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Scene1

市民動線となり、子供たちの通学路
ともなった水路を通して通学してい
く姿が見られる。

用水路の水を生活用水として使うこと
で住民たちがお金を支払って得ている
生活水の消費を抑える。

水路の引き込みによって空き家群で
は子供たちの学びの場や地域の寄合
所のような交流スペースが見られる。

周辺工場や建設会社から出た建築廃材
などを使い、地域の人々自身で水路に
適する建築を作り上げていく。

交流スペース

洗車

水遣り

廃材によるセルフビルド

用水の生活水としての利用

立面図S=1-200

1. 社会背景 3. これからの水路の在り方　～水路によって住みながら稼ぐ～2. 敷地 / 埼玉県八潮市
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4.共同体意識・相互扶助　中間領域・路空間

敷地は埼玉県八潮市、東には中川、西には綾瀬川が流れ、かつて灌漑用農地として綾瀬
川より引かれた用水路が約12本今なお残る地域である。近年では東京の都市化に対し
近郊であることから用途地域制によって農業地帯から準工業地域、宅地造成ベッドタウ
ン化が進んでいる。また、つくばエクスプレスなどの開通に伴い、より一層の発展が見込
まれる地域ともなっている。

2.敷地特性

工

1.水路に接する住宅群　～掘割をして用水路を住宅群に引き込む～

用途地域制によって決められた区画では現在も生産緑地といった形で農業が続けら
れているのと様々な工場の誘致もあり、東京近郊であることから住宅密集地が続く。
このことから、現在八潮市には、農業・工業・居住に関する種々の用途建築と水路
が併存や混在する状況が生じている。

葛西用水と八條用水が主な水源となって
おり水路が住宅地や工場地や農地の中を
縦横無尽に広がっている。街の暗渠空間
と化してしまった灌漑用用水路は現在は
特定の用途を持たず降雨時における水量
調整用の排水路として限定的な使い方し
かされていない。

用水路は住民たちや工場関係者
によって汚水やゴミ問題などが
内在する。

八潮市内の空き家も増加傾向に
ある。

資材置き場ゴミ 簡素屋根 焼却炉
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2-1.ヒートアイランド現象

2-2.密集地・空き家

空き家率の増加
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2-3. 水質汚濁・ゴミ問題

世帯構成の変遷によりこのまま人口減少、高齢化が進むと単
身世帯は着実に増え、核家族の中にも老いた親と子の二人
暮らし世帯が増加傾向にあるといった未来予測もされてい
る。
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1.灌漑用用水路の残る街

住宅地
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綾瀬川

水路図

3.水路の現状

4.水路＋路地という形態　空間分析

水路には単管パイプを簡易的な柵へと
転用したものとコンクリート護岸が主に
整備されている。また、水路に沿う住宅
との間に小さな路地空間が存在する。
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空間特徴

住宅のすぐそばを流れる水路とそれ
らに付随する路地空間が存在するこ
とからその空間を住民たちで仮設し
て自分たちの空間を作っていこうと
いう動きが見られる。

2.暮らしへと浸透する水路と路地　～住みながら稼ぐモノ・コト～

現在のパッケージ化された住
宅に無くなってしまった中間
領域を水路・路地という空間
に置き換え、それらを既存住
宅と空き家となっている箇所
に入れ込んでいくことで現在
の孤立した住宅・1家族1住宅
とそれによって変わってしま
った地域を共同体として再編
集していく。

環境・時間・交流を稼ぐこと
で育っていく子供の未来を稼
いでいく。水路は今よりも浅
くし、水と触れ合う環境を整
備していく。また、車が入っ
てこれない空間であるので住
民たち専用の歩行動線となり
変化に富むアクセスを生み出
していく。用水路を引き込む
ことで住宅同士のプライバシ
ーを確保することもできる。

3.子供の活動を制限した住宅

2.孤立化から助け合いが必要となる暮らし

大家族から核家族へ→少子化 孤立化する住宅と子供

家族の形式の変化から人々が孤立化するため、助け合いが
必要となる未来予測がある。また、住宅も同様にプライバ
シーを守るための物と成り下がってしまったため、孤立し
ていると考えられる。

かつて住宅には様々な路を通しての相互扶助を行うこと
や場所が存在した。それは住宅の路地空間であったり、
インフラとしての水路空間でもあった。つまり、そうい
った空間・中間領域が現在のパッケージ化した住宅から
は無くなった。
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核家族化と並行して住宅がパッケージ化され、周りに開いて
いかなくなった。このような環境下で共同意識を失うなど最
も被害を受けたのは現代の子供たちである。

中間領域・路空間

公共

私的

公共

私的

孤立化する子供たち広範囲に広がる活動

埼玉県では都市中心部の気温が
郊外に比べて高くなるヒートアイ
ランド現象が顕在化し、社会問題
になりつつある。

つくばエクスプレス
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1. 子供たちの未来を稼ぐ

主婦

子供たち
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水耕栽培 環境調節機能

水質浄化機能

水路を生かした街の交流地点・動線

子供の未来を稼ぐ

農園栽培

2. 現在から未来へ向けての住宅の変化

ベッドタウン化・パッケージ化された住
宅群が立ち並ぶ。

現在

育っていく世代が相互扶助の意識を持ち
住宅が共同体としての領域を持つ。

未来

水路という共有空間・中間領域の付加

住宅 住宅

提案　子供たちの未来を稼ぐ「未来を稼ぐ水庭」

掘割

1. 住宅の水路利用と浄化のサイクル

ポーラスコンクリート
充填剤
メッシュ

1-1. 軒先の水耕栽培装置

水路に面する既存住宅に対し、樋から流れる雨水と用水を利
用して水耕栽培を行う。これにより栽培による水路の浄化と
作物の生産が作用する。雨水樋の集水と軒先の水耕栽培の散
水へと繋げていく。これが食費の節約にもつながる。

単管パイプ

雨天時晴天時

1-2. 用水を住宅で使う事での水質浄化＜ろ過装置＞

掘割による土

柵として利用されている単管
パイプの樋としての再利用

コンクリート護岸
の撤去によるガラ

護岸改修

2. 食育の場・市民農園・直売所・堆肥所 3. 地域と子供たちの寄合所・公民館
2-1. 用水路を通しての「八潮の八つの野菜」の生産

小松菜 枝豆 ネギ ホウレンソウトマト ナス 山東菜 天王寺かぶ

主に生活排槽

2-2.生ごみ処理システム

土層

ガラ層

掘割の際出た土を元とし、生ごみを堆肥化するコンポストを建物
に挿入する。それによって出た発酵熱によって栽培所内部を温め
作物を育てるうえで適した環境にする。

発酵熱により温室化

堆肥化

引き込んだ水路

都市農業では、同様な環境の中で行われるため、作物も似たようなも
のが作られている。この地域での伝統野菜である 8つの野菜を完全
地産地消の物としてブランディングしていく。

空き家と荒地を利用した地域の多目的空間

地域に住んでいる子供たちの寄合所・公民館として空き家を利用し、多目的なスペースを作る。水路路地を引き込
んだ多目的空間は子供にとっては勉強や遊び、地域の人々にとってはコアワーキングスペースなど様々なコミュニ
ケーションを取ることのできる場所となる。また、路地空間を引き込んでいることから行き帰りの途中に立ち寄れ
るような街区に住む人々・子供たちの日常生活に溶け込んだ第 2の暮らしの場ともなる。

水路路地付近均質に置かれた 5棟の
空き家が存在する。

水路路地を空き家付近に引き込み
それらによって新たな空間構成を
生み出す。

入り込んだ水路に応じて空間に適切
な空き家の躯体と一部床材を残し、
街へと開く。

遊び場

直売所

集会所

荒地

空き家

空き家
空き家

空き家

空き家

水路に付随して生まれてくる路地空
間は動線となり、人々の様々なアク
ティビティーを引き込んでいく。

空き家の空間構成と諸室に応じて小
さな橋やテラスやパーゴラ空間がで
きていく。

均質な区画から水路が入り込んだ状
態になり、子供たちや地域の人々の
新たな居場所となる。

コンポスト

休憩所
畑

温室

水路路地を歩くついでに生ご
みを捨てていく。

・ろ過装置・機能詳細図
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4. 水路を通して生み出される Scene

生活用水としての利用

用水路の水を生活用水として利用
することで、水道代を節約する。

用水路へ還元 通行空間

ろ過

ろ過

しきい板

各家の軒先では水耕栽培が営まれる。

広がる水路に応じて人のつながりも広がる。

水路では子供が遊ぶ。

・蛇籠による水質浄化

掘割と改修により出た土
とガラにより蛇籠を作り
水質浄化と栽培を行う。

地域で行われる子供たちの遊戯会 日常に溶け込む水路

水路を通してつながる住宅

子供の通学路

部分配置図　S=1-500

N

 水路を閾とした生活風景

 パッケージ化による生活風景

住

～水路路地のある暮らし～

「1家族＝1住宅」のシステムによって現在のパッケージ化された住宅から失われた物は中間領域であると考え、

そういった大人たちの都合により社会性の欠落や孤立化などの被害を受けたのは現代の子供たちであると考え

る。本提案では、用途地域制によってベッドタウン化され、孤立した住宅群に対して、現在では使われなくな

り街の中をただ流れているだけの灌漑用水路に着目し、その水路空間を拡張することで中間領域として新たに

街へと還元する提案である。街に広がる水路によって中間領域が補完された住宅たちはそこに住む子供たちの

アクティビティーを生み出し、失ってきた物を再び生み出しながら、これからの子供たちの未来を稼いでいく。


