］
柱：120 × 120

登梁 2：
　　105 × 240 ダブル

登梁 1：120 × 240
トラス梁：120 × 120

敷地の環境特性を活かした、環境配慮型の木造屋根
支え合いの屋根群構造
社会教育施設は
土砂災害を想定
し た 堅 牢 な RC
造、認定こども園
はイエローゾー
ンを避けて軽や
かな木造で計画。
屋根はいずれも
木造のフレーム
とし、計画施設
全体の一体感を
つくります。 認定こども園 木造

社会教育施設 RC 造

社会教育施設と認定こども園を結ぶ
「回廊テラス」と、それを貫くふたつ
の軸線によって、施設内外を往き来す
る歩行者回遊動線をつくります。敷地
北側や東側に積極的に歩行者動線と広
場を配置することで、周囲に対して裏
をつくらない平面計画を心がけます。
「ホール」と「遊戯室」は両施設の玄
関口となるだけでなく、
施設利用者が集い、活動の結節点とな
る空間です。これらを「大広場」に面
した敷地中央に対面配置することで、
広大な敷地全体で展開される活動を束
ね、異なる世代の共存を実現します。

全体を一体化する
水平構面

木フレームに包まれる体育室

連続する水平構面
回廊上部をトラス状に固め、それぞれの
屋根をつなぐことで水平構面を形成、建
物全体で地震力を伝達します。個々のユ
ニットで設計する場合に比べ、耐力壁配
置の自由度を高めることができます。

全体断面図 縮尺：1/1000

回廊状の水平構面

耐火構造

体育室

調理実習室

会議室

別棟
解釈

１F 平面図 ( 一部分 )

テーマ 2   整備基本計画を参考とした建築計画の提案



多世代の共通した記憶である小学校の既存樹木
（ヒマラヤスギ、サクラ、モミジ、イチョウ）や
校門の石柱、天皇陛下来訪記念石碑等の保全・
活用について、住民ヒアリングや設計 WS を通
して議論し、小学校の思い出や地区の歴史を取
り入れた施設づくり を進めます。
また、工事中は積極的に現場見学会や内覧を開
催するなど開かれた現場運営を促し、使い手で
ある住民一人ひとりが「わたしの施設」と思っ
てもらえるよう、施設完成への機運を高めます。

テーマ 3   設計プロセスの提案

施設の使いやすさを左右するサインや家具、照明など各分野のデザインの専門家と積極的に   
協働しながら、敷地全体に統一的でわかりやすいデザインを心がけます。
多世代の方が使う施設であることから、ピクトを多用した直感的なサイン計画を提案します。
レッドゾーンのある敷地において、土木工事の土砂災害対策と連携しながら庁舎の設計を行なっ
た実績があります。それらを生かし、建築・土木分野の女川町関係各課、施設運営者、道路事業
関係者等と緊密な連携を行い、適切で確実な設計プロセスマネジメントを行います。
多くの公共施設の設計監理実績を生かし、設計プロセスで段階的に積算を行いながら、確実なコ
ストコントロールを行います。
地域の重要な拠点施設となることから、施設の長寿命化を心がけた設計を行います。特に外部に
使用する木材は、雨がかりにならない工夫や防腐防蟻処理、交換可能な納まりなどを慎重に検討
しながら、地元の方々に長く愛される施設を目指します。

・

・
・

・

・

女川町の防災担当部局との連携により、施設整備における
グリーンインフラなど雨水排水経路の負荷軽減と、リスク・
対策の可視化、グリーンインフラ整備・維持への住民参画
を推進し、防災・環境学習の拠点として設計段階から地域
の環境防災学習を協働で推進します。

提案 1. 整備基本計画を参考とした提案 提案 2. 別途実施する道路設計業務等との調整などの提案

提案 5. 関連業務全体のコーディネートに関する提案提案 4. 運営者や利用者とともに考え、理解を深め、
            検討、設計するプロセス

【提案 1- ①】関係者との協議を通した地区の公共施設配置計画の役割の実現

【提案 1- ②】住民ヒアリングや WS を通した地区拠点としてのふさわしい空間・景観の創出

【提案 4- ①】災害リスクと環境対応の可視化
鷲神・浦宿のまちづくりと立地適性化計画
／都市構造再編集中支援事業計画との連携

【提案 2- ①】
道路整備と一体となったランドスケープデザインの検討

【提案 2- ②】道路整備事業と一体の安全対策の徹底
地区の公共施設配置計画で求められている役割（① 雨水浸透貯留施設（グリーンインフラ等）の導入、② 土砂災害警戒区域（土石流）
対応のための待ち受け擁壁、雨水排水対策による安全性向上と土地利用、③ 地区のコミュニティの核となる施設づくり、多世代
交流をうむ、自由に使える空間の整備）などについて、町内の各関連部署、関係者との連携により、対象地の環境と呼応しながら
多様な居場所がつながる施設群として確実に実現します。

建築・道路・広場・擁壁・駐車場
などを個別に考えるのでなく、実
績を活かし一体のランドスケープ
としてデザインします。敷地全体
の計画高設定・等高線作成を丁寧
に行い、別途実施される土木業務
と共有することで、道路設計業務
とのきめ細やかな調整を行います。

エントランスと大広場の間で子供の
往来が多い箇所は、回廊テラスによ
る飛び出し抑止に加え、直線道路へ
のイメージハンプ設置により車両速
度を抑制し安全性を担保するなどの
対策を講じます。
このような対策を道路事業者に図面
で示しつつ、調整を進め一体的な安
全対策を実現します。

①雨水浸透貯留施設（グリーンインフラ等）の導入等、
雨水排水対策と一体となったドライガーデンによる
エントランス

②土砂災害警戒区域（土石流）対応のための待ち受
け擁壁をファニチャーとして取り込んだ、環境防災
学習に活用できる森の教室

③ 地区のコミュニティの核となる施設づくりに向
け、多世代交流をうむ、自由に使える広場群

建築デザインのみならず、土木デ
ザインや、施設整備を伴う復興ま
ちづくりの豊かな経験を有する
チーム編成により、本事業が鷲神・
浦宿地区のまちづくりに確実につ
ながるよう推進します。 立体模型
や３D を活用して、関係者や住民
の方々と正確にイメージを共有し
ながら、的確な住民意見の収集と
合意形成を進めます。

施設の運営事業者選定時期から調
整を進め、設計段階での運営者と
の協議・ヒアリング、およびその
内容の設計反映により、管理運営
しやすい施設計画を実現します。

【提案 4- ②】施設整備を伴う復興まちづくりに長けた
　　　　　　チーム編成と模型を活用したワークショップ

【提案 4- ③】運営事業者との連携

本事業が鷲神、浦宿のまちづくりの推進に確実に寄与するために
は、女川町の復興まちづくりの経験と成果にあるように、関連業
務全体を調整・推進するコーディネーターの設置と、本整備事業
との連携が必要だと考えます。設計チームとして、施設整備に関
わる住民ヒアリングやワークショップの工夫はもちろん、立地適
性化計画、都市構造再編集中支援事業計画の計画策定、鷲神、浦
宿地区まちづくり、公共施設配置計画の実現に向けて、より広い
範囲の関係者と積極的に連携を図り、業務を推進します。

イメージハンプの例
建築・土木・ランドスケープが
一体となった認定こども園の実績例

2019 年度公民館利用者会議

建設課

マネジメント担当課
（建設課）
公共施設

女川町
生涯学習課
女川町

健康福祉課
女川町

企画課
女川町

女川町

設計統括

構造設計

ランドスケープ
・まちづくり 設備設計

連携

女川町　立地適性化計画／都市構造再編集中支援事業

鷲神・浦宿地区まちづくり／公共施設配置計画

【社会教育施設】

女川町認定こども園及び社会教育施設整備

設計チーム運営者

【認定こども園】【防災・避難計画】

【道路・造成・広場
・駐車場・内水氾濫対策等】

まちづくり
コーディネーター

【情報一元管理
　進行管理統括
　・総合調整】

連携

連携 連携

連携 連携

連携

連携

連携

連携

女川町のみなさん
鷲神・浦宿地区のみなさん

ヒアリング／ワークショップ
（模型等によるイメージの共有）情報共有／意見交換

R4 年度

全体工程表

造成道路

社会教育施設

認定こども園

立地適正化計画

防災対策

運営業務

R5年度 R6 年度 R８R7 年度
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 31 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 31 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 31 4 5 6
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※社会情勢を考慮し、発注状況などで要調整※社会情勢を考慮し、発注状況などで要調整

※選定タイミングは要調整※選定タイミングは要調整

※計画策定行程は想定、設計工期と調整※計画策定行程は想定、設計工期と調整

模型を使ったワークショップの実施例

設計・運営一体の利用者会議の実践例

事業実施工程表案

小学生とのまちづくりワークショップの実践例 現場見学会の実践例

大広場や園庭などを見渡すことができる開放的なホール

提案 3. 敷地全体のトータルデザインに対する考え方と実現方法に対する提案提案 3. 敷地全体のトータルデザインに対する考え方と実現方法に対する提案
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テーマ 3   設計プロセスの提案
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