
【はじめに】

　公共建築とは、行政・文化・教育・医療施設等
に代表される、「公共の用に供されるもの」です。
その発注・運営形態は在来に加え、PFIやPPP、
コンセッション方式等が採用され、その担い手
は、官公庁、団体、民間事業者、コンソーシア
ム、特定目的会社等、枚挙にいとまがありませ
ん。
　設立・運営の原資の出どころや施設用途が、公
共建築を定義するのではなく、多くの利用者が望
む機能に分け隔てなく応えられることや、機能の
複合化へ対応することが求められているのではな
いかと感じます。エネルギー・情報・交通等のイ
ンフラをサポートする施設等も、インフラ利用者
に対し、安全かつ確実に機能することが求めら
れ、正に「公共の用に供されるもの」であるで
しょう。ところが、発注者や設計者が意図したも
のが、利用者に伝わっているか、意図した側の思
い込みやお仕着せになっていないかという不安も
出てきます。
　このような視点から、初頭に挙げた公共建築も
含め公共「的」な使われ方をしている六つの建築
事例、建設から運営まで、ある程度時間の経って
いるものや、時代動向の中で変化に対応している
ものについて、その「使われ方」を通して、「地
域に愛される建築」を浮き彫りにできればと考え
ます（文中『』は執筆者コメントを示します）。

【事例１】福岡空港国内線旅客ターミナルビル

　『福岡空港国内線旅客ターミナルビル再整備は、
国土交通省が行う平行誘導路の二重化に伴い、
ターミナルビルを撤去、新築、改修するものであ
り、空港ターミナル機能を一つのターミナルビル
へ集約、商業施設のオープン等により施設、設備、
サービス面の向上を実現したプロジェクトです。
　元来、空港旅客ターミナルビルとは旅の通過点
となる施設であり、日常的に航空機に乗ることの
ない地域住民は立ち寄ることのない施設であるこ
とが一般的です。しかし、福岡空港旅客ターミナ
ルビルは、世界的にも有数の都心とのアクセス利
便性を有していることから、空港という非日常的
な用途であるにもかかわらず、比較的日常生活の
中に浸透している施設となっています。
　福岡空港では、従来より児童画コンクール、
フォトコンテスト、小学生の団体見学をターミナ
ルビル内で行うなど地域の皆さんに喜んでいただ
けるような活動が継続的に実施されてきました。
そのような施設の再整備を計画するにあたり目指
したのは、空港旅客ターミナルビルを単なる通過
点ではなく、目的地にもなり得る、航空機を利用
されないお客さまにも従来以上に気軽に来港いた
だける施設づくりでした。具体的には、より気軽
な空港アクセスを可能にする地下鉄直結のアクセ
スホール、航空機を望む全天候型ビアガーデンや
福岡だけでなく、全国の有名ラーメン店集積エリ
アなどの魅力的な商業空間、家族連れや航空ファ
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ンに好評な日本でも有数の航空機に近い広大な展
望デッキなどを整備することにより、コロナ禍で
も多くのお客さまが来館するようになりました。
　また、規模が巨大であるが故に地域との一体感
を感じにくい外観の空港旅客ターミナルビルにあ

りながら、長大な壁面に大規模な壁面緑化を行う
ことで、近隣に対する圧迫感を軽減し、地域に潤
いを与える景観を創出しました。
　施設の完成後も、近隣住民の通行も多い歩道部
分において九州出身のアーティストと地元小学生
による全長50ｍの巨大壁画を作成するプロジェク
トが行われたり、オープントップバスを用いた空
港制限エリア見学、福岡空港フォトウエディング
の実施や、コロナ禍で旅客が減少した国際線施設
を利用した映画上映会を行うなど、継続して航空
機をご利用にならないお客さまの来港のきっかけ
づくりが進められています。』（本田勝平）

【事例２】長岡屋内総合プール

　『梓設計で初めて取り組んだPFI事業であり、
今年度で事業期間15年間を終了するプロジェクト
です。運営業務は民間企業の日本水泳振興会が担
当しています。新潟国体や日本選手権が開催さ
れ、地元長岡で市民に親しまれている公共施設で
す。施設の特徴としては50ｍメインプール・25ｍ
サブプール・飛び込みプールに加え、日本で初め
て、競泳プールにジャグジーや温浴施設、お風
呂、畳の間などの温浴エリアを計画しました。ア
スリートはもちろんのこと、子どもたちからお年
寄りまでが楽しめ、一日中過ごせる交流空間を提
供することで地域の方が気軽に訪れやすい施設と
なっています。
　このプロジェクトは、2004年新潟県中越地震の
翌年に始まり、当初は隣接地に仮設住宅が設置さ
れていました。PFI企業内で実際に震災にあった
方々を中心に、地域住民のためにこの施設で何か
できないかを真剣に議論しました。「飲料水は数
日で配給されるが、とにかく温かいお湯で体を洗
いたかった！」という生の声を聞き、自家発電設
備を設置することで、温浴エリアを３日間72時間
稼働できるように計画しました。お風呂やシャ
ワーが使用できて、畳の間が待機スペースとなり、
かつプールの水を飲料水に変えるろ過装置を装備
するなど、震災時でも地元の方々が安心できる防
災に配慮した施設となっています。』（田川伸明）
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　『14年間の事業期間で様々なイベントを企画し、
地域の方々と交流を行ってきました。近隣小学校
からの施設見学を行っています。特にプールで使
われている水の量には子どもたちも驚いており、
見学の最後には地下の水中窓まで移動して飛込
プールの水槽内を見学でき、大変好評な見学場所
となっています。また、年に４回行っている無料
開放日では、トップスイマーを招いた泳力検定会
やカヌーの体験会、HipHop教室やチアリーディ
ング教室の発表会なども行い非常に好評をいただ
いています。水泳以外の交流として、子どもたち
を対象とした英会話教室やイベントスペースを活
用したマルシェやフリーマーケット、最近では縁
日などが子どもたちに人気があります。競技力向
上ではオーストラリア競泳チームの事前キャンプ
地として2018年、2019年に来館された際、地域の
小学生や地元のコーチを招き交流会を行いまし
た。子どもたちは世界のトップ選手を間近で見る
ことができ、非常に有意義な機会を提供できたと
思います。PFI事業だからこそ提案競技・設計・
現場と運営側の考え方を施設に反映することがで
き、誰もが利用しやすく安全な施設運営ができて

いると日々実感しております。これから
も地元に親しまれる運営をしていきます。
　コロナ禍となり、施設の対策は一変し
ました。コロナ禍での対策、運営での対
応については、スポーツ庁やスイミング
クラブ協会のガイドラインに従い、各所
に消毒用スプレーや検温の実施などを
行っております。スクール生は水着を着
用した状態で来館すること、荷物が他の
スクール生と交わらないよう棚を多く設
置すること、プールの指導員は水中で使
用できるマスクを着用するなど感染対策
を行っております。このような感染対策
を実施した甲斐もあって、施設が媒体に
なってのクラスターは現在まで発生して
おりません。私が受付で利用者と接して
いるときに高齢の利用者から「コロナウ
イルスで休館にならないよう頑張ってく
ださい。ここのスタジオ教室や水泳教室

に参加して友達が増えました。以前、休館になっ
てしまった時は運動不足や友達との交流ができな
くて体調を崩してしまったから」との話をいただ
きました。コロナ禍においても地域の健康づくり
や交流の拠点として必要とされている施設になっ
たと14年の運営期間を経て実感しています。』

（ダイエープロビスフェニックスプール館長　川
島洋平）（運営：日本水泳振興会）
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【事例３】�たかはぎ認定こども園（縁側で繋ぐ
アフターコロナ時代のこども園）

　『屋内のエントランスホールや、保育室へ繋が
る廊下はありません。保育室棟と多目的ホール棟
の２棟を大屋根で包み、半屋外の活動広場と縁側
で繋いでいます。園児の主動線は、奥行き４ｍの
半屋外の縁側です。縁側で繋がるこども園には、
アフターコロナ時代におけるこども園のあり方と
しての様々な利点があります。まず、送迎時の渋
滞の緩和についてです。こども園の登園時は、園
児と親、保育士が短時間に集中します。加えて、
雨天の際は、傘の折り畳み、感染症対策としての
消毒スペースや離隔の確保や、園児の遅い動作等
渋滞する要因は多々あります。エントランスホー
ルや廊下を半屋外化することで、親は直接保育室
前まで送迎することが可能になります。時間のか
かる園児の上下足の切替スペースを分散し、保育
士は保育室前で園児を引き受けることで混雑の緩
和とともにエントランスへの往復の負担を軽減す
ることが可能です。この奥行きの深い縁側は、保
育室への複数組の双方向の往来も可能としていま
す。保育室の出入口を雁行させ、サインを設置す
ることでエントランスポーチからすべての保育室
を一望でき、園児は自分の保育室を見つけること
ができます。また、事務室前の屋外のエントラン
スポーチと活動広場は、幅７ｍ奥行き16ｍの十分
な溜まりスペースを確保することで、雨天時の傘
の折り畳み、消毒などの感染症対策スペースとし
て、送迎時のボトルネックをなくしています。次
に、園児たちの活動スペースの拡張です。猛暑や
雨天時には、多目的ホールの折れ戸を開くこと
で、多目的ホールと、活動広場・縁側は屋内外の
一体的な利用が可能です。式典などのイベント時
には、多目的ホールの拡張スペースとして、感染
対策の離隔距離や換気を確保することも可能で
す。また、Ｌ形に園庭を取り囲む２段のステップ
のある縁側は、運動会などの園庭を使ったイベン
ト時の日影の観客席や昼食スペースとしての利用
も想定しています。多目的ホール棟には、子育て
支援室やことばの教室といった園とは別の運営を
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する子育て支援機能を設けており、活動広場を介
した分棟形式により、個別の運用を可能としてい
ます。
　アフターコロナ時代では、感染症対策として、
十分な離隔スペースを求められるようになりまし
たが、建築面積を増やすには限界があります。主
動線を半屋外化することで、感染症対策に加え、
十分な送迎溜まりや、屋内外を連携する多様な活
動等でこども園の機能を豊かにし、屋内だけでは
得ることができない様々な拡がりを確保しまし
た。』（鈴木彬史）

【事例４】�品川リハビリテーションパーク・�
品川区立大崎図書館

　『品川区内の老健施設の充実と老朽化した図書
館の更新を目的に、2014年に品川区が自由提案も
含めた複合施設の事業プロポーザルを公募、「品
川リハビリテーションパーク」構想を提案し選定
されました。医療・介護と区立図書館という建物
用途の複合施設であり、官と民の複合施設とし
て、共同して運営にあたること等、全国的にも非
常に珍しい事例となっています。
　「リハビリテーションパーク」とは、「公園」の
ように身近に立ち寄りやすく、人々の心と身体の
リハビリテーションに役立つ施設をイメージして
います。複合のメリットを活かして、医療・介護・
在宅のシームレスなサービス提供による都市型地
域包括ケアの拠点をつくること、図書館や隣接す
る小学校等の周辺施設と連携しながら地域に貢献
することを目指しました。
　まちづくりへの貢献に関しては、オフィスや住
宅を中心とした都心大型再開発エリアにおいて、
住民同士の繋がりや魅力あるまちづくりが必要と
考え、エントランスホールに隣接して大きな開口
を持つリハビリ室を計画しました。健康講演会や
古本市などのイベント、病院・老健フロアへの図
書館資料の巡回貸出しサービス、隣接する小学校
の児童のための見学会や中学生の看護体験など、
子どもたちへの学習の場を提供しています。
　外観は重層する軒と植栽による構成を特長と
し、日射を抑えつつ、開放感を高め、街行く人々
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へ温かみのあるファサードを提供していま
す。また、バルコニーの植栽は無機質になり
がちな病室や入居室に彩りを与えることで街
並みの形成に貢献しています。
　有事への備えと対応に留意し、災害時はエ
ントランスホールをトリアージスペース、リ
ハビリ室を福祉避難所として活用し、近接す
る急性期病院や避難所である小学校と連携を
図り、有事の際の防災拠点の一翼を担い、地
域医療に貢献する計画としています。今回の
コロナ禍においては、エントランスホールを
臨時のPCR検査会場やワクチン接種会場とし
て効果を発揮しました。入院・入所者への
サービス向上を第一目標に計画したフロア完
結型病棟・療養フロアは、患者・入所者の移
動を限定した運用を可能にし、いつでも安
全・安心な施設が実現されています。』

（安川智）

【事例５】ゆいの森あらかわ

　『東京都荒川区の中央図書館、作家・吉村昭氏
の記念文学館、子どもひろばの融合（複合）施設
です。複合のメリットを最大限に活かして三つの
機能が相乗効果をもたらし、「融合」する施設を
目指しました。
　各フロアは高い回遊性とゆとりを持たせた空間
を連続させ、絵本と子どもひろば、小説コーナー
と文学館を組み合わせるなど、利用者の年齢や興
味の対象を軸に考えた横断的なゾーニングとして
います。断面的には吹き抜けを介して上下階を繋
げることで施設全体を緩やかに連続させながら、
下階から上階にかけて年齢や賑わいをグラデー
ショナルに変化させています。街の通りを建物に
引き込み立体的に繋げることで、施設を訪れた人
が思い思いに時間を過ごすことができる積層する
広場のような建築を目指しました。
　施設の中央には絵本に囲まれたガラス張りの

「ゆいの森ホール」を計画しました。ガラスを通
してイベントの様子を表出させることで館内を訪
れる方に新たな興味のきっかけをつくり出しま

す。普段はスライディングウォールを開放するこ
とで、自由に読書や休憩ができる階段広場として
活用しています。
　開館後は「ゆいの森ホール」を中心に子どもか
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ら高齢者までを対象とした様々な館内イベントが
企画されています。「柳田邦夫絵本大賞」を始め
として、図書館、文学館、子どもひろばや区の
様々な課が協力して、開館からこれまで1,600を
超えるイベントが開催されました。
　荒川区は開館の翌年に「読書を愛するまち・あ
らかわ」を宣言しました。子どもから高齢者ま
で、誰もが読書に親しみ、学びながら心豊かに暮
らすことのできるまちを目指し、ゆいの森あらか
わを拠点に様々な活動が続けられています。』

（押田拓也）

【おわりに】

　建物の利用者はその公共と民間の違いについて
どれほどの意識を持っているでしょうか。「公共
の用に供する建築」の将来像として、公共建築と
民間建築の相互作用が働
き、お互いに刺激し合
い、切磋琢磨しながら新
たな時代動向に合わせて
発展していく姿があるの
ではないでしょうか。公
共建築は、地域の人々に
使われることが重要で
す。その参考として、先
の五つの事例とは一線を
画しますが、民間施設で
ありながら、地域におい
て親しまれ、様々な活動
を展開している函館�蔦
屋書店の事例を次に示し
ます。

〔事例６（参考）〕
　『民間収益施設であり
ながら、公共性や特に地
域コミュニティ醸成に深
く切り込んだ函館 蔦屋
書店の歩みは、地域住民
とともに早８年余を数え

ます。現在も活況で100件／月にも上る文化的イ
ベントの質・量と継続は事業者の実力や本気度を
十二分に示しており、何よりイベント参加者や本を
探す人々の真剣な顔だらけ、笑顔だらけの店内を見
れば地域との融和は一目瞭然、イベンター同士も刺
激し合い、更に開催希望が増えている模様です。
　皆の「居場所」になれたのです。買い物せずと
も毎日滞在する人も数人おられ、ついには薪をく
べ暖炉番を買って出る人まで現れたようですが、
さて、ここで大切なのはなぜこのような現象が成
立し得ているかということでしょう。
　愛されるが故に収益や事業継続が生まれ、次の
サービス展開に繋げるサイクルには特に起動時に
エンジンとトリガーが必要ですが、本件はあらゆ
る文化を扱う書店機能に人の繋がり、つまり地域
コミュニティを重ねる方法でアプローチしてお
り、民間事業としては大変ユニークな例だと言え
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ます。最近皮肉にもコロナ禍でその重要性が証明
されましたが、人は「文化や人に触れるために大
いに行動を起こす生き物」だからで、繰り返し新
文化に触れ咀嚼してきた函館人ならば尚更だった
のでしょう。いずれにせよ与件をcozyに空間化
し、あらゆる場面で人を「モノ・コト・ヒト」と
混ぜ合わせる建築を企てることとし、真剣な眼と
笑顔があちこちにあふれるようたくさんの出逢い
のトリックを仕かけ、毎日小さくとも嬉しい事件
が起きるよう綿密に描くことになりました。目先
の収益効率は横に置いてです。
　笑顔やコミュニティは街の財産ですから結果、
行政からも大きな関心と評価を頂戴し、たくさん
の人がこのなぞなぞの答えを知りたがりました。
一民間店舗が見事に街のアセットになり、かけた
コストも笑顔の数としてベネフィットと化したか
らです。笑顔の数を計る“単位”があれば建築設
計も運営もいちいち楽しくたいへん具合がよろし
いのにと真剣に思ったのもこの頃で、いささかセ
ンスを欠きますが、例えば百“ニコ”とか、五億

“ニコ”などとするのはいかがでしょうか。そろ
そろAIが数えてくれる時代ですから、是非笑顔
数と建設コストとを並べてみたいものです。

　もうすぐ10年を迎えますが、次の10年ではこう
して店舗と函館住民との蜜月関係を語ることはも
はや野暮になり、言い過ぎをご容赦いただけるの
であれば函館 蔦屋書店が、“函館住民そのもの”
になるのではないかとも想っています。ここでは
誰が客でいずれがスタッフなのかが曖昧な、とて
も不思議な関係が不思議と成立していて、この施
設が函館に溶け込んでいき、函館と一体化する前
兆だと感じるからです。
　たかだか本屋一軒の、しかし、とてもとても大
切な話です。』（田村慶太）

　以上のように、様々な発注、運営形態の中で、
建物が地域の方々にどのように使われているのか
は、利用者に直接確認する機会をなかなか得ず、
運営サイドからの情報が重要です。今回の事例
は、正に「使われ方」のエビデンスであり、執筆
にあたり、発注者様及び運営者様のご理解、ご協
力をいただいたことに感謝申し上げます。今後多
様化する建築において、運営と学識が連携した調
査やヒアリングにより新たな「使われ方研究」が
展開され、発注者や設計者によって建築計画に反
映されることを切に望みます。（前田隆）

1 　DEN：本来は洞穴、隠れ家などを意味する言葉。本件では、
全体をダイナミックな大空間店舗として計画する中に、書棚で
囲まれた落ち着く小空間を創ったもの。
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