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本町筋の現状と展望

■全国のまちが共通して抱える課題に、ここ津島市も直面しています。人々は自動車を利
用し、駐車場の完備されたロードサイドに展開するチェーン店舗、大型店舗に集中してい
ます。駅前や駐車場のない商店街の活気は薄れ、かつてにぎわいを絶やさなかった本町筋
の姿も活気を失い、ここで行われてきた活発な経済活動は今やほとんど失われています。
■本町筋に観光客の活気みでなく、日常的な活気を取り戻すことを目指しています。

リアルなディスプレイとインターネットのディスプレイ

■キャビネットは敷地条件、既存の建物条件によって、最適な設置方法を決定します。
■現状の本町筋の古い街並みは完全に保存されておらず、駐車場や空地、現代住宅などが点在し、
連続した歴史のある町屋建築の風景は部分的な存在にとどまっています。キャビネットを本町筋に
効果的に点在させることで、街並みの空白部分を補完し、連続性を生み出します。

キャビネットの種類

■本町筋に面した住居、店舗複合キャビネットは、大きさの異なる賃貸キャ
ビネット建築が互いに離隔距離をとり、路地を形成するように配置します。
特徴的な間口が狭く奥行きが長い敷地の最奥部まで都市空間(本町筋)を導入
し、都市との接触面を拡大し、キャビネット建築のメリットを活かします。

住居 , 店舗複合キャビネット

キャビネット空間の大きさ

敷地：津島市本町２丁目３０
２階平面図 ３階平面図１階平面図

■敷地の状況、既存建物の状況によって空間の大きさを選択します。
■キャビネット建築は、既存の町屋と呼応する日本の伝統的な尺モジュー
ルと、一般流通材の柱、梁による在来軸組構法を採用します。建設コスト
を過度に高価なものにしないようにし、施工もしやすいようにします。

■キャビネットは都市空間側（本町筋側）にも、室内側（ギャラリ
ー、店舗）にも展開できるようにします。都市空間側は街ゆく人々
へ積極アピールでき、一方室内側は個性あるキャビネット空間全体
を個性豊かに表現できるようにします。

インターネットとの融合

■まちに点在するキャビネットのすべては、
インターネット上で管理されています。事前
にキャビネットの状況を調べておくことで、
ピンポイントで目的のキャビネットへたどり
つくことができます。
■どのようなキャビネットがどこにあるか、
誰が展示しているか、展示物の値段、キャビ
ネットの最近の状況、利用状況、キャビネッ
トの人気ランキングなどすべての情報が一覧
できるようになっています。リアルなものの
やりとり以外にもインターネットを利用した
コミュニケーションも可能にします。
■一度キャビネットで実物を見て、後からイ
ンターネット通販で購入することも可能にし
ます。

■キャビネットの棚は、①縦板固定横板可動　②横板固定縦板可動　③特
殊形状キャビネット の3種類のモジュールで建物に組込み、あらゆる展示
物のサイズに適応出来るキャビネットとします。

■津島市内で実家暮らし

の主婦がセカンドハウス

として住居,店舗付キャ

ビネットを賃貸する。1F

でネイルサロンを経営す

る。1Fのキャビネットは

他県の陶芸家にレンタル

し、運営を行う。

■来客,観光客用トイレ

■ベンチ

■定年退職した夫婦が東

京から実家のある津島市

内に引越し、実家の親を

介護しながら、一週間の

半分をここで過ごす。趣

味で長年培ったクラフト

技術を生かしてクラフト

教室を運営し、キャビネ

ットを利用し作品を展示

、販売する。

■津島市に住む造園家が

、趣味のクラフトを展示

販売している。

■東海地方を中心に店舗

を展開しているアパレル

企業のアンテナショップ

として活用。

■名古屋の専門学校に通

う学生。この場所で生活

をしながら創作活動を行

う。展示作品への観光客

からの評価を聞くことが

でき、創作活動の方向性

を探ることができる。

キャビネットの分類 Professional
プロフェッショナルキャビネット

0.2畳ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
0.5畳ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ １畳ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

屋外展示ﾀｲﾌﾟ

２畳ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
ギャラリー付

３畳ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
ギャラリー付

６畳ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
居室店舗付

8畳(1F)+8畳(2F)
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ  住居,店舗付

Amateur
アマチュアキャビネット

Name
Class

ﾄﾓﾐ A-101-01-08

ガルバリウム鋼板 平葺き
４寸勾配

￥2,000
愛知
名古屋

主婦
陶芸家

Pro

ﾏｻﾋﾛ A-205-02-06 sold-out
東京
武蔵野

学生
美術専攻

Amat

会社A C-108-10-05 ￥5,300
大阪
梅田

玩具ﾒｰｶｰbiz

ｱﾂｺ J-205-01307 ￥900
愛知
津島ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ

Amat

tuyoshi F-305-05-08 ￥12,000
海外
アメリカ

ﾌｧｯｼｮﾝ
ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

Pro

Job Adress Cabinet No Price

ものづくりに携わる専門家 趣味のものづくりを表現

Business
ビジネスキャビネット

Recycle
リサイクルキャビネット

キャビネットの商業利用 ものをリサイクル
画家
陶芸家
彫刻家
農家
ﾌｧｯｼｮﾝ

絵本作家
造園家
華道
書道
料理研究

主婦
シニア
学生
会社員
子供

企業
個人事業者
サークル
広告(見本展示)

●キャビネット
　所有者 ●津島市

●ツシマキャビネット

地主,建主

運営サポート

表現,販売,広告,
リサイクル

コミュニケーション,
リクエスト

￥賃貸料

￥売上
観賞,￥購入

￥販売手数料

誘致,
運営サポート

誘致,運営代理

代理運営
運営委託

津島市民,
名古屋など近隣の人々,
観光客

日本各地の人々,
世界各国の人々

●キャビネット
　発信者

●キャビネット
　受信者

■インターネットでは日本中、世界中のものを簡単にみることができ
ますが、それは、パソコン画面というデジタル媒体を通しての体験で
あり、リアルなものとは一線を画します。ツシマキャビネットによっ
て、人ともののリアルな出会いを実現する場を、津島本町筋につくる
ことで、この問題を解消します。
■インターネットの普及がさらに進むにつれて、リアルなものに触れ
る体験は、減少していき貴重になり、より価値を増していくことが想
像されます。

■キャビネットは、発信する人の職
業や目的によってある程度カテゴリ
ー化することで、キャビネットを特
徴づけます。
■キャビネットの点在する本町筋は
ものと出会うギャラリーのような、
常設のフリーマーケットのような、
目的のものを探す宝探しのような体
験を提供します。

「ツシマキャビネット」による本町筋の再生

ツシマキャビネット

本 町 筋

本 町 筋

本 町 筋 展 示 空 間

本 町 筋

本 町 筋

キャビネット断面図 Ｓ=1/30

Ｓ=1/100

本 町 筋

本 町 筋

北海道

ノルウェー

ブラジル

スペイン

タイ

インド

アメリカ

南アフリカ

東京
島根

鹿児島

■「ツシマキャビネット」という公共空間（本町筋）に隣接して建築する、小さな賃貸
展示空間を点在させることを提案します。このツシマキャビネットは津島の人々、日本
の人々、世界の人々が誰でも使用することができます。
■人が引越すのは困難ですが、宅配便が普及した現代は、物の引越は容易です。津島市
民だけではなく日本中、世界中のものづくりの創造力を少しづつ借りることで、このま
ちに新たな風を吹込み、津島全体をこの本町筋から創造性をはぐくむ町へ変えていくこ
とを望みます。

キャビネットの活用法

■キャビネットは、アートやオリジナルクラフトなどを表現する空間として、また、ものを売買す
る空間として、個人事業や会社の広告塔やリサイクルなどあらゆる方法での運営が可能です。
■キャビネット運営という、ものづくり、物流活動、経済活動によって、津島市全体をこの本町筋
から創造性をはぐくむ町へ変えていきます。

キャビネットが溶け込むまちへ

■本町筋を中心に配置したツシマキ
ャビネットの展開が、少しづつ、時
間をかけて浸透することで、本町筋
が創造力のあふれる美術館のような
、また、ものの売買による経済活動
がさかんな商店街のような、活気あ
る新たな都市空間としての価値が生
まれるのではないかと考えます。
■ツシマキャビネットはある程度の
人通りのある公共空間であればどの
ような場所でも存在価値を発揮しま
す。本町筋だけでなく、キャビネッ
トを津島市全体、また近隣の市町村
に波及させ、その相乗効果を期待し
ます。
■夜は点在するキャビネットの展示
用照明による優しい光が溢れ、伝統
的な町屋建築と融合した風景を形成
します。

津 島 本 町 筋 に 溢 れ る 灯 り

趣味のもの く
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△
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△道路境界線

■共用テーブル

■東京に住む隣のクラフ

ト教室夫婦の友人が借り

ているキャビネット。運

営を夫婦に委託し、クラ

フト作品を展示する。互

いの作風の違いを楽しむ

ことができる。

■大阪に住むアーティス

トが定期的にキャビネッ

ト空間と周辺の外部空間

を演出する。

FIX窓(防火ガラス)
UVカットフィルム張

可動仕切板:和紙張アクリル板

H1800

強化ガラス開き戸

LED照明LED照明LED照明

45×90

せっこうボード下地
シナ合板張OSUC

コンクリート直均しコンクリート直均し
防塵塗装クリア防塵塗装クリア

ベイマツ化粧梁
OS拭取

棚板:シナ合板棚板:シナ合板
OS拭取ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ仕上げOS拭取ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ仕上げ

H1300

H800

ENPTY
C class

B class

S class

A class

B class

■1階はキャビネット空間、アトリエ、店舗
などを想定しています。2階には居住空間が
あり、住込みでの運営ができるよう、最低限
の生活ができるようなしつらえとします。
■キャビネットは賃貸であるため、キャビネ
ットの見やすい高さによってS、A、B、Cの
４クラスに分類され、賃貸料金が決定されま
す。
■屋根は勾配屋根とし、本町筋側へは平入形
状とし街並みの連続性へ配慮します。敷地の
奥に行くに従って、分棟したそれぞれの建築
はキャビネット側へ屋根勾配をとり、庇が折
り重なるような外観を形成します。伝統的な
建築と現代の都市機能によって生まれた外観
が、新たな街並みを形成していきます。
■本町筋商業系用途地域が多いことや間口の
狭い敷地形状が多いため、外壁材は窯業系サ
イディングの上塗装仕上げ、一部に不燃木材
を使用します。

Ａ type　単独キャビネット（新築）
　■既存駐車場 , 空地 , 住宅の庭の一角への設置
　■修景効果により連続した街並みの復元

Ｂ type　増設キャビネット　（増築）
　■既存建物の一部にキャビネットを増設
　■修景効果により連続した街並みの復元

Ｃ type　リノベキャビネット　（改築）
　■既存建物の一角にキャビネットを設置する
　■伝統建築の外観を崩さずキャビネットを設置

Ｄ type　居室付キャビネット　（新築）
　■既存駐車場 , 空地 , 住宅の庭の一角への設置
　■住込みでの創作活動や小さな店舗経営が可能

Ｅ type　住居 , 店舗複合キャビネット　（新築）
　■キャビネット発信者、所有者、運営者が共同で利用
　■空地に新築する場合の設置例　※下図参照

Ｎ


