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■CONCEPT｜設計背景

・特産物の魅力

　土地と特産物のかかわりはとても大きい． より良い特産物があれば， その土地に住む理

由にもつながる． その中で特産物の魅力をさらに引き出すことができるものがあれば地域

の活性化につながる． 今回は建築によって特産物の魅力を引き出すことを考えた．

・ 梨農業と地域住民の関心

　千葉県白井市は梨が特産物である． 千葉県は日本一の梨生産県であり， 白井市がその

中で頂点である． 明治 30 年代から行われている梨の栽培は現代まで続き， 白井の梨は

ブランド品としての評価が定着している． しかし現在は地域住民の関心が低下しつつあり，

梨農家を辞めてしまう人もいる． このような現状を打開する方法を考えた．

■SITE｜敷地情報

・千葉ニュータウンと農地

　敷地は千葉ニュータウンの住宅街と梨農園の狭間を設定した． 桜台小中学校の裏側に

位置する場所である． 学校の裏側ということもあり， ニュータウンの住民が訪れることは少

ない． 住宅街に住む人々の新たな集いの場を農地側に作ることで， 人々の動きの流れを

の内側で生み出す．

・ 耕作放棄地

　前述したように梨農業の衰退や梨農家の高齢化に伴い， 耕作放棄地が増加している．

今回設定した敷地も耕作放棄地を利用して建てたコンビニの跡地と耕作放棄地を利用して

いる．

■PLANNING｜計画

・梨の魅力を伝える複合施設

　梨の販売， 教育をする建築を設計した． 販売はカフェや直売所によって加工したものや

採れたものをそのまま提供する． 教育は研修施設やキッチン， 宿泊施設を通じて子供や地

域住民， 観光客を対象として行う． 梨農業に関して教育するのはもちろんのこと， 梨の調

理方法も教育する．

・ 梨の木に包まれた建築

　敷地の中で建物が立っていないところには梨の木が植えてある． それによって， 梨の木

に包まれるように建物が建っているようになる． 梨の木と建物が隣接することにより， 様々

な角度から梨の成長を見守ることができる．

■SEASON｜季節

　季節の移り変わりにより， 梨農園の風景も変わる． その変化を楽し無ことのできる建築と

なっている．
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・春
　梨の木は春に白い花を咲かせる．この白い花が一面に広がっている光景を楽しめるように
カフェを配置した．カフェには4段階の階層があり，様々な視点から花見をすることができる．

・夏
　梨の収穫は7月から9月にかけて行われる．収穫した梨は客が購入した後すぐに2階にある
キッチンで調理することができる．新鮮な味を味わうことができる．

・秋
　白井市ではふるさと祭りという祭りが開催されている．ワイナリーの前に広場にかけてステ
ージが設置されているため，この場所でイベントを開催することが可能となっている．　

・冬
　梨マラソンという大会がある．敷地内にランニングコースを設けることでここでマラソン大会
を開催できるようになっている．

■周辺地図と敷地写真
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■農村体験ができる宿泊施設

　遠方からの客を受け入れ， 農村体験を提供する .

・ メゾネット式の宿舎

・共用のテラス

・一般利用可能な大浴場

　1 階が食事などの生活をするスペース， 2 階が寝

室となり， 1 グループ 1つの部屋が与えられる．

　宿泊客全員が共用で使うテラス． 雨天時にはここ

で BBQ などを行うこともできる．

　だれでも利用できる大浴場． 宿舎には浴室がな

いため， ここで入浴する．

■梨を味わえるカフェ
　この土地で採れた特産物を利用したカフェ． 梨の

コンポートやジャムなどを使用した料理を食べること

ができる．

・ 1.5， 2,5 階レベルのカフェ

　1.2m ほかの場所よりレベルが上がっている． 梨の

木を真横や上から見ることができるため， 花見に適

している．

・ 半地下のカフェ

　1.2m ほかの場所より下がっている． 目線が地面と

同じレベルになるため， 下から覗き込むように梨農

園を見ることができる．

・ キッズスペース

　少しレベルを上げ， 靴を脱いで遊べるスペースに

なっている．

・ 吹き抜けによる大空間

　吹き抜けにより， 広々としたカフェスペースとなっ

ている． 2 階部分は吹き抜けに面してカウンター席

が設置してある．

■直売所とコミュニティキッチン

　地域で採れた特産物の販売を行う拠点． 2 階にはコミュニティ

キッチンがあり， 地域住民のよりどころとなる．

・ お料理教室とキッチン

　地域住民向けにお料理教室を開催する． 梨の調理方法を教

えることで梨に対する関心を高める． また， 地域住民の集いの

場ともなる．

・ 半地下の直売所

　レベルが下がった階層に直売所がある． 広い空間を確保し，

地域の特産物を多く販売する．

・ 1.5 階テラス

　キッチンから出た位置は半地下部分の屋上テラスがある． 広い

スペースを確保してあるため， 休憩などで利用できる．

■梨を学ぶ研修施設
　梨について学ぶことができる研修施設． 近隣の小中学校の生

徒向けに農業に関する授業も行う．

・ 大空間のエントランスホール

　吹抜けを利用した開放的なエントランスホールになっている．

・ 読書スペース

　2 階は読書スペースとなっており , 落ち着いた空間で読書がで

きる． テラス席もあり， 気分に応じて場所を選ぶことができる．

・ 半地下の研修室

　半地下のレベルに研修室がある． 研修室は仕切りによって 2部

屋に分けることができ， 場合に応じて使い分けることができる．

■梨のワイナリー

　梨を使ってワインを作る醸造所． 新しい梨の利用方法を提案し， さらな

る梨農業の活性化を図る．

・ 隠れ家のバー

　半地下のレベルにバーがある． 昼間から営業しており , 梨のワインを飲

むことができる． 地面に潜った位置にあるため，隠れ家のようになっている．

・ 屋上庭園

　3 階レベルは屋上庭園となっており , この敷地内では最も高い位置にあ

る． 農園の景色を一望できる場所となっている．

・ 作業室と貯蔵庫

　作業室と貯蔵庫は高さが必要なため 2.5 階レベルまで吹き抜けになって

いる．

・ ギャラリー

　作業室の上の 2.5 階レベルにはギャラリーがある． 白井の梨の歴史に関

するものを展示したり， 小中学生が作ったものを展示できるスペースになっ

ている．

・ 見学室

　作業風景や貯蔵庫を見ることができる． 貯蔵庫の壁はガラス張りになって

いる．

■学童と広場
　近隣の小学生を対象した学童と， それに面した大きな広場がある． ここ

には果樹棚はなく開放的な空間で遊ぶことができる．

・ 学童

　吹き抜けを利用した広々とした学童になっている． 2 階と一体になってお

り , 遊べるスペースを多く確保した．

・ ステージ

　ワイナリーから広場にかけてステージがある． まつりやイベントの際にはこ

のスペースが利用できる．

・ 広場

　住宅街よりの位置に広場を配置することで立ち寄りやすくしている． だれ

でも利用できる公園のようなものである．
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A-A’ 断面図　S=1:100
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■断面図

　半地下， １階， 1.5 階， 2 階， 2.5 階の 5 つの階層がある． 果樹棚の高さとの関係性を持つことで， 同じカフェでも違った雰囲気を持つものになる．

　半地下は席に座ったときの目線が地面と同じレベルのなるように設定している． これによって地面から梨の木を見上げるような感覚を味わうことができ

る． そのほかにも梨の木と同じレベル， 少し高いところから見下ろすレベルなどが存在することによって， 違った雰囲気の空間を作り出すことができて

いる．

　1 階と 2 階の多くの個所を吹抜けでつなぐことで， それぞれのレベルが孤立してしまわないようにしている．

■建物をつなぐ道

　1 階レベルと 2 階レベルに建物同士をつなぐ道が存在する． それぞれの道は果樹棚のグリッドの上に重なるように配置されている． 1 階レベルの道

と 2 階レベルの道はそれぞれ交差して通っている．

　建物の 2 階に立った時， 足元に梨の木が広がっているように感じることができる造りになっているが， この道によってさらに梨の上を歩くという体験が

できるようになっている． 道の幅は 2m になっているため， 森の中の小道を歩いて進んでいるのと似た感覚になる．

　この道によって建物同士をつなぐことができているため， それぞれがバラバラになることなく配置することが可能となっている．

■立面図

　建物の周りには梨の木が立っているため， どの角度から建物を見ても梨の木も同時に見える． 1 階から建物を見たときは木の中に建物が潜んでい

るかのように見える． また， 2 階からたてものをみたときは， 梨農園の中から建物が生えているように見える． 2 階から建物を眺めたとき， 建物が乱

立しているかのように見えることで， 景観を楽しむ要素を増やすことができている．

■屋根形状

　屋根は方形屋根になっている． 様々な方向から建物を見ることができるため， あらゆる方向から美しく見える形状を模索した結果， 方形屋根にた

どり着いた． 梨の木から生えている様子や， 2 階レベルからの景色が美しく見えるようになっている ．
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