
様式第３号１　鶴川商店街周辺拠点施設公募型プロポーザル

コンセプト１
近接する「櫻神社」の配置構成と門前町の「参道」
を参照した配置計画。まちのつくり・歴史の継承。

参道

社務所

桜八幡神社

チャレンジ
ショップ

SAN-do

桜八幡神社の
配置構成を継承

デジタル交流ギャラリー
テレワーク施設

コンセプト２　  [チャレンジショップ]

コンセプト３

コンセプト４

：石碑

コンセプト５

コンセプト６ コンセプト７

クニサキハウス
鶴川の人の営みを形に刻み
永遠にここに留めようとする記憶装置

前面道路からみた全景
道路に面しておまつりひろばを設け、はじめて来た人でもわかりやすい玄関となる

クニサキハウス、旧古城医院、チャレンジショップが池を中心に向かい合う
伝統的な日本家屋がもつ中庭を参照した3つが連携する施設の中心的な空間

チャレンジショップと施設全体をつなげる屋根が掛かった道「ＳＡＮ－ｄｏ」
「ＳＡＮ－ｄｏ」を介して、イベントを想定した芝生の庭とショップが連携する

■既存備品等の利活用

おまつりひろばおまつりひろば

芝生の庭芝生の庭駐車場駐車場

桜の庭桜の庭

憩いの庭憩いの庭

交流の庭交流の庭

新しい庭新しい庭

テレワーク施設テレワーク施設
託児所託児所

デジタル交流ギャラリーデジタル交流ギャラリー
水の庭水の庭

『SAN-do』『SAN-do』
アートの庭アートの庭

おまつりひろばおまつりひろば

芝生の庭芝生の庭

桜の庭桜の庭

憩いの庭憩いの庭

体験の庭体験の庭

交流の庭交流の庭

新しい庭新しい庭

水の庭水の庭

静かな庭静かな庭

アートの庭アートの庭

クニサキハウスクニサキハウス

チャレンジショップチャレンジショップ

つるがわＳＡＮ-do （つるがわさんどう）
ー 門前町の「まちのつくり」と「日本家屋」を参照した自由度のある拠点施設 ー

旧古城医院
古民家が最先端のデジタル技術を介する
新たな交流・発展の拠点（ハブ）

チャレンジショップ
新しくに挑戦できる場に人が集い
かつての鶴川の賑わいをもらたす

日本家屋をヒントにした柱・梁と格子戸や襖に
代表される「建具」による自由度のある空間。

必要とされる店の規模や
形状に対し、柔軟に対応

建具の開閉により隣室と
つながる日本家屋の構成

居間 仏間

座敷 中の間

チャレンジショップの建具、旧古城医院の既存建
具の再利用、クニサキハウスの建具の転写、など
日本古来の「建具」による３つの施設の連携。

クニサキハウス旧古城医院チャレンジショップ

交流ギャラリーは、つるがわ博物館として、既存書
籍資料・民具を核に地域の歴史文化を伝承する。
来訪者や若い世代が現代の鶴川にまつわる資料
を加えることで、未来へ記憶を繋ぐ。

▶日本家屋の特徴である床下
スペースを土間として利用し
変化のある空間をつくる

▶既存建具や家具を
什器としてリメイクし、
チャレンジショップや
交流スペース等で使用

「SAN-do」・遊歩道 
・里道による計画地
全体の回遊性で３
つの施設が連携し、
交流や賑わいを醸
成する。その道のつ
ながりが地域へと広
がっていく。

日本家屋の「中庭」
をヒントにした、池
を取り囲むオープ
ンな空間は、来訪
者を敷地の奥へと
引き込み、鶴川の
風情と歴史を体感
することができる。

敷地のコーナーや
施設間に設けた「複
数の特色ある庭」に
よって、利用者の想
像力を刺激し、施設
や周囲との連携を
生み出す。

前面道路からおまつりひろばや芝の庭を介して旧古城医院まで見通せる配置。隣接
する桜神社の配置構成をなぞることで、門前町の歴史や風情を継承しながらかつて
の参道を中心とした「市」のような賑わいや交流が溢れ出るようにします。

計画地全体の構成 : 全体をつなげ回遊性をつくる「ＳＡＮ－ｄｏ」を中心に、複数の庭が連
携して、クニサキハウス・旧古城医院・チャレンジショップ、周辺環境とのつながりをつくる

門前町をつくる『参道』、命を生み出す『産道』、複数のコンピューターと外部記憶装置を
結ぶネットワーク ： Storage Area Networkの略称『ＳＡＮ』、  行動する・引き起こすの
『do』。地域の方と来訪者が繋がり鶴川の記憶と未来を結ぶような、懐かしさと新しさが
共存する場所として『つるがわSAN-do』を提案します。

門前町をつくる『参道』、命を生み出す『産道』、複数のコンピューターと外部記憶装置を結ぶ
ネットワーク ： Storage Area Network の略称『ＳＡＮ』、  行動する・引き起こすの『do』。
地域の方と来訪者が繋がり、鶴川の記憶と未来を結ぶような、懐かしさと新しさが共存する場
所として『つるがわ SAN-do』を提案します。
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建築確認申請

（工事用詳細図作成）

（工事用詳細図作成）
施工図・仕様書確認
各工程毎の現場検査立会

現況に応じた随時監理

（設計内容に即した備品選定）

不確定要素の多い古民家改修は施工
業者と綿密に協働し、状況に応じた臨
機応変な工事監理に努めます

古民家改修のデジタル交流ギャラリー棟は、業
務着手後、速やかに詳細現況調査を行い、既存
利用・新規改修内容の検討に着手します

発注者との綿密な協議を行いながら、基本設
計と実施設計を同時進行で進め、工程内での
業務完了を目指します

施工者との協働が必要な既存
改修のデジタル交流ギャラリ
ー棟と詳細設計・積算が必要
な新築のチャレンジショップ
棟・外構の時期をずらして発
注すると、無理無く充実した
業務が可能となります

新築のチャレンジショップ棟は均等グ
リッド・同一部材の木造平屋建てとし、
現場施工期間の短縮を図ります

R5(2023)
R5(2023)

共同企業体

鶴川地区のみなさん

▶２つの事務所が各棟毎に業務を分担し、同時進行
で業務を進めます。迅速で手厚い対応が可能です

▶前年度他自治体の同種業務を手掛けた経験を
本計画でも知見として活かします
▶豊富な公共物件の経験があり、必要な設計事務
を的確に速やかに行うことができます

（協力事務所）

構造　機械設備　電気設備
ランドスケープデザイン
サイン・グラフィックデザイン

（代表企業）
構成企業A

地域のニーズをくみ取り、
完成後長く愛される
施設づくりを共に進めます

綿密なコミュニケーションで、
工期内に充実した施設の
実現を共に目指します

構成企業 B

国東市

各専門分野のエキスパート
も参画します

設計業務管理技術者
(1 級建築士）

監理業務管理技術者
(1 級建築士）

ほか担当技術者　2名

▶施設全体どこからでも利
用しやすい位置に公衆トイ
レを配置。雨天時でも傘を
ささずに利用できます

▶ショップ、交流施設、オ
フィス、地域福祉など用途
それぞれに求められる機能
の充実と、それらが複合し
相乗効果を生む各施設の
配置や設えの工夫をします

▶複数の庭はイベント時に
は出店スペースに、平時は
憩いの場に。屋台のように
開かれたショップや交流
ギャラリーと連動し、賑わ
いをもたらします

▶将来に渡り長く使い続けるために、
利用形態の変化や用途変更に耐えう
る自由度の高い空間構成とし、修理・
改修の容易な構造・材料を採用

▶深い軒による日射の軽減や引き戸
を多用した自然通風の確保など、環
境負荷低減に配慮した建物に

▶新築のチャレンジショップ棟は同
一モジュールで構成されたリサイク
ル可能な木造とします

①持続可能な施設運営につながる提案 ②利用促進、利便性向上のための提案

様式第３号２　鶴川商店街周辺拠点施設公募型プロポーザル

おまつりひろば

桜の庭

里道

里道

石垣

芝生の庭

アートの庭

チャレンジショップ

ＳＡＮ－ｄｏ（さんどう）駐車場 40台

駐輪場

新しい庭

映像
コーナー
映像
コーナー

交流スペース交流スペース
(土間)

(土間)

テレワーク施設２Ｆ  [レンタルオフィスフロア ]

オフィス１

オフィス２

オフィス
ラウンジ
(兼休憩室)

オフィス３

オフィス
４

休憩室１
(テレワークブース１)

テレワークブース４

共用テレワークブース

休憩室５
(テレワークブース５)

オフィス５

公衆トイレ

玄関玄関

玄関玄関

倉庫倉庫

休憩室３

厨房厨房

託児所託児所 食堂食堂

浴室浴室

トイレ

トイレ

休憩室４

廊下

会議室１
[コワーキング]
会議室１
[コワーキング]

会議室２
[コワーキング]
会議室２
[コワーキング]

会議室３

フリー
スペース
フリー
スペース

案内所兼
事務所
案内所兼
事務所

次世代
モビリティ
倉庫

次世代
モビリティ
倉庫

水の庭

体験の庭

クニサキハウス

配置図兼１階平面図　1/350

憩いの庭静かな庭

交流の庭

２階平面図

シンボルツリーシンボルツリー

旧古城医院の北側外観と面した「新しい庭」
正面の新しい庭ではモビリティ等の様々な活動を想定

東側の池に面した旧古城医院の正面玄関と水の庭
敷地全体をつなげる屋根付きの「SAN-do」がのびる

■完成後の効果的な活用方法の提案

■設計業務体制・工事監理業務体制

■設計・工事監理の工程

■安全性の確保

テレワーク施設１Ｆ [交流系ワーキングスペース ]

デジタル交流ギャラリー

N

木造平屋建て。日本家屋をヒントに
した柱・梁と建具によって、空間の
大きさを切り替えることのできる自
由度のある空間。
将来の使い方の変化や用途変更にも
耐えうる計画。

木造平屋建て。日本家屋をヒントに
した柱・梁と建具によって、空間の
大きさを切り替えることのできる自
由度のある空間。
将来の使い方の変化や用途変更にも
耐えうる計画。

通りに開いた施設に誘導
するひろば。夏越祭りの
際には山車が立ち寄るこ
とができます。

通りに開いた施設に誘導
するひろば。夏越祭りの
際には山車が立ち寄るこ
とができます。

桜を囲む施設配置で、日ご
ろは憩いの場として、春に
は桜に関するイベントなど
を想定。

桜を囲む施設配置で、日ご
ろは憩いの場として、春に
は桜に関するイベントなど
を想定。

石碑石碑

日頃は旧古城医院を見通せる
憩いの場として、イベント時
は出店スペースとして想定。

日頃は旧古城医院を見通せる
憩いの場として、イベント時
は出店スペースとして想定。

サテライトオフィス誘致にあたり必要なセキュリティ
やプライバシー、業務に集中できる環境が確保できる 2
階に配置。ニーズの高いテレワーク用小部屋 ( 簡易防
音 ) や入居者同士の交流が生まれる専用ラウンジなど
を整備。大小さまざまな部屋でオフィスニーズに対応。

サテライトオフィス誘致にあたり必要なセキュリティ
やプライバシー、業務に集中できる環境が確保できる 2
階に配置。ニーズの高いテレワーク用小部屋 ( 簡易防
音 ) や入居者同士の交流が生まれる専用ラウンジなど
を整備。大小さまざまな部屋でオフィスニーズに対応。

庭に開かれた交流スペース
は、日本家屋に現代のエッセ
ンスを加えた空間。鶴川の歴
史や記憶・未来を繋ぐ博物館
であると共に、現代アートや
デジタル技術も融合した新し
い体験の窓口にもなり、世代
やジェンダーの垣根を越え、
新たな刺激と安らぎを生み出
す場となります。

庭に開かれた交流スペース
は、日本家屋に現代のエッセ
ンスを加えた空間。鶴川の歴
史や記憶・未来を繋ぐ博物館
であると共に、現代アートや
デジタル技術も融合した新し
い体験の窓口にもなり、世代
やジェンダーの垣根を越え、
新たな刺激と安らぎを生み出
す場となります。

玄関土間のフリースペースやフレキシブルな利用が可能な
続き間の会議室は、短時間でも気軽に利用できるコワーキン
グスペースを兼ねる。隣接する交流スペースとも連動した利
用も可能で新たなビジネスの広がりも期待できる。

玄関土間のフリースペースやフレキシブルな利用が可能な
続き間の会議室は、短時間でも気軽に利用できるコワーキン
グスペースを兼ねる。隣接する交流スペースとも連動した利
用も可能で新たなビジネスの広がりも期待できる。

門前町の「参道」を継承する施設全体をつ
なげる歩廊。巾 2.7Ｍとすることで面する
ショップや庭との連携で賑わいや交流を
誘発します。

門前町の「参道」を継承する施設全体をつ
なげる歩廊。巾 2.7Ｍとすることで面する
ショップや庭との連携で賑わいや交流を
誘発します。

回遊動線
里道を介して３つの施設
の回遊動線をつくります。
里道を介して３つの施設
の回遊動線をつくります。

中庭的空間
前面道路から奥まった池（水の庭）を中心と
した中庭的空間で、門前町のつくりを体感。

遊歩路
遊歩路は、「ＳＡＮ－ｄｏ」と
連続した回遊動線をつくりま
す。公園のように開かれた立ち
寄りやすい雰囲気をつくりま
す。

遊歩路は、「ＳＡＮ－ｄｏ」と
連続した回遊動線をつくりま
す。公園のように開かれた立ち
寄りやすい雰囲気をつくりま
す。

クニサキハウスを鑑賞しながらの憩い
や交流のためのスペース。

敷地の奥まで誘導する
見通しと活動の重なり
敷地の奥まで誘導する
見通しと活動の重なり

クニサキハウス鑑賞の
ための前庭として。池
を使ったアートや水を
使ったイベント等想定。

クニサキハウス鑑賞の
ための前庭として。池
を使ったアートや水を
使ったイベント等想定。

交流スペースと連続
した屋外スペースと
して、テレワーク施
設利用者の交流の場
として。

交流スペースと連続
した屋外スペースと
して、テレワーク施
設利用者の交流の場
として。

隣接する託児所と連携し
た、こどもが安心して遊
べるような設えを想定。

隣接する託児所と連携し
た、こどもが安心して遊
べるような設えを想定。

屋外でのワーキングも
想定した緑に囲まれた
スペース。テレワーク
施設利用者の憩いの場。

屋外でのワーキングも
想定した緑に囲まれた
スペース。テレワーク
施設利用者の憩いの場。

アートの展示や屋外
ワークショップなど、
様々な体験を想定し
た活動的な庭。

アートの展示や屋外
ワークショップなど、
様々な体験を想定し
た活動的な庭。

モビリティの試運転
や集合場所として。
また、食やアートの
イベントスペースと
して想定。

モビリティの試運転
や集合場所として。
また、食やアートの
イベントスペースと
して想定。

仮囲い

工事車両出入口

▶工事用車両は北側道路からのみの出入りとし、
里道などの周辺の狭い道からの出入りは行わない

駐車場を資材置場や作
業ヤードとして利用し、
まとまったスペースを
確保

誘導員

資材置場

工事車両・作業員動線

デジタル交流ギャラリー（旧古城医院）内観 ：
 既存の床を撤去して、屋外と地続きの土間に改装。バリア
フリーを兼ねたアクセスのしやすさと屋外活動との連携、
次世代モビリティの活用に配慮

チャレンジショップ内観 ： 旧古城医院の既存建具も活用した
可変性のあるスペース。出店規模に応じたショップの大きさ
を選べるよう４畳半（2.7x2.7M）のモデュールで全体を構成。


