
   

「グリーライン下北沢」へのご案内 
２０１１・１２・０４  高橋ユリカ  

夢をつむぐ公共空間 みんなで結ぶグリーンライン 



街がおおきく変わるとき 

• 小田急線地下化工事が進んでいます。 

• 地下化によって都心には稀有な鉄道上部（あとち）が下北沢
を中心に２，２キロにわたって創出されます。 

 



 

 

幅３０メートル、約２キロに空地が 



ハーバード大学の学生による新しい交通ネットワークの可能性の検討 

 

２００５年 ハーバード大学大学院デザインスクールが下北沢で演習 
  

 

まちが大きく変わることについて様々な検討がされていました 

     （下北沢フォーラム にて発表） 

都市計画として世界的に注目されている 
小田急線上部利用のゆくえと下北沢界隈 



イメージパース 

ハーバード大学デザインスクール、 

ピーター・ロウ教授スタジオ大学院生案 



イメージパース 

ハーバード大学デザインスクール 

ピーター・ロウ教授スタジオ大学院生案 

さまざまなあり方を学生たちが見せてくれました 



慶應義塾大学院生案 



２００５年９月   ブラジルの都市プランナーで元クリチバ市長の
ジャイメ・レルネル氏（世界建築家協会・元会長）が下北沢を訪問 



文化施設の屋根を緑化し、線状公園して利用する 

                      ブラジルの元クリチバ市長のジャイメ・レルネル氏の提案 

 

        

元クリチバ市長のジャイメ・レルネル氏の提案 



ジャイメ・レルネル案 

 さまざまな可能性を見て、地元市民として考えていく必要性を痛感商
業モールのイメージ 

                       

 

        



 

 
                

    

• 「小田急線跡地を考える会」 ＝ 「あとちの会」とは                     

  

 「あとち」の利用法や沿線エリアのありかたについて、市民の立場から 

 専門家と共に考えようと、２００７年秋より始めた準備会を経て、０８年１月に発足。 

  

 夢のある「まちづくり」を目指し、行政や鉄道事業者へ向けての提案、 

 その実現に向けての活動が大きな目的として、セミナーやワークショップを開催。 

  

 



「あとちの会」がこれまでやってきたこと 

２００８年１月   あとちの会発足 ２月、３月と３回連続セミナー開催   

  世田谷区担当者の方の説明から始まりました。 

２００８年５・６月  「あとちに夢を提案２回連続セミナー」     

「あとち利用７原則」をつくりました。  

２００８年８月  「あとち利用を考える学生シャレットワークショップ」 を後援しました 

•  世田谷区が市民案を公募 ～ 皆さんからの応募へ向けてＰＲを展開 

２００８年１０月  市民案提案ワークショップ ⇒ 区公募に応募 （１０月締め切り） 

２００９年１月 世田谷区市民案検討委員会のヒアリングに参加  

２００９年２月  あとち応募案 勉強会 ＋ヒアリング報告会 

２００９年１０月 駅舎・上部利用検討中間報告案にパブリックコメント  

２００９年１０・１１・１２月  駅前広場・あとち利用 連続セミナー 

  小田急線に沿ってまち歩きの会など。 

２０１０年 世田谷区から発表された小田急駅舎案 検討会 パブリックコメント 

２０１０年 １１月 世田谷区より市民案検討委員会案発表（上部利用通信 Ｎｏ．５) 

２０１１年  ２月 世田谷区案発表。（上部利用通信 Ｎｏ．６） 

 ３月１１日にパブリックコメント検討のためのセミナーを企画。大震災で中止したが、
パブリックコメントは１８日に提出。 

    

 



第1回 セミナー（1月26日） 

０８年１月２３日オープニングセミナー 
３回連続セミナー 第１回 



第３回 連続セミナー ３月３０日 



 

下北沢シャレットワークショップ（２００８．８）） 



８月２３日 （土）ワークショップ成果発表会＋シンポジウム  
     北沢タウンホール１１階６：１５～ 







工事中は、こんな風景が続くのですね (目黒線あとち見学） 



西小山駅ビル武蔵小山寄りからから見下ろしたら自転車の 
行列が見えました。地下化を希望しています。 











２０１１・３・１１ 未曾有の被害となった 
東日本大震災と原発事故を経て 

• 世田谷区では保坂さんが立候補を決意、新区長の誕生。 

• 都内でも、大震災があったときにどうするかが大きな課

題に。 

• 下北沢では、３・１１当日、駅周辺に人があふれ、改め

て広場が必要なことが痛感されるなど、これまでの上部

利用についても世田谷区案の見直しを保坂区長が指示。 

 

世田谷区として  

⇒ ９月小田急線上部利用オープンハウス開催 

⇒ １１月 「沿線まち歩き」ワークショップを開催 

 来年度以降  「連続立体交差事業協議会」へ提案、 

 関係機関との協議、上部利用計画決定（予定） 

 

 

 

 

 

 



 

７月  グリーンライン下北沢 誕生！ 



 
• 日本庭園にある連続した景観づくりの作法 

• 周りの環境からの借景・景観づくり 

• アートを使ったパブリックスペースづくり 

• 「言葉」を記録するワークショップの提案 

 

 

井上洋司（背景計画研究所） 



横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院教授 中村文彦 

 

明治大学理工学部 建築学科教授 小林正美 

 

（木） 時間：１９：００～ 



中心地区のかたちをかえたフライブルク（独） 
 外周道路沿いに駐車場（フリンジパーキング） 

 内部は日中は歩行者専用地区に 
 一部は公共交通共用（トランジットモール） 

フライブルク市役所提供 

中村先生 
PPTより 



都市交通戦略の勘所！ 

• 都市づくりの目標達成に明確につながっていること。 
– サステナブルな都市（環境、経済、社会）の実現 

• 関連主体と実現プロセスが明示されていること。 

• ロードマップがあること。   何をどの順序でどうしていくのか   

 ①バスのあり方 ②交通結節点の機能 ③駅前広場の設計を決めていく 

• つくりっぱなしではないこと。 
– 施設整備が目的化しない。 

• 各交通手段、各交通施設の現状診断に基づいての対応を
考えていること。 
– 徒歩、自転車、バイク、バス、軌道系 

– 駅前広場、バスターミナル、駐車場 

• 不確実性への対応の仕組みが用意されていること。 
– ３種類の不確実性 ： 周辺環境、関連他主体意思決定、価値観 

中村先生 
PPTより 



4/29, 2009 

小林先生 
PPTより 

姫路では、さまざまな提案があった駅前広場について 

シャレットワークショップなどをやりながら合意形成へ向かった 



小林先生 
PPTより 



34 

基本コンセプト： 
 城を望み、時を感じ人が交流するおもてなし広場 

ﾚｲｱｳﾄ案１ ﾚｲｱｳﾄ案２ ﾚｲｱｳﾄ案３ 

一般車 東 側・西 側 東 側・西 側 東 側・西 側 

ﾀｸｼｰ 
ｻﾝｸﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ上

部 
ｻﾝｸﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ北

側 
西 側 

ﾊﾞ ｽ 西 側 西 側 西 側 

広 場 
中央ｺﾝｺｰｽ前 
ｻﾝｸﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ北

側 
中央ｺﾝｺｰｽ前 

ｻﾝｸﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ北
側 

【最終的に3案に絞られ、市長の決断を・・・】 

姫路市当初案から、 

「大手前通りのトランジットモール化」と 

「12街区を駅前広場に含めること」は変更されて・・・ 

小林先生 
PPTより 
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基本コンセプト： 
 城を望み、時を感じ人が交流するおもてなし広場 

【専門家ワークショップからの提言】 

７月１９日（日）イーグレ姫路１階アトリウムにて開催 

小林先生 
PPTより 



ニューヨーク《ハイライン》レポート 

～みんなで夢を紡いだパブリック・スペース～ 

  
 グリーンライン下北沢 連続セミナー第１回   

２０１１・１０・３０     

 

          高橋ユリカ 

   （グリーンライン下北沢/ ライター） 
     



 



 

全長１．５マイル＝約 ２．４キロ  

ただし、第３工区（０，８キロは未定） 
第１期＋２期＝約１．６キロ  

第３期 



 

２．２キロ＝約１．３７マイル 

実質的には、２キロ弱 



 １ 

Hudson River 

 

ハドソン川 

Access 出入り口階段マップ 
 

ハイラインは、車いす完全対応です  

14th Street (elevator access)  

 

30th Street (elevator access) 

28th Street  

 

16th Street (elevator access) 

18th Street  

 

20th Street  

26th Street  

 

23rd Street (elevator 

access)  



 



 

オープンした６月には、週末だ
けで１０万人が訪れた 







 



 



 



 

線路を使ったおしゃれな 

トロッコ風ベンチ 



 



 



 



 

West 15th Street   



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

終点、降りたところには 

ローラースケート場。   

日本企業のユニクロ提供。 



 



ハイラインの誕生には・・・ 

 １９３４年 高架鉄道が開通。直接、工場の建物に入って牛
乳、肉などを運びこんだ。 

 １９８０年  列車の運行が中止へ。 

 １９９９年  ヨシュア・デイビッドとロバート・ハモンドが、ハイ
ライン撤去の説明会で出会う。二人は撤去せず公園のよう
にできたら素敵だと思っていたが、パリの高架鉄道跡地の 

 「プロムナード」を見て実現可能と確信。パブリック・オープン
スペースにすることを主唱して「ハイライン友の会」を創設。 

 でも、ボロボロの鉄道跡地に人々は「できっこない！」と 

 ２００１年～０２年 二人は賛同者を増やし、ハイラインを保
存再生して利用しようという運動への枠組みが作られること
になった。 

 



 

 

パリ東部郊外、バスティーユとヴァンセンヌへの鉄道
が地下鉄の開通により、廃線になった高架鉄道の跡
地、パリ市都市計画局は、プロムナードに 
 



０２年にＮＹ市長がマイケル・ブルームバーグになって 

ハイライン公園化実現に向けて大きくうごいていった 

 ２００３年１～７月 行政に任せていて出来る普通の公園では
面白くないと、ハイライン再利用のアイデアを競うオープンコ
ンペを開催。 

 ３６カ国７２０人の応募者があり、数百のプランをグランド・セ
ントラル・ステーションに展示。この会をきっかけに、ニューヨ
ーク市から予算が１５．７５ミリオンドルの予算がついた。 ⇒ 
市民のもりあがりがあってこそ！ 

 ２００４年３月  ハイライン友の会とニューヨーク市が一緒に
デザインチームの選択をすることになり、夏にはコンペの開
催。５２チームから決定 

 ２００５年４月 ＮＹ近代美術館（ＭｏＭＡ）で 基本デザインの
展示会 
 

 



２００６年取材 



２００８年取材 



 

ハイライン友の会のセミナーなどに利用される元工場の建物。 



 



季節に応じてさまざまなイベントを開催。 

地域の人たちが集い楽しむ場になって。 

夏には、ライブミュージッ
クでのダンスパーティ。 

 

秋には、みんなで温かい 

スープを食する会を長い 

長い特製テーブルで。 



 

案内をして下さった、ハイラインの近所に住んでいるボランティアのケンとアビー。 



まちづくり・建築 
ワークショップ 
セミナー／勉強会 
シンポジウムなど 

    アート 
         カルチャー系  
アート・カルチャーイベント 
ピクニッククラブなど 
 

デザインチーム 
トータルデザイン  
ＷＥＢ／チラシ 
ソーシャルメディア 

みんな 
 できること 
   関心ある 
 こと 

     

 

グリーン系  
苗木の植樹 
農地利用など 

 


