
石田頼房先生の計画地区の今を歩く

吉祥寺・立川・八郎潟・小国

ＴＭＵ都市と住宅を考える会 大竹 亮

2016年10月29日

石田頼房先生から手渡されたもの、次世代へ手渡すもの



都市計画 ≠ 塗紙計画

５ 立川南口駅前区画整理事業 （1972-75）

４ 常滑市矢田地区農村基盤総合整備パイロット事業基本計画
＊＊＊＊ （1972-73）

３ 山形県小国町滝集落移転計画（1968-70）

２ 八郎潟干拓地新農村建設計画（1961-77）

１ 吉祥寺駅北口駅前広場計画（1959-62）
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《都市農村計画》
実現した計画で、計画に深く関与したもののみをあげる。

石田頼房全著作リスト（自編）より



吉祥寺北口 2016/0423
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2016年4月23日（日）14：00～17：00

吉祥寺駅北口広場～サンロード商店街
～月窓寺～五日市街道～吉祥寺大通り

～旧近鉄裏界隈（図書館・駐輪場）
～ペニーレーン～Ｆ＆Ｆビル＋元町通り

～ハモニカ横丁（マーケット）
～ダイヤ街ローズナード＋レンガ館モール
～東急裏住宅地～大正通り＋中道通り

～井之頭公園～吉祥寺駅南口

参加者：25名

TMU都市と住宅を考える会 第145回研究会

石田頼房先生の計画地区を歩く（その１）

オーバーレイする街

～吉祥寺駅周辺の都市改造～

＊特記なき図版は石田先生資料より



高山案（1962年）

※武蔵野市パンフレットより

＜計画の特色＞

・細長い駅前広場（街と分断しない）
・車は一方通行とし、最小の道路幅
・商店街とは別の並行バス通り
・Ｔ字路を基本とし通過交通を排除

・街路にかかる商店が多数
・各街区も共同建替えを想定
（スーパーブロック方式）

市が地元に説明したところ、
移転商店への対策（代替地、補償）
が不明確のため、全面反対される

↓

↓

事実上、白紙撤回となる

※武蔵野市が東京大学高山研究室に委託
（担当 石田頼房＋伊藤滋）



実施案（1964年）

※武蔵野市パンフレットより

＜計画の特色＞

・基本的な骨格は高山案を踏襲
・新設道路を大幅に減らす
（幹線街路２本、区画街路１本）

・駅前広場は長方形に

・街路にかかる商店が大幅減少
・各街区の共同建替えは見送り

中央線高架複々線事業に伴い、
東京都が道路計画案を作成し、
武蔵野市に対し実現を強く要請

↓

↓

地元の同意が得られ、
道路事業として実施へ



石田メモ 吉祥寺駅前広場および、周辺街路網計画の問題点（1961.11.8）

駅近くに
幹線道路が多く、
商店街を分断して
しまう 幹線道路を

整理し、
歩行者ゾーン
を拡充

分 析

提 案



計画が変わったことの効果

★
大型店立地

★

★

★

★

★

★

★

実施案（1964年）

高山案（1962年）



•駅前広場や道路で街と駅が分断されていない。
（バスは一方通行で通り抜けるため、大きな広場や
ｊ広幅員道路は不要）

•幹線道路は商店街を拡幅せずに、並行して設けられ、
商店街の賑わいを保つ。

コンパクトな北口広場と
ムーバス

サンロード商店街

吉祥寺北口の計画を歩く



•幹線道路で囲まれたエリアは、歩行者専用ゾーンで、
アーケード商店街や路地がきめ細かくネットワーク。
（建物１階の通り抜けも活用）

•大型店舗（再開発ビル）は、駅から少し離れており、
大勢の人々がその間の商店街を回遊。「吉祥寺方式」

東急百貨店（左奥）とＦ＆Ｆビル（右）

建物内を通り抜けて
続くペニーレーン



• ヒューマンスケールの路地や通り抜け空間が迷路状
に多数あり、戦後マーケットも残る。

•昔ながらの老舗や、ひと味ちがうこだわりのショップ
が頑張る街。

（しかし近年は全国チェーンの店舗が目立つ・・・）

プチロード

戦後の面影残るハモニカ横丁

専門書に強い古書店も
近年ついに閉店



吉祥寺の街の魅力

・商店街と住宅地、大型店とショップ、専門店と日用品店、
老舗とトレンドなど、都市機能の多様性・複合性。

・歩行者主体で回遊性のあるヒューマンスケールな空間
と、意外な変化に満ちた迷路的な面白さ。

・多種多彩な人々の要求に対応する各種の機能が、
同一空間に混在。
（＝外来者と生活者、老若男女がともに楽しむ街）

・それを破綻なく支えるきめ細かい歩行者空間ネット
ワーク。

→ 「ラビリンス（迷宮）の街」ではなく、

「オーバーレイ（重層）する街」
（１９９８年に一緒に歩いた時の先生のコメント）

→ ラビリンス（迷宮）の街のような魅力



吉祥寺のまちづくり

●計画者が街を熟知し（十分に読み解き）、街の持ち味を
損なわず魅力を増すような計画を創り（しっかり描き）、
それが実現。

●一見、自然発生的な街のようだが、実は周到に計画さ
れた街。（計画者は、徹底的に街を読み解くことが必要）

●高山案は、最低限の
整備しかできなかったが、
結果的に整備できなかった
部分も含めて魅力的な街
が実現している。



2016年5月15日（日）13：00～16：00

立川駅南口～グランデュオ＋サザン
～ウインズ立川～錦第二公園
～立川まんがぱーく（旧市役所）

～多摩モノレール立川南駅
～柴崎町～北口～ファーレ立川

～多摩モノレール立川北～立川駅北口

参加者：26名

TMU都市と住宅を考える会 第146回研究会

石田頼房先生の計画地区を歩く（その２）

住民納得案の今

～立川駅南口の都市改造～

＊特記なき図版は石田先生資料より
＜駅前広場・バス停のスケッチ＞



1964（s39）北口との格差是正、駅前広場整備などを目的に、
区画整理事業が都市計画決定

・・・権利者（住民）の同意が得られず８年間停滞

1971（s46）革新系の阿部市長（元都立大人文学部教授）誕生

1974（s49）調査委員会の答申書
1976（s51）促進委員会の答申書

・・・住民納得案がまとまる

1972（s47）都市改造計画調査委員会が組織され、
石田先生が委員に（計画への関わりは1975まで）

1982（s57）橋上駅完成、自由通路は地下から橋上へ

1994（h6）北口基地跡地再開発ファーレ立川完成

1999（h11）南口再開発ビル・グランデュオ完成

2000（h12）南口にもモノレール開通（北側は1998）

2010（h22）市役所が北口に移転

2013（h25）土地区画整理事業完了

10年目

20年目

30年目

40年目

50年目

事業の流れと先生の関わり



・減歩率が高い

・既存を無視した道路計画

・現住地を考慮しない換地

・駅前広場計画地の
零細権利者の生活再建

住民納得案の要点

従前計画の課題 納得案の提案

・道路、駅前広場を縮小し、
減歩率を低く抑える

・既存を尊重した道路計画
動線計画の見直し

・ブロック内での換地
街区内は手を付けない

・今後の課題として位置づけ、
事業は進める

→共同ビル化、まちづくり公社
￥設立など、継続検討とする



従前の計画

＊計画街路着色など加筆

国鉄立川駅
南口

北口

日野
甲州街道

昭島

国
立

国立
市役所等日野

多摩川新設架橋



駅前広場の縮小

立2･2･5取止め

＊主な変更点

既往道路に沿った街路計画
幅員見直し

住宅地内は手を付けな
い方向で。市と協議会で
話し合い成案をまとめる

減歩率15％以下に
５ブロックに分けて
原位置換地を原則に

変更計画案



石田ノート

石田スケッチ



駅前再開発ビル

デッキから上
ＪＲの駅ビル

デッキから下
権利者床

立川南口の計画を歩く

駅前広場の縮小

デッキ下の地権者床は路地的
空間（小規模だが路面店を作
りたい意図が実現）
駅近道のアピールは苦心の作

交通広場は過大でなく、

バス等の流れも処理さ
れている



区画整理でありながら
界隈性が残されている

既存街路を生かす

１階のセットバック

任意ながら統一的に
セットバックした意識の高さ



・従来の街の姿を継承した身の丈開発で、
北口とは違った魅力、猥雑性、界隈性がある。

・住民の合意形成で事業は進んだが、思い切った改造
ではなく、街の大きな発展には至っていない。

立川南口の都市形成

南口：
駅近くの歩車共存道路北口：モノレール下の大規模緑道



・従来の都市構造を否定せずに、問題解決ができる
「都市改造」の方法を示した。

・住民運動が「絶対反対」から脱却していく一つの道
筋をつけ、計画実現が大きく進んだ。

・長い時間の経過や、商店街のあり方、車の使い方、
周辺環境・計画などが大きく変わったことにより、計
画理念の実現は道半ばとなった。

立川南口のまちづくり

「８年間のデッドロック → 住民納得案をつくりなおした。
地域住民・諸官庁・審議会とのネゴシエーション、生々
しい。時間はかかるし、研究者のやるべきことでもない
かもしれないが、面白い」 （１９７８年の受講ノートより）



２０１６年７月１４日（金）

八郎潟駅～緯度経度交会点～干拓博
物館～道の駅おおがた～入植者住宅地
～公民館～情報発信者入村地～墓地
公園～中心商店街～サンルーラル大潟

講師：木村儀一先生

参加者：１８名 24出典：東秀紀著「東京の都市計画家 高山英華」（2010年）

TMU都市と住宅を考える会 第２１回国内現地研究会

石田頼房先生の計画地区を歩く（その２）

秋田八郎潟干拓地
新しい農村中心地計画



八郎潟干拓事業
（秋田県大潟村）

25

大潟村中心地
（村内で最も地盤が
良い地区に都市機
能を集中配置）

奥羽本線
八郎潟駅

大潟村案内図

計画理念＝生活の質の向上

・生産と生活の分離
・都市的利便性の提供
・景観や住環境の享受

八郎潟新農村計画策定

都市計画学会集落計画委員会
（高山、浦、石田、木村ほか）

→ 市街地を１カ所に集約

営農地まで車で通勤
（平均14km）



26

出典：SD No.22(1966.10)石田頼房「中心地計画」

八郎潟新農村計画・中心地計画図

・中央軸の歩行者道に沿って公共施設
・その両側に、クルドサック型住宅地
・周囲には産業用地、将来拡張ゾーン



27

後に駐車場が
設けられた商業地

見渡す限りの圃場

歩行者緑道に沿った診療所

総合中心地の外周緑地帯



28幹線道路に沿った緑地帯

入植者住宅の建設 現在も残る当時の住宅

大都市郊外のような住宅地



29芸術家のアトリエもある新しい住宅地干拓博物館と観光市場

拡張予定地に整備されたホテル 小中学校の建替え（一体建築に）



八郎潟農村整備計画の特色

■合理的な空間構成による生活の質の向上

・大規模経営農地＋コンパクトな総合中心地

・市街地・居住地を１カ所に集約し、都市機能・施設を充実

・耕作地に車で通勤という営農スタイル

■近代的な居住スタイルの実現

・伝統的農村風景と異なる郊外ニュータウン

・区画５００m2、増築を想定した住居計画等

■高水準の都市機能・デザイン

・美しい景観：樹林・街路沿いの花畑・生垣

・歩行者ネットワーク：クルドサック・緑地帯・緑道・開放型施設

・質の高い公共施設：学校・幼稚園・博物館・ホテル・公民館等

＊ニューアーバニズムを連想させる稀有なプロジェクト
＊エリアマネジメント主体：開発地＝自治体（特例法で新村） 30



八郎潟干拓地のまちづくり

●一貫したコンパクトシティによる地域の持続性

→村内の市街地・居住地は、総合中心地１カ所のみ

→将来拡張予定地の活用（ホテル、博物館、新住宅地等）

●高い農業生産性とすぐれた生活環境を実現

→ １戸当たり農地１７ｈａ、粗収益３３００万円

→県内で最も人口減少が少なく、平均年齢が若い（将来予測）

→若年層には、都市的な生活環境も魅力（後継者に困らない）

●住宅建替、商業再編等による集落景観の変化

→土地利用ルールの必要性

（石田先生が研究会で再三強調するも実現せず）

「八郎潟中心地とかけて、別れた妻と解く」
（１９８１年再訪後、先生の言葉） 31



TMU都市と住宅を考える会
第２１回国内現地研究会

石田頼房先生の計画地区を歩く
（その４）

山形小国町山村集落
～山間地集落を
中心部に集団移転～

32山形県小国町の開発構想に関する報告書（案） 1969年3月

２０１６年７月１５日（土）

羽越本線坂町駅～道の駅白い森おぐに～
朴の木峠ぶな林～幸町団地（滝集落移転
先）～小国小学校～上叶水集落～横川ダ
ム～山形新幹線赤湯駅

講師：木村儀一先生
参加者：１８名



33

滝集落３７戸を
中心地へ集団移転、
夏山冬里宿舎を整備

中心地（駅、役場、小中学校等へ
徒歩圏）に幸町団地を造成

町面積は
２３区より広いが
９５％は山林

小国町生活圏構想の策定
→ 集落移転事業の実施

小国町生活圏構想図

小国町農村計画研究会の提言
（浦良一、石田頼房、木村儀一ほか）

・全１１７集落を実態調査
・居住限界集落（２５集落）を明らかに
・生活圏再編でナショナルミニマムを確保

「生活圏整備構想」
①中心地（１カ所）
②拠点集落（３カ所）
③背後集落（５カ所）
④移転候補（２５カ所）
⑤中心部と集落間の道路整備

33



34

要移転集落に対し町が
夏山冬里居住構想を説明

↓
滝集落では住民の大半が

移住を希望
↓

集落再編成モデル事業

※小国町の事業パンフレットより



小国町中心部

幸町団地

■宅地造成計画

面積 69,058㎡

区画 210宅地

公営住宅地 56戸

一般分譲地 80戸

移転者住宅地 74戸

（公営 39戸）

（分譲 35 戸）

平均区画面積 251㎡

事業費 7827.8万円

事業年度 1969-70年度

■移転先と生活設計

移転先

町内

県内 県外 総数幸町
団地

その
他

転職 7 1 6 13 27

夏山冬里 5 5 10

計 12 2 11 13 37



36

中心地の幸町団地

積雪に配慮した住宅計画

小国町を象徴する白い森
（ブナ林）



37

小国小学校（2014年）

９つの小学校を１校に統合
スクールバスで送迎
中学校と一体化

小国包括ケア施設（1999年）



38

叶水集落（拠点集落）

店舗、農協、保育園が閉鎖
生活拠点の持続可能性に疑問

叶水基幹集落センター
（1974年）



小国町集団移転事業について

人口減少地域での生活圏域構成を手段にした生活環境整備

●集落住民に計画を説明し、合意形成しつつ実施

→ 住民が納得し、主体的に生活設計（町外、首都圏も選択肢）

●拠点集落でなく、一気に中心部まで集団移転

→ 総合的な生活機能、多様な職場を確保（夏山冬里も用意）

●新しい住宅団地を整備し、一般住民も入居

→ 集落出身者がミクスト・コミュニティの中核に（祭りの継承など）

「ひとりひとりの人間とかかわる計画。
色を塗っているときは、人間の生活（なりわい）は
見えてこない。事業・拘束計画になってゆくと、
人間の生活を変えてゆく・・・」

（１９７８年の受講ノートより） 39



小国町のまちづくり

●山間部の豪雪地帯という条件不利地域

→ 限界集落、縮退を直視した先見性

●高水準の小中学校・医療福祉施設等を統合整備

→ 住民の暮らし、生活水準を守る強い意志

●幸町団地：中心部にあり、総合的な生活環境を確保

→ 年月を経た現在も生活の場として持続

●叶水集落：店舗・農協・保育園閉鎖という現状

→ 中心部以外の拠点集落は維持困難に

再び「圏域構成の再編＋生活手段の確保」を考える必要
40

「小国町生活圏構想」にもとづく一貫した取り組み



計画地区の現在から読み取れること・・・

計画の科学 × 生活者の視点
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革新性 合理性＋

・商店街・マーケットを残す

・駅と街を近く、大型店は離す

・歩行者ネットワーク 吉祥寺

・道路・駅前広場の見直し

・既存の街の形を継承

・住民協同まちづくり 立川

・居住地を１カ所に集約

・都市的生活空間を創出

・通勤農業 八郎潟

・集落を中心地へ全面移転

・夏山冬里の生活提案

・コミュニティの継続 小国



時代に
先駆けた空間
オーバーレイする街 → 老若男女・多世代で賑わう 吉祥寺
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計画地区の現在から読み取れること・・・

先見性 普遍性＋

住民納得案を作成 → 界隈性のある街を継承 立川

縮退を直視した計画 → 新たな機能集約の段階へ 小国

総合中心地の提案 → 未来に希望のある農村 八郎潟

現在の課題にも
応える→



計画地区を
歩き終えて・・・

私たちは石田先生が計画された４つの地区を、

先生が残されたノート、メモ、スケッチを頼りに歩き、

従来の基準や計画標準にとらわれずに、

今ある空間の働き具合、今ある複数のレイヤーを

石田先生の精度で綿密に組み込んでいることを再認識した。

実現すべき空間（都市像）は、

計画の科学と、そこで生きる人達の目線を同等に持つことで、

机上からではなく、都市計画の実践から生まれるのである。
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2005年滝山団地


