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「グリーンライン下北沢」は、都内に稀有な 2.2 キロにわたる小田急線地下化後の上部利

用の計画や運営などを市民と専門家が協働して行政に提案し、実現を目指して設立された。

今回の活動では、専門家による連続セミナー、地元ステ－クホルダー＋区長らとのシンポジ

ウム、市民によるワークショップ、グループ提案を経て、「グリーン」の理念とヴィジョン

が確認され、シャレットワークショップにより、世田谷区へのヴィジュアルな提案書がまと

められた。 

7 グリーンライン下北沢 

活動 

名称 

行政・鉄道事業者・商店街・市民との連携による鉄道地下化により創出され

る都心部の貴重な公共空間（グリーンライン）の計画・活用方法の検討及び

グリーンラインの使い手・まちづくりの担い手発掘・育成事業 

活動 

地域 

東京都世田谷区（小田急線世田谷代

田駅～東北沢駅間周辺） 

活動 

分野 

①建築デザイン、まちの景観向上、

建築資産の活用等に関する活動

（目標イメージの具体化/景観

等のルールづくり） 

 

 

 

 

 

 

 

１．活動の背景と目的    

平成 25 年度以降に完了予定の小田急線連続立体交差事業及び複々線化事業に伴う鉄道地

下化工事により、３駅（東北沢駅－下北沢駅－世田谷代田駅）区間の「上部利用」（鉄道敷地

の跡地）の空間デザイン及びマネジメント（維持管理・運営）体制について、これまで行政・

住民と共に、協議、勉強、啓発などを行ってきた。 

本事業では、これまで行政・鉄道事業者が計画を進めてきた「上部利用計画」を、空間デ

ザイン及びマネジメント（維持管理・活用）を検討したオルタナティブ案「グリーンライン

計画」を、行政・鉄道事業者・商店街・市民と連携により提案し、その事業の使い手・担い

手を育成することを目的する。 

 

図１．対象地域の位置 

 

 

図２．対象範囲（小田急線線路）の現況 
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２．活動内容 

（1）活動の概要と手順 

本活動は、小田急線連続立体交差事業等による鉄道地下化に伴う線路あと地（グリーンラ

イン）を対象に、その公共空間のデザイン及びマネジメント（維持管理・運営）を検討した

オルタナティブ案（グリーンライン計画）を、市民と専門家が協働しながら、行政、商店街

との連携により提案し、また、そのプロセスと並行して、将来のグリーンラインの使い手や

まちづくり担い手を育成するものである。 

具体的には、グリーンライン計画に向けて、①「専門家による連続セミナーの開催」によ

り、専門的課題の把握や他の事例から学び、その解決策を検討する。 

次に、②「シンポジウムの開催による行政・商店街・市民のラウンドテーブルの実現とグ

リーンラインのビジョンの共有」を目指し、パネルディスカッションで、各々の立場のグリ

ーンラインやまちづくりの意見を確認し、今後のグリーンラインのビジョンの共有を行う。 

それらを踏まえ、③「まちづくり担い手＋学生デザインワークショップによる「上部利用

計画」のオルタナティブ案（グリーンライン計画）の提案」により、グリーンラインのオル

タナティブ案を作成し、それを元に市民、専門家、行政、商店街とディスカッションを行い、

今後の「上部利用計画」やその後の管理運営についての可能性とビジョンを共有する。 

これらのほか、④「『グリーンライン利用社会実験』を通じた将来の使い手・担い手発掘及

びネットワークの構築」を試み、予定外だった「フォローアップ・ワークショップ」やそれ

に続く市民からの「グループ提案募集～つまらないシモキタ、ヤダ」を実施した。むしろ、

これらを実施したことが将来の使い手や市民側のまちづくり担い手の発掘とつながり、具体

的なネットワークが構築されることになった。これらに、参加した若手まちづくり担い手サ

ポーターの活躍は、今回の収穫である。 

以下に活動のプロセスを示す（図３）。 

 

図３．担い手事業活動プロセス 
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（2）活動内容 

日本にはまだ例の少ない鉄道あとち活用事例。都市計画や連続立体交差事業等の専門的な

問題も多い。そこで、専門家による連続セミナー「みんなでつくるグリーンラインと下北沢」

では、上記の専門的課題を市民や商店街、行政等と共に専門家から学び、「上部利用計画」に

関する様々な専門的知恵や好例な事例を持ち寄って、「上部利用計画」の可能性や実現性ある

アイデアなどの意見交換を行う。専門家のテーマはランドスケープ、交通計画、公共空間活

用を設定した。 

また、連続セミナーの広報として、ホームページやメールマガジンのほか、チラシ（図４）

を「上部利用計画」対象範囲（小田急線東北沢駅～世田谷代田駅沿線）及び周辺地域にポス

ティング配布をした（28,000 部）。 

 

図４．連続セミナーのチラシ 

  

 

【第１回セミナー10 月 30 日開催 テーマ：ランドスケープ 活動①】 

第１回セミナーは、ランドスケープをテーマに、「みんなでつくるグリーンライン～2.2 キ

ロのランドスケープを考える～」として、派遣専門家の井上洋司氏（背景計画研究所）を招

き、連続性ある空間を創るための方法は、日本庭園の借景の考え方などの様々な手法を応用

することが可能であることや、街並みのなかでの連続性の再生、借景としての自然との連続

性など、下北沢エリアに応用できそうな興味深い話や全体のランドスケープの考え方を解説

してもらった。 

また、「ニューヨーク、高架鉄道あとちが公園になった！ハイライン・レポート」として、

米国高架鉄道廃線公園化事例・ハイラインの報告を高橋ユリカ（当団体代表）が行った。連

続性と景観、鉄道跡地であることや自生する植物などにも配慮した植生など、魅力あふれる

姿と、そこに至るプロセスには、未来への夢があったと報告した。 

その後のディスカッションでは、園芸のボランティアをされている方からの運営面での課

題などの意見が出た。保坂世田谷区長も飛び入りで参加した。会場は熱気あふれる議論の場

となって多くの方が発言をされた。 

セミナー１の詳細な報告はＨＰに掲載している。 

（http://www.greenline-shimokitazawa.org/GLS-process01.html） 



 4

写真１．セミナー１講師：井上洋司氏  写真２．セミナー１：ディスカッション 

  

 

 

【第２回セミナー11 月 10 日開催 テーマ：交通計画 活動①】 

第２回は、都市交通計画をテーマに、中村文彦氏（横浜国立大学教授）を招き、海外の事

例として、街の中心部に車を入れないようになったことでゆったりと市民が集うドイツ・フ

ランクフルトの紹介など、都市交通計画においての世界の潮流を解説していただいた。また、

以下のような「都市交通戦略の勘所！」など交通政策の基本をわかりやすく解説いただいた。 

・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がわかる。 

・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」 

そのほか、ディスカッションでは、歩行者が多く、路地空間の多い下北沢駅周辺では、荷

捌きの車や放置自転車の課題などもあがった。 

セミナー２の詳細な報告はＨＰに掲載している。 

（http://www.greenline-shimokitazawa.org/GLS-process01007.html） 

 

写真３．セミナー２講師：中村文彦氏（右）   写真４．セミナー２の様子 
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【第３回セミナー12 月４日開催 テーマ：公共空間 活動①】 

第３回は、公共空間をテーマに、太田浩史氏（東京大学生産技術研究所講師／東京ピクニ

ッククラブ）、吉見俊哉氏（東京大学教授）を講師として迎え、公共空間論のレクチャーをし

ていただいた。太田先生からは、「公共空間の楽しみ、世田谷・下北沢のシビックプライド」

というテーマで、都市観光の流れもあって都市の個性を豊かに魅力あるまち、公共空間づく

りを世界の都市が競っている現状を報告していただいた。その時の重要なキーワードとして、

「シビック・プライド」があげられた。「シビック・プライド」とは、移住してくる人たちも

含めて、自分たちのまちに誇りをもって、暮らしやすい、楽しいまちを創っていこうという

ムーブメントのことである。 

しかし、世田谷区内にあるいくつかの事例は、そうした世界的な事例にひけを取らないと

のことで、この界隈にも 1979 年にできた「羽根木プレーパーク」や、暗渠をはがして人工せ

せらぎを流した北沢川緑道などがあり、「グリーンライン」はそれに続くものになっていくだ

ろうと、期待の言葉が語られた。 

吉見先生には、「グリーンラインから見える日本、市民が行政と提案する下北沢」というテ

ーマで、東大駒場キャンパスから、羽根木公園までぐるり環になる緑の回廊があると説明が

あり、少し弓なりになった小田急線の形状は、少々形を変えて日本列島に重なり、下北沢の

場所は日本列島の東北にあたるという発見！を披露してもらった。「だからこそ、東北とも連

携し、下北沢がどうなっていくのか、全国に、世界に発信していける」と世界への情報発信

の必要性のコメントをもらった。 

セミナー３の詳細な報告はＨＰに掲載している。 

（http://www.greenline-shimokitazawa.org/GLS-process01009.html） 

写真５．セミナー３講師：太田浩史氏 写真６．セミナー３講師：吉見俊哉氏 

  
【シンポジウム 12 月 4 日開催 活動②】 

第３回セミナーと同日、12 月４日にシンポジウムを開催し、世田谷区長・商店街・市民等

のステークホルダーが集まり、パネルディスカッションなどで意見交換を行い、「上部利用計

画」の検証や各々の立場からの意見・ビジョンを共有し、同時に「上部利用計画」について

市民が一緒に参加していくことや運営時の協力体制の重要性を確認した。パネリストとして、

吉見俊哉（東京大学大学院情報学環教授）、太田浩史（東京大学生産技術研究所講師／東京ピ

クニッククラブ）、吉田圀吉（下北沢南口商店街振興組合理事長）、柏雅康（しもきた商店街

振興組合理事長）、渡辺明男（おやじネット下北沢代表）、首藤万千子（羽根木公園プレイパ

ーク世話人）、保坂展人（世田谷区長）を招いた。保坂区長からは、震災後の防災の視点の再

認識、人間優先の視点を強化した「上部利用計画」を地域一体でまとめていく地元の機運の

必要性が説かれた。 

シンポジウムの詳細な報告はＨＰに掲載している。 

（http://www.greenline-shimokitazawa.org/GLS-process01009.html） 
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図５．シンポジウムのチラシ 

  
 

 

 

写真７．パネルディスカッション 写真８．世田谷区長のコメント 

  
 

【くれよんワークショップ 12 月 4 日・セミナーと同時開催 活動④】 

12 月 4日のシンポジウムがたまたま小学校体育館を会場として開催されることになったこ

ともあり、一方で、子供達を対象としたくれよんワークショップを開催した。地図の上に、

子供たちが折り紙やくれよんなどで将来のグリーンラインを子供たちが描いた。 

 

写真９．くれよんワークショップ 写真 10．くれよんワークショップ成果 

   
 

【フォローアップワークショップ 12 月 18 日開催 活動④】 

３回の連続セミナー及びシンポジウムで情報を共有後、当初は予定していなかったが、12

月 18 日に、市民で意見を出し合うフォローアップワークショップを行い、グリーンライン計

画について１）アート、２）緑、３）交通、４）福祉などのテーマに分かれ、アイデア出し

を行った。グリーンライン下北沢としては初の試みであったが、様々な議論が活発に行われ、
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大変に有意義な試みであり、次のシャレットワークショップで「市民のおもいをかたちへ」

という作業へとつながった。 

フォローアップ・ワークショップの詳細な報告はＨＰに掲載している。 

（http://www.greenline-shimokitazawa.org/GLS-process01012.html） 

 

図６．フォローアップワークショップのチラシ 

 
写真 12．フォローアップワークショップ 写真 13．フォローアップワークショップ発表 

  
 

写真 14．WS 成果（緑・園芸・水） 写真 15．WS 成果（アート・文化・商業） 

  
 

写真 16．WS 成果（防災・交通） 写真 17．WS 成果（子供・高齢者・福祉） 
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【アイデア募集によるグループ提案 1 月 16 日締切 活動④】 

12 月という忙しい時期に、フォローアップ・ワークショップを開催し、参加できなかった

市民の意見を集める方法として、急ではあったが、1 月 16 日締切でグリーンラインの計画に

ついてアイデア募集を行い、16 提案が集まった。これらを③のシャレットワークショップの

「市民から意見を伝える会」で発表し、シャレットワークショップの提案に反映させた。  

アイデア募集によるグループ提案の詳細はＨＰに掲載している。 

募集要項、資料（http://www.greenline-shimokitazawa.org/GLS-process01010.html） 

グループ提案一覧（http://www.greenline-shimokitazawa.org/GLS-process01013.html） 

 

図７．アイデア募集によるグループ提案のチラシ 

  
図８．応募のあったグループ提案の一例 

 
 

「くれよんワークショップ」「フォローアップ・ワークショップ」、「グループ提案」の応募

要項づくりなど、いろいろと新しい試みも含め、若手担い手参加者の活躍が大きく、大変に

力になった。 

 

【まちづくり担い手＋学生デザインワークショップによる提案 1/19-22 開催 活動③】 

2012 年 1 月 19 日～22 日に「小田急線あと地を考えるシャレットワークショップ２～2.2km

の連続した公共空間のデザインを考える～」を開催し、学生及び若手まちづくり担い手を公

募し、オルタナティブ案の提案を行った。 

まち歩きによって、客観的にまちを把握し、グループ発表で一度整理を行う。「市民から意

見を伝える会」では、活動④の 12 月 18 日に行った「フォローアップワークショップ」の成

果や 1 月 16 日の「アイデア募集によるグループ提案」の市民からの意見が発表された。 

ここでは初めて「グループ提案」をした市民が一堂に集まり、学生と一緒に互いに意見を
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聞く場となったが、大変な盛り上がりがあり、シャレットワークショップの開催がこうした

場の設定とつながり大きな意義があったといえよう。地元市民の提案は、大変に具体的、か

つ有意なものが多く、学生たちへの大きな刺激となった。 

シャレットワークショップの詳細な報告はＨＰに掲載している。 

（http://www.greenline-shimokitazawa.org/GLS-process01017.html） 

 

図８．シャレットワークショップチラシ 

 
 

 

写真 18．グループ発表       写真 19．市民から意見を伝える会 

  
 

20 日は、レクチャー（しもきた商店街振興組合）⇒グループ作業⇒グループ発表・講評⇒

グループ作業という流れで行った。 

レクチャーでは、地元商店街の抱える課題や「上部利用計画」に対する期待と不安を説明

してもらった。グループ作業では、詳細なまち歩き調査や提案テーマの整理を行い、それを

グループ発表し、講評を受け、ディスカッションを行う。このフィードバックサイクルを繰

り返す。具体的に平面プランなどに使い方のゾーニングや緊急時の避難経路等のスタディを

行った。 
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写真 20．グループ作業（２日目）  写真 21．グループ発表（２日目） 

  
 

21 日のグループ作業では、空間の具体的なイメージなどをスケッチやＣＧなどで表現しな

がらディスカッションを行い、提案の成果イメージを作り始め、２２日夜の発表ぎりぎりま

で作業は続けられた。 

 

写真 22．グループ作業（３日目） 写真 23．グループ発表（３日目） 

  
 

22 日夜には、「作業成果発表および市民意見交換会」が開催された。第１部では、予定さ

れていなかったが、19 日に開催された「市民グループからの提案」が大変に盛り上がったこ

ともあり、再度の発表が行われ、将来の担い手となる方たちの意気が高まった。第２部では、

学生たちの作業成果がグループ毎に提案として発表され、市民たちから喝さいを受けた。会

場には、区長、副区長、担当課長らも出席。世田谷区案に向けた可能性としての議論も行わ

れ、学生、市民、区長らの交流は意義深いものとなった。 

写真 24．グループ作業（４日目） 写真 25．最終発表会＋意見交換会 
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図９．シャレットワークショップの提案（左：コンセプト、右：提案） 

  
 

【提言書を世田谷区に提出 ２月７日】 

「フォローアップワークショップ」や「アイデア募集によるグループ提案」を反映させた

シャレットワークショップの提案をとりまとめ、２月７日に提言書「世界に発信できるグリ

ーンライン－下北沢に２.２Km のエコロジカルパークを！－『線路のあとちを、地域の宝

に！』」を保坂展人世田谷区長に提出した（図 10～13）。 

提言書の提出は、詳細な報告はＨＰに掲載している。 

（www.greenline-shimokitazawa.org/GLS-process01018.html） 

 

写真 26．世田谷区長への提言書提出 

 
 

 

提言書には、以下の８つのビジョンが記載されている。 

世界に発信できるグリーンライン―下北沢に２.２Km のエコロジカルパークを！ 

「線路のあとちを、地域の宝に！」 

 

「グリーン」とは、そもそも自然、植物を意味しますが、「緑＝グリーン」の言葉がもつ

広がりある理念を意味し、 人と自然がつながり、人と人がつながるコミュニティを育む場

となること、多様な人々が自らの場として、みんなで作り、みんなで使うという「市民参加」

のプロセスを大事しながら、可変性の高い空間を８つのヴィジョンに基づいて創りあげてい

きたいと願っています。 

 

グリーンラインが目指す８つのビジョン 

１．安心・安全・防災に配慮した地域全体の「連続性」 

２．地域独自の歴史、文化や界隈の特色を生かした空間 

３．いのちを守り地域を育む、連続した緑のランドスケープ 

４．あらゆる人々が楽しめるユニバーサル・デザインで施設と情報を提供 

５．まちとつながり楽しく歩ける回遊空間 

６．「鉄道の記憶」「駅前市場の DNA」は歴史を引継ぐキーワード 

７．次の世代に引継ぐ魅力ある公共空間を創造し、守り育てる 

８．持続可能（サステイナブル）なまちを支えるエコロジカルパーク 
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図 10．提言書表紙      図 11.提言書：基本コンセプト 

  
図 12．提言書：使われ方のイメージ 

 
図 13．提言書：提案イメージ 

 
【将来の使い手・担い手発掘及びネットワークの構築 活動④】 

「グリーンライン利用社会実験」を通じて、将来の「グリーンライン」の維持管理及び活

用する若い担い手の発掘及びネットワーク体制の構築を図るという試みについては、前述し

たように、別のワークショップなどに実施があり、深めることはできなかったものの、10 月

８日に「小田急電鉄操車場車庫上にある喜多見ふれあい広場」で、グリーンラインの使い方・

利用方法を実験的に試行した。参加した若い担い手らによって、チラシ、ホームページ、パ

ンフレットなどの成果物の制作を協働で行うことができた。 

そのほか、シャレットワークショップの提案を世田谷区に提言書としてまとめ、それらを

パンフレット（500 部印刷）とし、セミナーやワークショップ等の本活動に参加してもらっ

た行政、市民、商店街等に配布した。 
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３．事後評価 

（1）事業の効果 

連続セミナーは、団体メンバーだけでなく、行政、市民、商店街等が共に専門家から学び、

専門的課題に対する共通認識を持ったことは、多主体が連携して活動していく上で、ネット

ワークを構築しやすくなると考えられる。また、連続セミナーのチラシをポスティング配布

（28,000 部）したことで、セミナーにはこれまでの活動とは異なる住民の方がきたことは、

広報の活動効果が見られた。 

シンポジウムでは、行政、商店街、市民、NPO など、様々な団体のメンバーが一堂に会し、

市民公開の場でそれぞれの立場から意見を述べることで、他の団体の考えや認識を確認でき、

同時に将来のまちづくりの方向性を共有することができる、貴重な機会となった。 

シャレットワークショップでは、これまで市民から出されていた意見やアイデアをスケッ

チや地図、ダイアグラムなどのビジュアルな表現でかたちにしてまとめることで、具体的な

空間のイメージを共有することができたことは大きな収穫だった。 

将来の使い手・担い手発掘及びネットワークの構築では、専門家としての担い手たちの支

援により「くれよんワークショップ」や「フォローアップワークショップ」、「アイデア募集

によるグループ提案」など当初予定をしていなかった企画の遂行が可能となり、それによっ

て、地元での将来の使い手・担い手が具体的に発掘されたことは特筆に値することであった。 

 

（2）目的の達成状況 

本事業は、2011 年２月に提示された「上部利用計画世田谷区・素案」に対して、「オルタ

ナティブ案「グリーンライン計画」を、行政・鉄道事業者・商店街・市民と連携により提案

し、その事業の使い手・担い手を育成する」ことが目的であった。今回の活動を通して、提

言書・提案書などが作成され、また、若手の担い手・専門家たちの活躍により、地域での使

い手・担い手の発掘がされ、その目的は概ね達成できたと言える。 

しかし、当初、計画されていた鉄道事業者との連携は、区側の事情もあり体制が整わず、

その活動には至らなかった。 

 

４．今後の課題 

前述のように、連携体制として、鉄道事業者と連携した組織体制の構築が課題である。 

また、来街者の多い下北沢駅周辺では、ステークボルダーとして、主体となり得ない来街

者の意見を聞く方法を模索している。 

 

５．今後の展開 

本活動で構築した連携体制をより強固なものとし、鉄道事業者とも連携体制の構築を目指

していく。 

本活動でネットワークを構築した、将来のグリーンラインの使い手・まちづくり担い手と、

今後グリーンラインの将来的なマネジメント（管理運営）まで見据えた具体的なプロジェク

トチームの立上げを検討している。 
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■団体概要・担当者名 

団体設立時期 平成 23 年６月 

代表者名 高橋ユリカ 

連絡先担当者名 泉山塁威 

連絡先 
住所 〒155-0032 東京都世田谷区代沢２－２２－７ 

電話 050-3521-8521 

ホームページ http://www.greenline-shimokitazawa.org/ 

 


