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釜石活性化支援提案
防犯灯・街路灯の整備に向けての

照明社会実験の提案

釜石活性化へのアックション

照明実験の実施提案
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照明社会実験の提案

現在、復興、復旧計画が進められている中で、津波被害に対する対応が急がれています。

その中で、高台避難への誘導は第一に考慮する必要があると思われます。

特に夜間の高台避難の確保は地域住民にとって、最も安心できる要素となります。。

そこで、釜石市内において数カ所を設定して、照明社会実験を行う事を目指します。

同時に地域のその他の安全性、安心感、夜間の景観を提案します。

仮設店舗うーの！での照明実験。白色の FL を一部電球色に変更。また、角の FL を消灯して暗闇を無くす照明手法を行った。

仮宝来館にて行った実験

「かまいし夢あかり」と題して

宝来館に人気を感じる光、

暗闇を無くす光、

裏山に通じる階段を照らす光、

を実験的に作った。

地域住民の方々は

「宝来館に人がいる」

「なんか暖かい感じ」などの

意見が多かった。

照明環境の考え方

照明環境は今までのJIS 基準から釜石に必要とされる性能照明計画を進めます。

A1：高台避難の誘導

A2：交通安全の確保

A3：防犯性の確保

基本的な照明性能設計を受けて計画を進めると同時に次の項目も考慮します。

B:釜石にあった夜間景観

C:省エネルギー

これらを実現することによって、釜石にしか存在しない、

釜石の財産となる景観が形成されます。
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○観音寺周辺

街の活性化のシンボルとして商店をより活性化させる為に今後様々な実験的アプローチを
行っていく。

○街並み
・釜石らしい街並みの提案 - お金のかからない看板、フラッグ、照明などの提案
・将来的整備への提言 - 段階を踏んだ整備の可能性の提案
　今までの単純なインフラ整備から公共と私有の領域を曖昧にする

○活性化
・地域の名産、新たなブランドの開発

○商店開店に向けて
・都心の商店街の協力 - 都心の商店街にて商品の販売促進を行う
　　　　　　　　　　　※東京都杉並区高円寺商店街の協力など
・商店活性化への協力 - 同上、例：「大塚ものがたり」のブランド化による商品の開発
・商店街イベントへの協力 - 同上、例：地域の神社、お寺などの活用など
・店舗復旧 - 仮設店舗も含め、デザイン、設計の提案

●第一段階としての社会実験の活用
○かまいし夢あかり
・人気を感じるあかりの設置
・高台避難を誘導するあかりの設置

○空き地の活用
・土地利用促進の為の実験

○公共空間の活用
・歩道、道路空間の賑わい演出の為の使用の可能性

○生活中心地としてのソフトの分布
・都市機能の分布を釜石の商店街としての再構築

- 商店街活性化への提案 -
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賑わいを演出

人が人を呼びます

公共空間の活用
⇓

・かまいし夢あかり−観音寺周辺―

■照明社会実験内容

1. 観音寺階段部

　階段部、植栽部、記念碑

2. 観音寺施設

　蛍光灯 - 電球色

3. 交差点

　交差点の危険予測照明の設置

4. 病院

　蛍光灯 - 電球色、間引き点灯、ボイド照明

5. 教会

　ボイド照明、窓明かり

6. 駐車場

　ボイド照明、既存水銀灯・看板消灯

7. 周辺建物

　ボイド照明、窓明かり、玄関灯

8. 空き地

　ボイド照明

9. 店舗

　窓明かり、玄関灯、看板照明

10. 既存防犯灯

　消灯

※ 1年〜 2年程度設置可能

防犯灯の消灯 空き地（ボイド）照明

店舗の人気照明

駐車場の照明改善駐病院周りの照明改善

A1：高台避難の誘導

A2：交通安全の確保

A3：防犯性の確保

B:釜石にあった夜間景観

C:省エネルギー

A1

A1

A1

B

B

C

C

A2

A2

A3

A3

A3

商店や家など、既存する建物にあかりを設置する。
出入り口部やまどあかりを増幅させる。
夜は人気を感じるあかりを残す。
常に町に人が存在するような雰囲気にする。
高台への避難誘導を促進する光環境を実験的に整備する。
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・教会

　ボイド照明、窓明かり

・駐車場

　ボイド照明、既存水銀灯・看板消灯

・周辺建物

　ボイド照明、窓明かり、玄関灯

・周辺建物

　ボイド照明、窓明かり、玄関灯

・駐車場

　ボイド照明、既存水銀灯・看板消灯

・観音寺階段部

　階段部、植栽部、記念碑

・観音寺施設

　蛍光灯 - 電球色



6

・空き地の活用
−土地利用促進の為の実験―
空き地の利用は地域の復興に向けての重要なきっかけとなる。

空き地は駐車場利用が中心となる
ことが予想されるが、床面を利用
することは景観的にも有効である。

道路、歩道以外の場所を人は自由
に散策、移動できるようにする。

既存の建物の壁面を含めた、
新たな空間を作る。

空き地に、イスやテーブルを
設置すると共に、小さなラン
タンを置く。
ほのかなあかりで、空間を照
らし、人々を誘い込む。

お店に付随するような空き地
は、お店のオープンスペースと
して自由に使えるようにする。
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・生活中心地としてのソフトの分布
―都市機能の分布、釜石の商店街としての再構築ー

既存の商店、住宅の機能から、その上に新たな都市機能を混合させる事によって、釜石の商店街としての特徴
的な、釜石にしかないコミュニティーを作る。このような様々な実験が将来的には新たなビジネスモデルともな
る。

将来的にどのように整備するべきかを議論できる環境の提案。社会実験の実施。
特にあかりは境界を越えて影響する要素でもある。

・公共空間の活用
―歩道、道路空間の賑わい演出の為の使用の可能性―
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○松原地区
松原地区では、かまいし夢あかりをきっかけとして、今後空き地利用など、段階的にステッ
プアップしていく。

A1：高台避難の誘導

A2：交通安全の確保

A3：防犯性の確保

B:釜石にあった夜間景観

C:省エネルギー

A1

A1

A1

B

B

C
C

A2

A2

A3

A3

防犯灯の消灯

空き地（ボイド）照明

■照明社会実験内容

1. 松原神社階段部

　階段部、記念碑

2. 周辺建物

　ボイド照明、窓明かり、玄関灯

3. 交差点

　交差点の危険予測照明の設置

4. 空き地

　ボイド照明

5. 道路脇の水路

　足元の穴を認識する照明

6. 既存防犯灯

　消灯

※ 1年〜 2年程度設置可能
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・周辺建物

　ボイド照明、窓明かり、玄関

・交差点

　交差点の危険予測照明の設置

・道路脇の水路

　足元の穴を認識する照明

・既存防犯灯

　消灯

※ 1年〜 2年程度設置可能

・かまいし夢あかり−松原地区―

・松原神社階段部

　階段部、記念碑

・周辺建物

　ボイド照明、窓明かり、玄関灯
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・空き地の活用
−土地利用促進の為の実験―

空き地にインスタレーションとして、行灯を設置する。優しい光が、人々を迎え入れる。

埼玉県川越一番街通り
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○釜石駅周辺
駅前広場を含めた周辺地区は釜石を訪れる人々の玄関的存在である。
しかし、現状は全体的統一が行われていなく、様々な施設が独自に主張し合っている。
今後は釜石の持っている財産をより可視化していくことも必要である。

A1：高台避難の誘導

A2：交通安全の確保

A3：防犯性の確保

B:釜石にあった夜間景観

C:省エネルギー

A1

B

C

A2

A3

■照明社会実験内容

1. 駅前広場

　記念碑の演出、必要照度の確保の確認、交通安全の確保

2. 周辺建物

　ボイド照明、窓明かり

3. 周辺道路

　サケ街路灯の必要箇所の点灯 /歩道照明の部分点灯

4. 交差点

　交差点の危険予測照明の設置

5. 新日鉄

　建物や境界部の必要照明と演出の両立の整備

6.JR

　駅前空間と同調した釜石独自の性能照明の確保



12

公園部の照明に関し、ポール灯の公園側の 2 灯を消灯を推奨します。

道路部に関しては殆ど照度の変更はありません。

公園部に関しては約半分ほどになっていますが、

平均照度が約 10l x ほど確保できていますので問題ないです。

省エネについて

灯具 2 灯分の年間の電気料

2 × 0.4 k W × 1 2 時間× 3 6 5 日× 2 0 円 / k W = 7 万円

新規復興の鐘用照明器具 L E D 4 .5 W × 10 台、L E D1W×7 台

0.0 5 2 k W × 1 2 時間× 3 6 5 日× 2 0 円 / k W = 0 .4 5 万円

年間約 6.5 万円の削減となり、

また電気量とすると約 3 3 0 0 k W・h の省エネとなります。

消灯方法

ポール灯の下部点検口内に安定器が設置されていると予想されます。

その内、消灯用安定器の 1 次側電源を切り離します。

・駅前広場のポール灯の節電
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周辺道路に設置されている

サケの街路灯の歩道用照明の一部を点灯します。

点灯する箇所は、歩道部の性能を満足する為に

最低限点灯します。

・駅前周辺道路の街路灯の一部点灯
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照明社会実験（調査業務範囲）

「かまいし夢あかり」

■基本的考え方、事例などの提示

ー済ー

■照明社会実験の為の実験

松原地区、観音寺周辺、根浜海岸脇道路

第一段階の実験終了、建築学会震災関係の発表会用論文作成中

■観音寺周辺における調査業務用照明実験内容

・階段部に照明設置

・記念碑用照明設置　→※階段横電源復旧

・店舗数件に夜間の人気用照明設置

・空き地の空間認知用照明の設置

・観音寺前の交差点照明の設置※

■松原地区

・松原神社階段部照明設置　→※電源確保可能か？

・中心住宅、人気照明設置（１０件程度）

・交差点部照明設置（幹線道路から）　→※電源確保可能か？

　場合によっては根浜海岸の太陽電池セットを移動

・中心道路入り口部の道路照明

■駅前広場周辺

・広場用ポール灯の間引き点灯の実験

・シェルターの省エネ照明の実験

・J R 周辺施設のボイド照明の実験

・シャケ街路灯の L E D 化に伴う照明実験の提案

・地区街並整備に向けての照明実験の提案

■仮設施設設置地域の照明実験

・うーの！の照明改善案提示　ー済ー

・N T T 施設の防犯用照明へのアドバイス　（※お知らせ看板に連絡先あり）

・栗原入り口部？の集合大型商業施設周辺照明へのアドバイス

※：特市として動いていただきたい項目
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照明社会実験 - 平成 24 年 3 月上旬までに完成させたい項目

■観音寺周辺における調査業務用照明実験内容

・階段部に照明設置と記念碑用照明設置

　市として階段部の電源を復旧させる

・店舗数件に夜間の人気用照明設置

　現在復旧している店舗に夜間用の仮設照明の設置　３軒ほど

・空き地の空間認知用照明の設置

　復旧している店舗周りの空き地に仮設置　２箇所ほど

・観音寺前の交差点照明の設置

　階段下数台の防犯灯を消灯させる。

　電源は階段部より確保する。

■松原地区

・松原神社階段部照明設置

　市として電源を設置。または付近住民より提供してもらう。

・中心住宅、人気照明設置（１０件程度）

・交差点部照明設置（幹線道路から）、中心道路入り口部の道路照明

　市として電源を用意する。

　場合によっては根浜海岸の太陽電池セットを移動

■駅前広場周辺

・広場用ポール灯の間引き点灯の実験、サケ街路灯の歩道部照明一部点灯

　電気工事者に以来し設定してもらう。

■仮設施設設置地域の照明実験

・N T T 施設の防犯用照明へのアドバイス

　市担当者から問い合わせする。

・栗原入り口部？の集合大型商業施設周辺照明へのアドバイス

　施設担当者への提案書を作成する。
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まちづくりとしての再生ビジョン

釜石の文化を大事に再生しながら、街を復興する。 
祭、歴史、人を大事に丁寧に計画することが必要である。 
これには住民を含めたワークショップを通して 、
安心して住み続けられる釜石の再生に向けた道筋を描く。 
あせらずじっくりと整備を進める 。 
被災エリアと非被災エリアをもう一度つなぎ直し、
釜石の住民・企業・店舗が再び立ち上がれるよう、
行政は総力戦で臨み、
官民一体のスクラムを組む必要がある。
まずはお金をかけないで、 
顔の見える社会実験的アプロ ーチを積み重ねていく。
そこから復興のために望ましい街づくりの手法（釜石方式）を構築する。

「笑顔のかまいし応援隊」
秋田典子（あきたのりこ）
博士（工学）　千葉大学大学院園芸学研究科准教授
東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻博士課程修了
専門は条例等の制度を通じた開発コントロールや土地利用規制、
デザインガイドライン等による建築物の形態コントロール。

遠藤新（えんどうあらた）
都市デザイナー・博士（工学）　工学院大学建築都市デザイン学科准教授
東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻修士課程修了
多岐にわたる市町村の調査研究提案をおこなう。

角舘政英（かくだてまさひで）
照明家・まちづくりアドバイザー・博士（工学）　武蔵野大学・京都造形芸術大学非常勤講師
ぼんぼり光環境計画　代表
日本大学大学院建築学専攻修士課程修了
あかりの計画からまちづくりをおこなう。

中島直人（なかじまなおと）
都市計画家・博士（工学）　慶應義塾大学環境情報学部専任講師　
東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻修士課程修了
多岐にわたる市町村の調査研究提案をおこなう。

東京都市大学建築学科小林研究室
明治大学理工学部建築学科上野研究室
工学院大学建築都市デザイン学科遠藤研究室


