
研究背景

自宅からほど近く「雑司が谷」を訪れた時、どこか昔懐かしい雰囲気を感じた。

都電が走り、入り組み坂が多い路地を抜けた先には昔ながらの商店街、緑豊かな神社から聞こえる子供の声、これら全てが「今の東京からは消えてしまった風景」

のように感じたのである。

「雑司が谷」という街について知りたい、どうしたら今と変わらずこの光景·風景が後世に残り続けるか考えたいと思い調査を行った。

今の東京から消えてしまった風景が残っている、この魅力の裏には多々問題があった。賑わいを見せた昭和から取り残されるようにひっそりと佇んでいる雑二ストアー。

かつて住民にとっての生活拠点だった弦巻川、その名を残して生まれたのにも関わらず衰退している商店街。後継者不足で悩む雑司ヶ谷の伝統的な大祭　御会式。

これら三者を新たに雑二ストアーを架け橋として繋ぎ、再興することが研究目的である。

雑司が谷の概要

●位置

東京都豊島区の南部に位置する雑司が谷 1丁目から 3丁目、

南池袋 3、4 丁目の区域。北側は池袋東地域、西側は目白地

域、南側は高田地域、東側は文京区に接している。

明治 42 年

大正 10 年 

雑司ヶ谷霊園
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●市街地の形成

目白駅が開業したことで目白通りが主要な道となり田畑が市

街地化していった。一方で池袋でも行われた耕地整理が行き

届かなかった、戦災による被害をあまり受けなかったことか

ら昔ながらの街並みのまま雑司が谷は静かな住宅地としての

性格を強めていった。

●観光·文化

雑司が谷は代表的な鬼子母神堂·法明寺をはじめとする寺社

が非常に多く、加えて雑司が谷宣教師館は東京都指定有形文

化財となっているなど歴史ある街である。また都営霊園であ

る雑司が谷霊園は面積約 10 万 m²の霊園、共に東京都の天
然記念物に指定されている鬼子母神境内の大イチョウや参道

のケヤキ並木など緑豊かである。

加えて月一回開催手創り市雑司が谷·月五回開催みちくさ市

といった定期開催のイベントや街の大祭である御会式には雑

司ヶ谷外部からも多くの人が訪れる。

広域調査

●御会式

毎年 10 月 16 日 -18 日に鬼子母神御会式を営み、江戸時代から伝わる年中行事

としていまも地域全体の人々が待ちわびる大祭。もともと日蓮聖人の忌日の法

会で、法明寺では 10 月 13 日に宗祖御会式を行っている。

鮮やかな高張り堤灯を先頭に 500 の桜花を 25 本の枝に結んだ枝垂れ桜様の万

灯が何台も練り歩くその様は、幻想的な秋の風物詩として親しまれ、平成 27 年

に豊島区の無形民俗文化財に指定された。

東京三大御会式の中でも唯一雑司が谷は参加者のほぼ８割が他宗教·他宗派と

いう日本で最もユニークな御会式である。また講社同士が組織を作り活動して

いるのも日本で唯一、また３日間御会式を行うのも雑司が谷だけとなっている。

だが講社の後継者も年々減少傾向にある。

●弦巻通り商友会

雑司が谷弦巻通り商友会は都市化に伴い昭和 7年に暗渠化された弦巻川の場所

に立つ商店街で昭和 20 年代後半に誕生した。最も盛んだった昭和 50 年頃には

70 軒を超える店舗で賑わい、地域住民の生活の拠点となっていた。だが現在は

店舗数も半分ほどに減少し衰退の一途をたどっている。

補足：弦巻川

池袋丸池を水源とし、江戸川橋で神田川に流れ込む全長 3.6km の川。弦巻川は

大根を洗う洗い場·水田を潤す用水として利用され暮らしの中に息づいていた。

江戸時代、夏は蛍狩り秋は月見と風情のある清流だったが明治以降村発展人口

増加に伴う生活用水の汚濁が進み、衛生上の問題解決から昭和 7年暗渠化。

現在は雑司ヶ谷幹線下水道となっている。
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本納寺

　　　　商店街

＜観光のエリア＞

鬼子母神西参道商店街

大通りに面しているため人通りも多く、またスーパーマーケットが

あることから住民が日常的に活用している。

鬼子母神通り商店睦会

鬼子母神堂へと繋がる商店街となっているため観光客が訪れる商店

街。またカフェや喫茶店もあることから地域の年配者が多く利用し

ている。

＜住宅街のエリア＞

雑司が谷弦巻通り商友会

昭和の雰囲気が強く残る商店街。だがお店もまばらで人通りも少な

く住宅街の中にある商店街のため利用は住民のみに限られ閑散とし

てしまっている。

　

　　　　御会式町内周りルート

御会式が開催される 10 月 16 日に各講社が町内まわりを行う際に通

るルート。雑司が谷全体を練り歩くことが分かるが、ここに示され

ている雑司が谷以外の目白·目白台·南池袋·東池袋も練り歩きの

講社がある。

　　　　主要な名所

雑司が谷は代表的な鬼子母神堂·法明寺をはじめとする寺社が全域

に渡って広がり、寺社巡りが観光の軸となっている。

加えて今年オープンした雑司が谷公園には世代を超えて多くの人が

訪れて、これまでには無い新たな人の流れが生まれた。

　　　　対象敷地：雑二ストアー

雑二ストアーは木造アーケードをもつ小さな商店街のような建物。

現在残っているのは八百屋のみでほとんど機能していないが、通り

抜けの道として使われている。

　　　　講社のお借り屋の場所

お借り屋とは万灯を作成するために各講社が借りる場所。雑司が谷

全域に散っている。

法明寺

清立院

現状の問題点

＜分析＞

●雑二ストアー未整備

雑二ストアーは廃れてしまった今でも住民にとってはシンボルのような大

切なものである。だが老朽化·空き家問題をはじめとする理由から整備が

街の課題としてあげられているが未だ手付かずである。

また弦巻通り商友会の活性化にも欠かせない。

●街並み

雑司ケ谷霊園の周辺は潤い豊かで閑静な街並みが形成されて

いるが、その他の地域は木造密集地域という事もあり細く入

り組んだ道なりに規模の小さい住宅が立ち並んでいる。また

台地と低地による地形の変化があり、坂や階段が多くある。

江戸時代からの歴史、多くの寺社が街の古き良き雰囲気を形

成している。

池袋や目白などの都会的な街並みが広がる地域と接していな

がら、なぜ雑司ヶ谷には昔ながらの街並みが残っているのか？

●街での滞在時間が短い

観光としては数多くの寺社である。だが外部から人の流れは少なからずい

る程度であまりない。 イベントである手創り市、古本マーケットみちくさ

市、『御会式』関しても外部からも多くの人が訪れるがどれも短期的なも

ので滞在時間は非常に短くなってしまっている。

●商店街の衰退

特に弦巻通り商店街の衰退が著しく目立っている。最盛期と比べると店舗

数も半減していることからかつて住民にとって生活の拠点となっていた面

影はない。

●街の魅力が発信されていない

雑司が谷は豊島区の中でも最も歴史深く·文化が残っている街である。

だが雑司が谷の魅力は全く外部に発信されていない。特に雑司が谷最大の

魅力である「御会式」は一般的なお祭りと多くの相違があるにも関わらず

地域住民でも知っている人は数少ないのが現状である。

提案の方針

年に一度開催される大祭、御会式。

誰もがこの日を心待ちにし街が鮮やかに彩られる。

今は無き弦巻川に立つ商店街。

かつての賑わいは消え昭和の雰囲気だけが残る。

東京からは消えてしまった風景が今もなお残る街「雑司が谷」

時が止まったまま残り続ける雑二ストアーは新たに文化をつなぐ架け橋として生まれ変わる。

御会式など日本の文化について触れることが出来る·発信出来る拠点。

芸術家を新たな滞在者として迎え入れ、物作りを行う拠点。

観光客が宿泊·滞在する拠点。

雑二ストアーに拠点を作ることで雑二ストアーの再興となる。

雑司が谷弦巻通り商店街が再び住民の生活の拠点となる。

●補足：豊島区の目指すまち

国際アート·カルチャー都市 

“文化の力で日本のリーダーとなるまち” 文化を触媒としてリ

アルに世界とつながり新たな文化潮流を常に発信し続ける魅

力と活力にあふれた都市こそが、豊島区が目指す「国際アー

ト·カルチャー都市」。これまで以上に文化発信に力を入れて

いる。これまでもアトリエ村·トキワ荘·紫雲活用プロジェ

クトなど芸術家や漫画家などの背中を押してきた。

鬼子母神堂

アトリエ村模型

▲

▲

雑二ストアー

文化を繋ぐ新たな架け橋
-雑二ストアー再興計画 -

A new bridge that connects cultures 
　　-Zouni store revival plan-
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雑二ストアーの実測調査·ヒアリング

雑司が谷の魅力

東京から消えてしまった風景が残っている事が

雑司が谷の魅力である。

◯緑豊か
◯昭和の雰囲気が残る商店街
◯神社で子供が走り回っている光景
◯入り組んだ細い路地
◯木造密集地域ならではの古い建物
○台地と低地による地形の変化

○低層な住宅の隙間から抜ける空

●ヒアリング

雑二ストアーは段階を経てアーケードとなった。建物としては 70 年以上前から建っている。三軒長屋に住んでいる人が元は全住宅の家主でその

方が観音様を祀るために浅草の仲見世をイメージして今の形に近づいた。昔は全ての建物に店舗が入り、最盛期は夕方になると人で溢れかえり

通りが見えなくなるほどだった。

雑二ストアーはどの建物も 1階部分が店舗、2階部分が住居スペースとなっていた。また共通点としてどの住宅も浴室がなかったため街の銭湯

を利用していた。お店が変わっていったり居住スペースが広がった事によって増築も頻繁に行われてた。

市場は昔は鬼子母神の方にもあったのだが時代と共に寂れ無くなっていった。

20 年程前の 10 月 17 日の御会式の日に火事が起き今の様に短いアーケードの形状になってしまった。火事で店舗数が減ってしまった事、代替わ

りが進んだ事などの要因で寂れていった。建物の老朽化が進んでいるが、土地は共有で建物は個々の管理のため個人の意思で取り壊したりする

ことは難しく手をつけられずにいる。現状は八百屋·清田観光·一軒の住宅以外は全て空き家になってしまっている。
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事務所

トイレ物置

事務所として使われている

この場所は昔は店舗部分として使われていた。

事務所の入り口手前にはこの写真の様に梁の

様なものがあるが、これは昔ここまでが建物

となっていてそれを現在の形に増築した際に

残った建物の輪郭。

事務所として使われているこの場所は昔店舗併設

の居間だった場所。

2階へと続く扉は幅 450mmと大変狭くなっている。

また壁面下半分あたりのタイルは一時期魚屋として

利用され、それがそのまま残っているからである。

トイレだったこの場所

上部のすりガラスが特徴的。

階段に向かうこの場所には勝手口がある。

勝手口も窓もどちらもすりガラス。 2階に続く階段は傾斜が非常に急。

一部増築が行われている。

現在使われておらず

昔のまま残っている

元寝室のこの場所はちょうど畳に座ると窓から

向かいの家の窓が見える。

アーケードを見た時どの住宅も窓が向かい合わ

せになっていることから住民同士のコミュニケ

ーションが行われていたと想像できる。

元書斎のこの場所からも元寝室同様にアーケードと

向かいの住宅がよく見える。
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天井高が他と比べ 150mm程度低くなっている。

また窓を開けるとすぐ向かいに住宅がある。

階段の踏面よりも蹴上の方が長くなっているため

非常に危険な階段である。

元寝室天井部分は木目が非常に

印象的で、また等間隔で木材が

あることが魅力を増している様

に感じた。

現在空き地となっていて

駐輪場の様になっている。

木造アーケードは現在こ

の空き地の手前の建物ま

でになっている。

（火事により焼失）

弦巻通り商友会がある通

りから雑二ストアーは現

在見えない状態。

アーケードの地点からこ

の通りまではおよそ 12m

離れている。

雑二ストアーの裏に

は 2m弱の間隔をあ

け住宅が立ち並んで

いる。（密集）

ストアー内には緩やかな

傾斜があり弦巻商店街ま

では約 42m、その内アー

ケード部分は約 30m。

道幅は場所によって異な

るが平均して 2mほどで、

体感的には狭く感じる。

住宅街から見た雑二

ストアーは今にも倒

壊しそうなほど古く

なっている。

30
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木造アーケードの屋根から差し込む光がストアー内を

照らしている。それほど高くはないが圧迫感は感じない。

①木造アーケードや建物のボリューム感

＜一般的なアーケード＞ ＜雑二ストアー＞

②間口の不均一感と隙間

③建具などの寸法

●提案に生かす要素
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●清田観光内部実測調査

④使われ方

　通り抜けの道

●雑二ストアー全体実測調査

裏から雑二ストアー

へとつながる幅 560

mmの通り道。
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木造密集地域ならではの古い建物 入り組んだ細い路地 台地と低地による地形の変化 低層な住宅の隙間から抜ける空
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一般的な商店街のアーケードは

居住スペースである二階部分ま

でアーケード内部になっている。

だが雑二ストアーは一階部分に

のみがアーケード内部のため、

居住スペースが区切られている。



3/5

平面計画

暮らす

作る

留まる 学ぶ

交わる

1階：食堂

　　    旅猫雑貨店

　　    八百屋

              御会式

              まちの美術館

              アーティスト展示兼ショップ

              ハンドメイドショップ

2階 : アトリエ

           ワークショップスペース

            宿レセプション

            共同湯

            会議室兼サブカル展示室

3階 : 客室

              居室              

- 雑二ストアーを介した

　　　　　　　　三者の交流で文化を繋ぐ -

雑司が谷は寺社と緑に囲まれた多くの歴史が残る街。昭和の雰囲気が色濃く

残る商店街や江戸時代から続く大祭　御会式がまちの魅力である。

だが昔、住民の生活の拠点であった弦巻通り商店街は衰退し、御会式は後継

者不足に悩まされている。この全く異なる２つの文化を雑二ストアーで地域

住民·アーティスト·観光客の三者の交流の中で繋ぎ、失われないようにす

る提案である。

雑二ストアーを拠点とし再興することで雑二ストアーが改めてまちのシンボ

ルとして愛され、人々が集うことによって街に新たな灯りが灯って欲しい。
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1 階平面図

食堂

八百屋

ハンドメイド

アーティスト

まちの美術館
ハンドメイド

まちの美術館
アーティスト

ハンドメイド

ハンドメイド

アーティスト

ハンドメイド

ハンドメイド

御会式

旅猫雑貨店

●旅猫雑貨店

「ニッポンの暮らし、楽しもう」

を合い言葉に日本人の暮らしの中

から生まれた生活道具や郷土玩具、

装飾品、そして暮らしに関する古

書を販売しているお店。現状の雑

二ストアーに隣接している店舗を

再配置。

●八百屋

現状の雑二ストアーに残っている

八百屋を再配置。

商店街側に配置しこれまでとは異

なるオープンな八百屋。

●アーティスト

雑二ストアーで暮らすアーティス

トの作品展示兼ショップ。

●まちの美術館

地域住民の作品を展示する小さな

美術館。2階のワークショップス

ペースで作ったものの展示から写

真展など様々なものを展示。

●御会式

御会式で使った万灯の展示や万灯

の作成·準備、加えて御会式の概

要の展示など魅力を伝え短に感じ

てもらうための展示室。

●ハンドメイド

ハンドメイドの物を販売する店舗

は全部で 6店舗。

パンや焼き菓子などの店舗から陶

磁やアクセサリーなど様々なもの

を想定。鬼子母神で行われる手創

り市の延長のような温かい店舗。
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-雑二ストアー再興計画 -

●住宅街側（西側）ファサード

緩やかな傾斜を下りながら住宅街

を進んでいくとワークショップス

ペースの様子が見えてくる。

ピロティを作ることで人が溜まる

場所が生まれ、引き込む。

●木造アーケード内部

全ての建物を繋ぐように掛かる木

造アーケード直線ではなく緩やか

に曲がっているため先が見えにく

く不思議な雰囲気。

アーケード内部を進んでいくと様

々なお店、人々のアクティビティ

を垣間見ることができる。

天窓から空が抜ける空間もあり普

通のアーケードの商店街とは異な

る空間となっている。

●住宅街側裏動線

雑二ストアーに繋がる裏動線。雑

二ストアーの裏に暮らす住民の方

が主に使うひっそりとした動線。

●まちの美術館での視線の抜け

まちの美術館で階段下から 2階を

見上げると 3階まで繋がる吹き抜

けが見えた先の天窓から空が見え

る。木造密集地域にありながらも

空間を縦に使い気持ちの良い空間

となっている。

●食堂

まちの食堂。商店街側にあり地域

住民がふらっと立ち寄りやすい。

3階で暮らすアーティストと宿泊

客が日常的に活用する。そのため

地域住民·アーティスト·宿泊客

の三者が交わる空間。

●商店街側（東側）ファサード

商店街に新たに賑わいを生むファ

サード。食堂のテラス席のような

使い方もできるオープンスペース

で集う人々の様子が商店街に溢れ

出る。

設計提案
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●会議室兼サブカル展示室

一年を通して行われる御会式の準

備の中でも月一回必ず行われる関

係者の会議を行う部屋。加えて日

本文化の展示を行う部屋でもあり

御会式について詳しく知りたい、

講社に興味を持った人が直接関係

者と関わることができる。

●共同湯

基本的には商店街にある銭湯を利

用する想定。だがこじんまりとし

た共同湯を作ることで夕涼みテラ

スを介して宿泊者とアーティスト

の交流が行われる。

●御会式渡り廊下

1階で行われている万灯の展示や

万灯の作成·準備を見ることがで

きる。高さが 3·4mある万灯を普

段は見ることができない上から見

ることができる。

●木造アーケード上部

3階のテラスから木造アーケード

上部に降りてくると 1階と 2階の

アクティビティの様々な様子を見

渡すことができる。

●宿レセプションへと繋がる道

宿レセプションへと繋がる道を通

ると中庭テラスでくつろぐ人々の

様子や３階のアーティストのリビ

ングの様子などが垣間見える。

●アトリエと食堂

木造アーケード上からは天井が高

い食堂の様子をハイサイドライト

から、またアトリエで作品制作を

行うアーティストの様子も見るこ

とができる。

●ワークショップスペース

地域住民や観光客が主に利用する

2階のワークショップスペースは

住宅側ファサードの新たな顔とな

る。吹き抜けもある開放的な空間

でものづくりを楽しむ人々の様子

が溢れ出す。

●吹き抜け渡り廊下

1階のまちの美術館から 3階まで

繋がる吹き抜けにある渡り廊下。

1階の賑わう様子や 3階で暮らす

アーティストの存在を感じつつも

2階も見渡すことができる魅力的

な場所。

●息抜きテラス

商店街側にある息抜きテラス。

アトリエから繋がるこのテラスは

作品制作の息抜きとしても、また

気分転換に外での制作にも様々な

使い方が考えられる。

商店街·アトリエ·食堂など多様

な空間と繋がっている。

●客室の見え方

客室側を見ると 3階テラスや客室、

2階のテラスなど異なる多様な空

間が入り混じっている様子を見る

ことができる。

●3階テラスからの眺望

客室側のテラスからアーティスト

の共用部であるリビングやダイニ

ングキッチンを見ると２階のテラ

スや宿のレセプションなど断面的

にずれているからこその楽しい空

間が生まれている。

●客室のつくり

客室のつくりは清田観光実測調査

の結果に基づいている。

客室の開口は居室と向かいあって

いるため木造アーケード上部を介

してのコミュニケーションが行わ

れやすい。

●吹き抜けに挟まれた廊下

両側の吹き抜けから下を見下ろす

ことができるテラスへと続く廊下。

ワークショップ側の吹き抜けはワ

ークショップの様子とまちの美術

館の両方を見下ろすことができ、

空間の縦の繋がりを感じる。

●居室のつくり

アーティストの居室は清田観光実

測調査の結果に基づいている。

居室の開口は客室と向かいあって

いるため木造アーケード上部を介

してのコミュニケーションが行わ

れやすい。

●3階商店街側テラス

このテラスからは商店街·アトリ

エの息抜きテラス·食堂の様子を

見ることができる。

3階のため開放的で気持ちの良い

テラスである。
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断面·立面計画


