
ABAIBA-朝市と宿泊施設の融合 -
志田　遼也　SHIDA Ryoya　　谷本研究室

作
品
名

作
品
番
号

校
名

氏
名

ABAIBA

東北工業大学

志田　遼也

1/5



死亡者数 行方不明者数 家屋倒壊数
1,606名 202名 4,047棟

　岩手県陸前高田市は東日本大震災で甚大な被害を受けたが現在は新しい街並みが形成されつつある。その中でも 200 年の歴史がある朝
市を宿泊施設と融合させ次世代へと受け継がれていく施設を作ることで過去と未来を結ぶことを目指していくのが今回の提案である。
昔あった街並みが失われても、かつてのその場所で行われていたであろう朝市を再生させることで当時の思い出や感情を陸前高田の市民
が少しでも取り戻すことができるきっかけが計画する施設でつくることができるようにと考えている。また、そこに新しく地域外から来
た方々が関わることで朝市が開催されるこの施設から新しい風を吹かせたい。現在陸前高田市では震災伝承や観光に注力している為、陸
前高田市に訪れた人が地域の魅力を感じる空間になるように心掛ける。
　そこで宿泊施設を建設するにあたり、宿泊者と地域住民が共用で利用できるカフェや食堂、温泉施設、ジムを設けることで地域に開か
れた施設を提案する。

　岩手県陸前高田市は東日本大震災により岩手県で最大の被害を

受けた。200年の歴史がある「けせん朝市」は震災後、仮設商店

街での営業を再開させたが中心市街地の整備に伴い2018年9月に

商店街が解散している。そこで「けせん朝市」の記憶を継承した

朝市ができる機能をもち、カフェやレストラン、温泉施設、ジム

等の健康づくりも行うことができる複合的な宿泊施設を計画す

る。朝市を再生させることにより、新たな街づくりが行われてい

る中でも地域の人と人の距離の近さを感じる空間を計画する。朝

市だけではなく、フリーマーケットや各種イベントなど多用途に

使用できるようにすることで、地域住民・近隣市町村民・観光客

が交わりあう空間づくりを行う。宿泊施設については市として観

光業に注力していることや大規模な観光施設が既に建築、又は予

定されていることから需要が高まると推測する。空間配置におい

ては地域の方がふらっと立ち寄れる空間を心掛け、できる限り外

に開けたデザインにし、復興特需の終了後も持続可能な施設とな

ることを目指す。また、震災後は東日本大震災津波伝承館や奇跡

の一本松、震災遺構の施設に都市部から足を運ぶ人も多い。朝市

と宿泊施設の組み合わせで現在の街づくりに付随して新たな人の

流れを生み未来へと受け継がれる場を提案する。
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◎震災直後のけせん朝市の役割

◎朝市の利用イメージ

　全国各地から毎年多くの観光客が訪れていた国の名勝高田松原は約 7万本の松を流出した。市は約 1660 億円をかけ長期間にわたり復
興計画を推進してきた。
　震災後には国立の東日本大震災津波伝承館や奇跡の一本松、震災遺構などへ多くの人が訪れ新たな人の流れが発生している。また、
ワタミオーガニックランドの計画も進行中で将来的には年間 3億円平均の売上、35 万人の来場客数を見込んでいる。
　以上のことから観光客や震災について学ぶ方が地域のことをより知れるような宿泊施設が必要であると考える。

東日本大震災における陸前高田市の被害状況 (R3.1.31 時点 )

陸前高田市の街づくり・産業・観光に関する調査

　中心市街地近郊には大規模な施設が完成しているが中心市街地
のかさ上げ地は空き地の未利用率が約 60％となっており、街の
復興に影を落としている。　陸前高田市としても非常に大きな地
域課題へと発展している。
　また、左側の図からもわかるように色のついている部分は売り
たい土地や貸したい土地があることを示しており、東日本大震災
で岩手県内最大な被害を受けた街の復興計画が大規模で多くの時
間を要したことから本来使用されるであろうと見込んだ造成地は
未だに多くが空き地のままとなっているのが現状である。

　震災前の中心市街地にはけせん朝市が開かれていた大町商店街、多くの店が軒を連ねていた駅前通り商店街を含む複数の商店街があり、
市民の生活の場・憩いの場となっていた。しかし、長期化する復興工事により、震災後に商店を再開した店舗は限られている。事業を再
開した 221 事業者のうち市街地での出店を希望したのは 118 事業者と半数の数字となっている。要因として資金の問題が大きい。そして
市民は隣接する大船渡市や気仙沼市へと買い物に向かう場合もあり、商店街を含む中心市街地に活気がないことから市や事業者などが空
き地利用を促している。

　「けせん朝市」は 200 年以上の歴史を持ち、陸前高田市民の日常の一部となっていた。震災前は中心市街地にあった大町商店街で開催
されて多くの人で賑わっていた。ただ物を売る・買うというだけでなく人と人とが関わり合うことでこの地域の人と人の距離の近さをま
さに表すようなものであったと考えられる。震災後は 2011 年 5月に復活、同年 11 月より陸前高田未来商店街 ( 仮設商店街 ) で開催され
ていた。毎月 5・15・25 日にけせん朝市が開かれ、地元でとれた海産物・野菜・スイーツ・切り花を販売するなどしていた。陸前高田市
の人だけでなく県外から来た方が出会うことで新しい価値をもった何かが生まれるといったことを震災後は目指していた。なお、未来商
店街は 2018 年 9月 30 日に仮設商店街の期限を迎えて解散となっている。

　東日本大震災から10年が経過したが震災前の街の賑わいを取り戻した被災地は多くない。それぞれの地域の伝統や文化そして人々の

日常が戻っていないのも現状である。震災後は大規模な復興計画のもと多くの時間とお金を費やし、新たな街づくりが行われてきたが

課題も同時に生まれてきている。都市部への人口流出、中心市街地かさあげ造成地の空き地化による街の衰退である。この課題を解決

していくためにもいかに地域に人を呼び込むかということや、地域の魅力を再認識し発信できる場を増やしていくことが重要であると

考える。そこで、地域住民と観光客を含む陸前高田に訪れる人が少しでも関わりをもてる空間づくりが大切になってくる。本制作の目

的は地域課題を解決し、未来を見据えた施設を目指し、地域住民はもちろん陸前高田を訪れる人が何度でもあの場所に行きたいと思っ

てもらえるような施設を提案することである。

　陸前高田市の震災前の商店街の
様子である。駅からすぐの駅前通
り商店街、中心的役割を担う大町
商店街。昔ながらの古い町並みが
残っていた荒町商店街、旭町商店
街、末広町商店街などがあった。

[出典]　陸前高田駅周辺　http://tamagazou.machinami.net/rikuzentakatashigaichi.htm（2021年6月6日閲覧） 

　震災後、わずか 2カ月程度で三陸技能センターにて再開した「け
せん朝市」。岩手県中小企業家同友会気仙支部が中心となり被災し
た市民の声を受けて再開に踏み切った。岩手県内で最大の被害を
出し買い物ができる場所がなくなっていたところに買い物ができ、
人が集う空間が生まれた。飲食店が日替わりで出店したほか、野菜・
果物・衣類などを販売した。陸前高田市の被災者にとって、避難
所から外出し、互いの安否を確認しあう大切な交流の場となって
いた。
　以上のことから市民にとってこの朝市の重要性が伺える。また、
震災後の新たな陸前高田市を形成する貴重な役割を担っていた。

[出典]　高田地区土地に対する意識調査　https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/material/files/group/43/kasika-takata.pdf（2021年6月6日閲覧）

[出典]　人々に守られてきた高田松原　https://www.pref.iwate.jp/engan/ofuna_nourin/1014232.html（2021年6月6日閲覧）

[出典]　陸前高田未来商店街　http://mirai-shotengai.jp/about/(2021年6月6日閲覧) 
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地域の話など

計画概要

現地調査

陸前高田市中心市街地の空き地状況

陸前高田市における「けせん朝市」について

東日本大震災の概況及び震災後の陸前高田市について

背景・目的・方法

商店街について

陸前高田市

構想

観光客
修学旅行

震災学習

地域住民 近隣市町村 新規事業者

ジム レストラン温泉施設 カフェ

朝市

宿泊施設

仕事

交わる

朝市と宿泊施設の関係図

場所 日時 ポイント

陸前高田グローバルキャンパス
(たかたのゆめキャンパス)

岩手県広域振興局
経営企画部大船渡地域

振興センター地域振興課M氏

一般社団法人T
コワーキングスペースY

2021/3/28

2020/12/28

2020/12/23

・六次産業化を軸とした街づくりを行いたい。
・一次産業に従事する方で震災後、移住してきた方がいる。
・新しいことに挑戦したい方が多い。

・観光に注力しており、復興した姿を全国、海外へと伝えたい。
・震災遺構や東日本大震災津波伝承館などへ多くの人がきている。

・人口規模を鑑みて対象範囲を近隣市町村まで拡大する。
・ユニバーサルデザイン、バリアフリーを取り入れる。
・ふらっと立ち寄れるような空間デザイン。
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風配図 ( 大船渡 (ｵｵﾌﾅﾄ) 標準年 ) 基準風向 =100 回 基準風速 =5.0m/s 観測高さ =6.5ｍ

1月 2月 3月 4月 5月 6月

7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
50m

○アバッセたかた

○市民文化会館

○陸前高田駅

○市立図書館

○本丸公園

◎対象敷地

○アムウェイハウス

○アバッセたかた

○公共駐車場

○陸前高田駅○陸前高田駅○陸前高田駅○陸前高田駅

○アムウェイハウス○アムウェイハウス○アムウェイハウス○アムウェイハウス○アムウェイハウス

○市民文化会館○市民文化会館○市民文化会館○市民文化会館○市民文化会館

○アムウェイハウス○アムウェイハウス○アムウェイハウス

○市立図書館
○アバッセたかた○アバッセたかた○アバッセたかた○アバッセたかた○アバッセたかた

○市立図書館○市立図書館○市立図書館

人が集まる場所 アバッセたかた周辺からの人の流れ予想 駅からの人の流れ予想

　陸前高田市の地域課題となっている中心市街地の空き地 3区画を含んでいる。市の玄関口である陸前高田駅、そして大型商業施
設アバッセたかたからも徒歩圏内と近い距離にあり多くの来場者が見込める。

　陸前高田市に隣接する大船渡市の風配図である。夏季は南南東からの風・冬季は北北西の風が特徴的だ。

水平作業域の最大寸法を元に設計。
鉛直方向はキッチンの JIS・ISO 規格
を参考ワークトップを決定。

出店者が野菜や果物などを入れられる
木箱。

出店者が持参した籠などをお客さんが見
やすいように斜めに置くことができる。

建物模型全体 屋根を外した様子

ABAIBA の周辺状況公園から ABAIBA を眺める

①密接距離 ③社会距離②個体距離 ④公衆距離

0～ 45 120 ～ 37045 ～ 120 370 ～

80 60 120

40
118
150

40 50

12080 80120300

道幅 700

150

通常作業域

最大作業域

親しい関係。知らない相手が入る
と不快感を感じる。

相手の表情がよくわかる。
友人程度の関係。

知らない相手と会話する
距離。安心できる距離。

公的な関係で用いる。講演会の講
演者と聴衆の距離。

通行荷物 挨拶

朝市エリア（人と人との距離：単位㎝）

什器（水平作業域：単位㎝）

・金木犀の横幅 300 ㎝
・相手の表情が分かりつつも社会
　距離が保たれる 120 ㎝
・荷物をもって通行できる　80 ㎝出店 出店

①机
②木箱

③傾斜台

出店 出店出店

人間工学

気候

①机 ②木箱 ③傾斜台

敷地情報及び人の流れの予想

模型写真

[出典]　下出雅徳　インテリアデザイン教科書第二版　彰国社 

[出典]　下出雅徳　インテリアデザイン教科書第二版　彰国社 

　エドワード・ホールの「人と人との距離の定義」や「動作空間」に
基づき朝市エリアの道幅を決定した。机のデザインについては水平作
業域の最大寸法を参考にし、鉛直方向は朝市出店者が利用しやすいよ
うにキッチンのワークトップの高さ (ISO・JIS 規格 ) を参考にデザイ
ンした。
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配置図兼平面図

フロント 事務室 調理室

地場レストラン カフェ

イベント・貸店舗エリア

ジム更衣室

倉庫

浴槽 サウナ

洗い場

脱衣室

洗い場

脱衣室

サウナ 浴槽

WC WC

足湯

更衣室

通路 通路

通路通路

客室 客室 客室 客室客室客室客室客室客室客室

テラス テラス

駐車場

地場レストラン脱衣室浴槽

吹抜

通路

通路 UB 客室 バルコニー

朝市エリア

0 5 10m

調理室

0 5 10m

0 5 10m

朝市エリア

駐車場は緑化し、降った雨がしみ込むように

視線・光・風が通る

緩やかに曲がる長い通路

側脈に従うペーブメント

金木犀を朝市エリアに植樹

床材を斜めに敷き詰める

南側に広がるデッキ

屋根がかかる空間

朝市開催時には受付コーナーに

敷地全体を緑化し自然を感じる

側脈に従い斜めに 全客室を朝市エリアにむけた 吹抜け空間

吹抜空間吹抜空間

一体的に見える屋根

側脈に沿ってつくられた道が人を呼び寄せる ABAIBA から中心市街地全体へと人の流れが波及していく

葉をイメージした屋根が建物を緩やかに包む

デッキが広範囲にわたり散りばめられ、一息つきたくなるような空間

南側と北側の建物が一体的にみえる

側脈に沿った抜け道が人はもちろん光・視線・風を通す

　ABAIBAは、「葉」の形をもとにしたコンセプトのもと設計した。朝市と宿泊施設を融合させ、カフェやレストラン、温泉施設、ジム

を併設しいることから多くの陸前高田市民の利用も見込んでいる。

　場所は大型商業施設「アッバセたかた」の北側に位置し、現在は空き地となっている場所である。中心市街地の空き地を減らすとと

もに空き地化によって点在しているようにみえる飲食店やその他施設を繋ぐ役割を果たし、今以上に歩いて中心市街地を回遊できるよ

うになればと思い対象敷地を決定した。

　設計する際に心掛けた点としてはまず第一にふらっと気軽に立ち寄れる空間づくりだ。「葉」の側脈に沿ってつくられた建物南側に

は斜めに抜け道がデザインされているほかウッドデッキが配置されており、散歩中に一息ついたり、地域住民同士のおしゃべりする場

所となることを期待する。斜めの道はABAIBAの特徴的な場所となっていて朝市エリアの雰囲気や金木犀の香りが敷地外へ漏れ出すよう

なイメージをもち設計した。

　ペーブメントや屋根の構造体も側脈に沿ってつくられている。大きな屋根2枚が一体的に見えるようにし、近隣住民はもちろん遠方か

ら来た方のイメージに残りやすいデザインを心掛けた。

　地域住民の声がABAIBAを中心に陸前高田全体へと波及していき、震災後やむを得ず陸前高田を離れた人やこれから訪れる人々の心の

拠り所となる空間になって欲しいと考える。ただ物を売買するだけでなく、たわいもない会話や朝市の雰囲気を楽しむ。そんな何気な

いことから新しい人との繋がりが生まれる。そして次世代へと受け継がれる施設となって欲しい。

1F 平面図

2F 平面図

陸前高田の豊富な
自然資源

その中でも葉の形を
建築で表現したい

敷地に合わせ
大きさを調整

必要諸室を配置し
隙間をつくる

側脈に沿い南側の部分
にデッキを設置

陸前高田の豊富な
自然資源

step-1 step-2 step-3

step-4 step-5 step-6

設計プロセス「ABAIBA」全体パース

断面図

建物を分け、主脈部分に朝市エリアを配
置し、屋根の構造体を側脈に沿わせる

設計趣旨

平面図

　陸前高田市の自然に着眼し、建物全体を見た際に葉のイメージを
もってもらえるようにすることを心がけた。その後、朝市エリアを主
脈部分に配置して葉の側脈に沿うように隙間をつくりながら気軽に立
ち寄り、休憩ができるデッキを設置した。
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「ABAIBA]部分パース

側脈に沿ってつくられた抜け道の様子

ふらっと立ち寄りやすい空間

朝市開催以外は地域住民のくつろぎの場に

客室のバルコニーの様子

朝市開催の様子

軒下空間は朝市の受付や休憩に利用

中央入り口の吹抜空間レストランの様子金木犀の匂いが漂う
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