お知らせ

月刊

9

月号

2017 年 NO.02

門前町の再生を考える月刊誌

発行元：

美波町役場産業振興課/桜会/発心の会

/神奈川大学曽我部・吉岡研究室

通りの実測調査

を進めています。
これを使って、通りの新しい提案をおこなっていきます。

門前町再生を考える会
次回開催のお知らせ

10月3日(火)
19時30分〜

今月のRICARDOのスペイン語講座

情報求む

さくら町通りに関するマップ
作成のためのネタを集めてい
ます。

「かつて、ここにはこんなものがあっ
た」「写真撮影の絶景ポイントがある」
などありましたらご連絡をお願いしま
す。たくさんの情報提供をお待ちしてお
ります。

桜会館 2F

今月から美波町で使えるスペイン語講座
をここで配信していきます！
楽しくスペイン語覚えましょう！！
Vamos amigos!!!

この街にはウミガメが来ます

En esta ciudad vienen las tortugas marinas

( エン エスタ スィウダッ ヴィエネン ラス トルトゥガス マリナス )

今月のおすすめ書籍

編集後記
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今回編集をするにあたり、
この「さくらさかす」をきっ
かけに美波町の魅力を皆さんと楽しく作っていきた
いと思い、学生たちで編集作業にあたりました。私は
最初に美波町へ訪れてからまだ5ヵ月しかたってい
ません。
なのでこれから美波町の魅力を発見して皆
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さんと共有していきたいです。
これからもよろしくお願いします。

函と館

坂の街で見る 食べる 歩く 100
細萱久美＝著
平凡社 1400 円 + 税

異国情緒漂う大人の街・函館。2016 年 3 月の新幹線開通
を前に、盛り上がりを見せるこの街で見つけた 100 のス
ポットを、50 のテーマで紹介。決定版函館ガイド。

連絡先 神奈川大学曽我部・吉岡研究室：sogabe.studio@gmail.com
美波町産業振興課 ：tonoiso.chihiro@minami.i-tokushima.jp
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（編集担当：神奈川大学・城間リカルド、森島駿平)
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景観デザインファイル vol.1

ハード整備について
ソフト整備について

ガイドブック編集室 vol.1
永晴邸通信 vol.1
改修日誌 8月24日~9月5日
お知らせ

実測進捗
情報求む
今月のRICARDOのスペイン語講座
今月のおすすめ書籍

門前町再生を考える意見交換会
Q.この会ではどのようなことをするの？
A.門前町再生について話し合いをします。

地域の方々からいただいた意見を元に、どのよ
うに整備を進めるのかを事例などを交えながら
具体的に話し合いをしていきます。
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景観デザインファイル

永晴邸改修通信

vol.1

vol.1
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地域デザインはどのように作られているのか

ཱͭݐʹ͍ͨ͠ͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ

શࠃ֤ͰҬͷಛੑΛੜ͔ͨ͠؍ܠඋ͕ߦΘΕ͍ͯ·͢ɻޫ؍٬Λ༠க͢Δͨ

改修日誌 8 月 24 日 ~9 月 5 日
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ハード整備の事例
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8月25日

8月29日に、
１回目の門前町再生を考える意見交
換回を行いました。多くの方にご参加いただき実
りある回となりました。
次回もぜひご参加ください。
お待ちしております。

シロアリ被害のひどい廊下を解体し
ている様子です。シロアリが数えき
れないほど出てきました。本当に白
い色をしており動く速さは普通のあ
りと変わりません。人気が嫌いなよ
うで、シロアリが出現してから数分
後には1匹も姿は見られませんでし
た。とても逃げ足が速いです。
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参加者からの声
さくら町通りは直線で奥まで視線が抜けていることが特徴 / さくら町通りを車の裏道として利用する人が増えている / 一方通行化し道を蛇行

させることで、速度超過を解消できる / 道路の舗装や電線の地中化よりも、まずは古民家改修に力をいれるべき/ 日和佐屋さんができたこと
によって、通りの先まで歩く目的ができた / 裏配線だと、裏にスペースのない建物はどうすれば良いのか / 商店をやっている人たちは搬入が

8月31日

あるので、配慮して店の前の幅員を少し広げるなどの対策が欲しい / 搬入車停車スペースを店舗前に欲しい
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“舗装”とは

大分県日田市豆田町

舗装のやり替えにはいくつかの効果が

土のように見える脱色アスファルトを用いている。
排水溝の蓋まで舗装することで、歩行空間を広げ
ている。

島根県出雲大社神門通り
石畳。車道と歩道の石の貼り方を変え、歩道の石
パターンを車道に滲み出させている。
この事例で
は車道の一方通行化、無電柱化も行なっている。
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道路境界線

下または軒先に配置する手法である。

▲隣地境界線

N

電柱を配置し、そこから引き込む電線を沿道家屋の軒

2

床を剥がすと井戸が出現。井戸の直
径は70cmくらい。まだ水が入ってい
る。発見した時は水深130cmで水位
が変動していた。床の下から井戸が
出てきたのも初体験。。ここも増築
だったんだなとまたこの家の歴史に
詳しくなる。

X1

ある。
「軒下配線」とは、無電柱化したい通りの脇道に

できる。

990
7660

物販

965

を裏通りから行い、主要な通りを無電柱化する手法で

9月3日

965

通り等に電線類を配置し、沿道の需要家への引き込み

夫するなどの舗装一つでも様々なことが

多目的
トイレ

中庭

カフェ
2885

挙げられる。
「裏配線」とは、無電柱化したい通りの裏

や、視覚的に歩道が広く見えるように工

女子
トイレ

2885

さくら町通り

7659

える、歩きやすくなる災害時の障害物とならないなどが

にし、建物と調和された舗装にすること

男子
トイレ

X3

キッチン

1830

軒下配線により、無電柱化した事例。同じ高さで軒
が連続していることにより可能である。

軒下配線である。無電柱化のメリットには、空が広く見

ある。
かつての街並みの舗装に似たもの

掲示板

990

▼隣地境界線

T112HK7

使い方の例

Y3

中化・裏配線・軒下配線）がある。この事例は裏配線と

裏配線により、無電柱化した事例。茅葺の民家が
立ち並ぶ多通りからは、電柱は見えない。

三重県亀山市関宿

989

通りにある電柱をなくすこと。主に三種類のやり方（地

福島県大内宿

2820

“無電柱化”とは

壁の表面材を剥がすと、中に窓が。。初
めての経験でした。もともと外壁だった
のを増築に合わせて、窓を閉じて壁にし
たようです。この窓何かに使えないかな
などと考えながら、家の歴史を感じなが
ら解体を進めました。小屋裏の加工がと
てもかっこよくそれも生かしたいです。

用水路

あぜ道 田んぼ

参加者からの声
１階はお店として別の人に貸し出し、2階に元
々住んでいる人が住むのはプライバシーの関係
から難しいんじゃないかなぁ？

薬王寺の駐車場と連携
をとって、駐車場を設

Pickup

酒井様より、ご教示いただいた軒先ビジネス運
営の事例です！ ありがとうございます！
URL https://business.nokisaki.com/

置すべきじゃない？
永晴邸に(超美味し

チャレンショップ(exコ

薬王寺にちなん

い)ラーメン屋入っ

ンテンツが定期的に入

で癒される店(薬

たら良いなぁ

れ替わる)は？

膳料理の店など)
とかどう？
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“植栽”とは
四季ごとに違う表情を通りに与えることができる。また日
差しを遮る木陰は歩行者の居場所にもなる。地域なら

熊本県阿蘇神社
一の宮門前町商店街
元々、木がなかった通りに住民が活性化のための
会を立ち上げ表情豊かな通りに変えた。ベンチの
設置も行なっている。

“設えとは
ベンチ、照明、店舗の暖簾など、道路や建物に付属する
設備である。歩行者が休憩できるベンチや、夜間でも安

ではの植栽を用いることで、特徴的な景観要素のひと

心して歩ける照明の工夫、賑わいの演出となる暖簾な

つとすることもできる。

ど、暮らす人や歩く人のアメニティを高めるさまざまな操
作を指す。

岡山県倉敷市倉敷美観地区

群馬草津町湯畑地区

歩道の一角の木陰に設置されたベンチ。
ゴミ箱、
灰皿等も一体的に整備している。

照明のランプを暖色のLEDにつけかえた。人の気
配を感じさせる暖かな光が歩行空間を照らす。

岡山県倉敷市倉敷美観地区
高さの低い街灯や店先の明かりが、足元や建物を
照らしている。多くの人の顔が見えるので安心感
がある。

茨城県結城市「結い暖簾で街びらき」
プロジェクト
趣のある建物にのれんをかけていくプロジェクト。地域ならではのモチーフをア
ーティストがデザインして作成。のれんを鑑賞する町歩きイベントも開催された。
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ソフト整備について
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“トイレ”とは

参加者からの声

公衆トイレを新設するのは、施設費や管理費の負担が

さくら町通りに23.5番札所をつくる/若い人や外国人といった観光客や歩きお遍路さんが増えて

大きい。しかし歩行滞在時間を伸ばすには必須の設備

いる/どのような用途の建物、場所があるかが、観光客やお遍路さんにとって大切/通りをお遍

である。商店街の店舗のトイレをだれでも使えるトイレと

路さんのルートにすること/薬王寺側から見て、通りの奥には立ち寄れる店があまりない/外国

して解放することで、
トイレ不足を解消する方法がある。

人のお遍路さんなどに宿泊できるか尋ねられることがある/観光客やお遍路さん用にトイレをつ
くる/ボランティアガイドをしていても、通りには3箇所（マンホールの柄、お地蔵様、桜の透
かし彫り）くらいしか紹介できる場所がない/町の印象を良くするため、通りに店を構えている
人たちはお遍路さんに挨拶した方がよい/SNSなどでアップできる話題性のある写真が撮れる場
所があるといい/近隣に無料で止められる駐車場が必要/客数が減っている現状で仕事をしなが
らお店をやるのは難しい/地域の駐車場を集約した場所を１箇所をつくる

“一方通行化”とは
歩行者、自転車のための空間を広げるために車道を一
方通行とすることである。車道の通行幅を狭めてできた

それぞれの店舗に立ち寄ってもらうきっかけにもなる。

静岡県仲見世生店商店街
トイレを貸しても良い店舗の前に共通のロゴのト
イレマークがある。安心して買い物をすることがで
き、お年寄りにも子連れにも優しい考えである。

神奈川県横浜市元町通り
一方通行化をすることで通りでの活動が豊かにな
った。歩道を確保するために、建物の１階を凹ま
せるなども行なっている。

スペースに植栽を配置して歩く楽しさをつくり出したり、
車道を蛇行させてスピードを落とさせる工夫等が見ら
れる。しかし現実には地域の通行をきめ細かく検討する
必要があり、緊急車両の通行、停車帯の設置の他に搬
入車両を利用する事業者等との調整が必須である。

“名称”とは

ガイドブック編集室

かつての通りの名称や特徴的な建物などにちなんで通
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りに名前をつけることで、親しみやすさを生み出すこと
ができる。中には、いわれを記載した看板がたつのみの
ものも。ただし見る人の想像力はひろがる。桜町通りに
直行する通りにも名称をつけることで、面的なひろがり
を期待することができる。

神奈川県石川町
通りの名称を愛嬌のあるキャッチーなものに変更
した。それに合わせて、通りを象徴するロゴもデザ
インし、明るい印象を演出している。
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vol.1

͚ͷϝσΟΞΛݕ౼͍ͨ͠ɻళ֗Ͱ͑ΔτΠϨΛࣔͨ͠ϚοϓɺΔਓͧΔݐ

ͷ͜ͲݟΖͳͲɻޫ؍٬͕๚Εͨ͘ͳΔΑ͏ͳখωλຬࡌͷใूͱͯ͠ɻ

