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商店街に住む

商店街＋集合住宅 新しい住まい方の提案

live in the shopping arcade
shopping arcade + apartment building

proposal of new way of living
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03 Proposal

人々の暮らしが多様化した現代において、

住宅にも多様化が求められる。

特に、単身世帯を対象とした住宅について、

昨今のリモートワークの増加などのための

新しい職住一体・職住近接の住宅のかたち

を考える。

△従来の集合住宅

一部屋ごとに住宅の機能が全て

収まる。特に単身世帯の一般的

な住まいであるワンルームは、

プライバシーは守られるが孤独

になりやすい

△新たな住まい方

アーケードでつながる範囲内

に住宅の様々な機能が分散し

て配置される。シェアするこ

とで家にいながら他者とのコ

ミュニケーションが生まれる

生活の要素が様々な場所に散らばり、それら
がアーケードのかかった通りでつながる
アーケードでつながった空間を
ひとつの大きな家ととらえる

既存の商店街の中に、住宅としての機能をもつ様々な空間を分散して配置する

住人同士で共有する

住人同士のコミュニケーション

「家の中」にある既存の店舗で買い物

商店街で働く人と住人のコミュニケーション

共有スペースが外部に解放される

近隣住民や観光客とのコミュニケーション

↓

↓

↓

→ →

人と人の何気ない日常的なコミュニケーションの場という役割を、
リモートワークを行う場である住宅に担わせる

商店街の中の様子。昔から

の個人商店が数多く残る。

店主の方や店員さんと話し

ながら買い物できる。

またスーパーや映画館など

新しい店舗とも共存してい

るのは特徴的な点である。
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：新築部
：既存改修

プライベート パブリック

個室 ワーク
スペース

共有
スペース パブリック 廊下・通路（店舗）

寝室・シャワー・トイレ・洗面台からなり、
暮らしに必要な最低限の機能を備える。
住人全員に与えられ、全部で 25人分ある。

この部屋は高低差によって空間を仕切られた 2人部屋だが、
1人部屋や違う形の 2人部屋もある。

2階以上に設けられ、開口は少なくプライバシーが守られる。

水回り

住人ひとりひとりに与えられる。
個室に比べ、共有スペースやパブリックへ開いた開口が大きくなる。

しかし空間自体が小さいため作業に集中しやすい。

建物の奥行きを利用し、
建物同士を横につなぐ
廊下のような役割ももつ。

洗濯物を干したり、風に当たってのんびりしたり、
友人とバーベキューを楽しんだりと
様々なアクティビティが生まれる。

各地区に用意される、
小リビングのような空間。
住人は利用できる。

ミニキッチンを備える場合もある。

居間・家事室（ランドリー・広いキッチン）・銭湯・工房・
ワークショップ・ギャラリー・イベントスペース

個々の機能をもつ空間。商店街の中に、ひとつずつ分散して配置される。
住人同士でシェアしながら使うのはもちろん、

住人以外も利用できる場合もある。

メイン廊下として
全ての建物をつなぐ。

建物の奥行きを利用した中庭。
自然を感じられる他、

視線をゆるく遮る効果もある。

▽図のように、それぞれの空間がプライベートからパブリックまでのグラデーション状に感じられるよう、
高低差や開口の開き方の操作を行なっている。このように空間の距離感をデザインすることで、それぞれが心地よく利用される。

▽既存の建物の配置から生まれた、建物のすき間
を縫うように路地をつなぎ、裏通りをつくりだす

▽アーケード側からみる。奥に空間があることが
視線の抜けによりわかる
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新築と既存建物の改修を組み合わせた計画

新築：パターン（ⅰ）調査時建設中であった敷地
　　　パターン（ⅱ）駐車場とそれに隣接する敷地
　　　パターン（ⅲ）建物が完全に店舗以外の利用である・歴史的価値のない建物

改修：パターン（ⅰ）1階が店舗で 2階以上が利用されていない
　　　パターン（ⅱ）1階が店舗で 2階以上に１階の店舗の店主と別人が居住している
　　　パターン（ⅲ）1階が空きテナントとなっている
　　　パターン（ⅳ）その他・必要に応じて部分的な改修
　　　

▽アーケード側からみる。アーケード内にベランダ
やバルコニーをつくり、新たな目線の高さを生み出
し新鮮さを与える。住人と商店街のちょうど良い距
離感がつくり出される

▽アーケードにはみ出した縁側。店舗の什器が
アーケードにはみ出すように生活感がはみ出す
空間となる

▽セットバックした空間。腰掛けて休憩できる小上
がりやベンチが配置される。ちょっとした井戸端
会議などが繰り広げられる。自転車置き場にもなる

単身世帯にとっての日常的
なコミュニケーションの場

職場や学校
リモートワーク・オンライン授業化

家でひとり→孤独
誰とも会話しない
・運動しない

京都府京都市 出町桝形商店街

東西の通りである桝形通にあり、アーケード通りと
なっている。
京阪電車出町柳駅に近く、バス停も多く利便性が高い。
東側には鴨川、南西には京都御所があり、遠くには山
が見える自然豊かな敷地でもある。
出町は、大学が近くにあり、学生の多いまちである。
商店街は、近隣住民の利用はもちろん観光客にも人気
のスポットとなっている。

here
同志社大学

京都大学
京都御所

下鴨神社

出町柳駅

鴨川

桝形商店街を河原町通から

みる。存在感のある「桝形」

の文字とアーケードが続く。

様々なイベントが開催され

るなど、人々に愛され活気

のある商店街である。

アーケード内に吊るされた

鯖のモニュメント。ここは

鯖街道の終着点としても知

られる。

商店街の中には様々な存在

感のある看板などが並び、

独特の雰囲気をつくり出す。



全体・俯瞰

西地区 中地区 東地区

・既存店舗に食品関係の個人商店が多い・カフェやイートインの店舗が多い・服飾系の店舗が多い

・1階が空きテナントとなっているビルが多い・寺町通側の商店街の入口がある・勝手口のような存在

・既存店舗に古本屋が多い・映画館がある・花屋がある・雑貨屋がある・他の地区と比べて食品関係の店舗が少ない

・商店街全体としてちょうど真ん中に位置する地区である・みんなが集まる中心的な存在

・既存店舗に食品関係が多い・食品関係に限らず、個人商店が多く残る・南側のすぐ裏に駐車場がある

・現在商店街のイベント等で利用されている建物がある・大通りである河原町通に面する

・正面玄関として必ず人々が通る存在

まちの家事室（ランドリー・大キッチン）と銭湯
水回り

居間と工房・ワークショップスペース・ギャラリー
みんなの集まる場・文化的な拠点

イベントスペースと広い中庭
玄関



家事室

誰でも使えるランドリーと、アイロンやミシン

の作業室、広いキッチンが備えられる家事室と

しての機能がおさまる建物である。

アーケードと反対側の南側には、レベル差を

利用した広いバルコニーがあり、そこに洗濯物

を干したり、自由にものを置くことで、生活感

がにじみ出る。屋上へ上がることもでき、住人

の自由なアクティビティが生まれる。

▽既存の建物の屋根の上に
間借りするようにつくられた
バルコニー

銭湯

寺町通から桝形商店街へ入る入口となる場所に位置するビルを改修し、ビル型銭湯

とした。寺町通は河原町通と比べ狭く、アーケードの出口のようなイメージである

ため、こちらの入口を勝手口のような存在と考えて配置した。

一階は卓球やビリヤードなどのアクティビティを楽しめる空間、奥の階段を上がり

二階は銭湯の受付と、マッサージチェアやドリンクなど休憩スペース、三・四階は

男女の銭湯となっている。一階のアーケード沿いには足湯を設け、人々が気軽に温

泉を楽しめる空間を通りにはみ出させている。

また、階段を上がった二階の廊下の奥には、隣の建物につながる通路への入口があり、

そのままそこに配置されている個室へ入っていけるようになっている。

このように、アーケード側から見ると別々の建物であっても、裏の通路でつながっ

ている建物を多くつくりだしている。
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居間

アーケードを進むと、アーケードに少し突き出た縁側

のようなスペースがある。縁側はそのまま建物内の

小上がりの畳につながっており、そこが居間となる。

居間は住人だけでなく、訪れる様々な人々に対して

開かれており、生活感のにじみ出る場所となる。

縁側と小上がりのスペースの隣には、敷地の奥へと

つながる通路が配置されており、そこを抜けると

分棟となった３つの建物がバルコニーや通路、階段

によってつながっている。スキップフロアとなった

建物は、視線の抜けの変化を生み出し、路地のよう

なその空間をより豊かなものにする。
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工房

西地区と中地区の間の角に、工房として

利用される建物を新築した。アーケード

と南北の通りに対してかなり開いた空間

としており、通りを歩く人々が中の様子

を見れるようになっている。通りからの

視線の抜けを考え開口を設けている。

図の左奥には個室を設け、その屋上へも

上がることができる。隣の店舗の二階に

も個室があり、建物の裏の中庭を通じて

つながっている。

ワークショップ・ギャラリースペース

アーケード沿いに面した建物と、南北の通りに面した建物が、

奥の縁側と中庭でつながる。アーケードに面した側をワーク

ショップスペースとして、南北の通りに面した側をギャラリ

ースペースとする。

ワークショップスペースは、アーケード側から奥を見通せる

奥行きを感じる空間である。間仕切りがほとんどないひとつ

の大きな空間で、土間部分と小上がり部分に分かれているの

で、行われるアクティビティによって使い分けられる。また、

土間には自転車を停められる。

ギャラリースペースは、一部に吹抜を設け、通りに面した入

口から入ると中庭に対して開けていく空間体験を得られる。

小さな建物であるが、空間を広く感じるような設計とした。
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△上：大きな吹抜の空間。様々な方向に広がる
様々なレベルのデッキテラスや通路などにより、
ホールを多くの方向から眺められる。イベント
などが行われない日などは、ベンチやテーブル
を置き観光客や住人の休憩スペースとなる。

下：中庭。建物をつなぐ通路や階段が見える。
広い階段や、建物と建物の間に用意した小上が
りに腰掛けて休憩できる。

2F Plan s =1:300

個室・共有・ワークスペース

個室ごとにワークスペースをつくっているが、その空間構成は様々

である。この建物では、共有スペースを見下ろせるロフトのような

空間にワークスペースが配置されている。ワークスペースからは人

の気配を強く感じられるが、共有スペースからは仕事内容が見えな

いようになっており、程よい距離感が生み出されている。また、隣

接する建物とは植物によって視線がゆるく遮られており、こちらも

人と人の距離感を操作している。

イベントスペース

東地区は、大通りである河原町通から桝形商店街に入ってすぐの区画である。多くの人にとって商店街の玄関と

しての存在感がある。そこで、その一角に大きな吹抜をもつ空間を設計した。空間を仕切らないのでパブリック

スペースとして多目的な利用ができる。七夕夜店や大根炊きといった商店街の恒例行事のほか、マルシェやフリ

ーマーケットなど手軽なイベントから、演奏会など大規模なイベントまで行われる。吹抜空間のほか、南北通り

沿いには出店を広げられるセットバックした小さな屋外空間や、そこから中に入ると広い中庭がある。これらの

様々な空間を、デッキテラスや通路によってつなぐ。
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東地区


