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「地区の家」と「屋根のある広場」
イタリア発・公共建築のつくりかた

“Neighborhood House" and “Covered Square” Essences of Public Architecture in Italy

小篠隆生（北海道大学） 小松 尚（名古屋大学）
Takao OZASA (Hokkaido University) and Hisashi KOMATSU (Nagoya University)

「「地区の家」とは、住民自身が自分たちの地区のために何かすることのできる場所」
「最終的な目標は住民同士の間の人間関係をケアすることであり、その地区において彼
らを繋ぐ多様なネットワークを強化すること」
「連帯の精神を呼び覚まし、自分たちが本来持っている多様な能力の再認識を促す」
「所得が発生する機会をつくる必要がある」

──アンドレア・ボッコ
(トリノ工科大学)

「図書館は、かつてのように、それなりの能力を持った人間に役に立つエリート的な
場所ではない。」

「パブリックライブラリーの将来は、もう読書のためのマテリアル(書物)に関わる場
所ではなく、むしろ知識との新しい形での関係性を育み、都市と現代人の関係を強
化するための公共空間なのである。」

──アントネッラ・アンニョリ
(図書館アドバイザー)
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新たなコミュニティの拠点
「みんなの場所」
（Community Hub）

屋根のある広場（公立図書館）

地区の家（市民が集う手づくりの場所）

行政側の改革による取り組み

住民自らが創り出す取り組み

はじめに 新たなコミュニティの拠点「みんなの場所」を創り出す２つの動き

建築が市民や住民を再びつなぐために

イタリア社会の今

機能空間と公共空間

公共建築の今

「地区の家」と「屋根のある広場」、
そしてプロジェッティスタ



第1部 市民がつくる、みんなの場所「地区の家」 イタリア・トリノ市で展開する「地区の家」

●2007年より2014年に設置

●必ずしも１区１館という基準はない

●10施設の内、9施設は、既存施設の
改修・増築

●運営団体は、「コミュニティの普遍
的利益を追求する協同組合」（社会
的協同組合）が多くを占める

●地区が抱える課題を地区住民や市民組
織が丁寧に解決するための拠点を形成

●地区の家が持つべき社会的役割である
地域コミュニティに対しての開放性や
公平性を担保



第1章 地域の“透明な場所”をつくる カッシーナ・ロッカフランカ
5
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フィアット自動車工場周辺の従業員が多く住む公営住宅団地のある地区に
つくられた、新旧住民のための活動拠点。

年間活動プログラム

開設までのプロセス

地区に最後まで残った農家を改修 既存部分と増築部分の対比的なデザイン



第1章 地域の“透明な場所”をつくる カッシーナ・ロッカフランカ

思い思いに過ごす

17世紀につくられた農家の改修と増築 増築部分のアトリウムは、市民の溜まり場巨大な自動車工場の近傍に立地

活動が外からも見える講座室 様々な活動団体によって企画されるプログラム



第2章 マルチエスニックの拠点として サンサルヴァリオ

トリノの玄関である鉄道駅近傍の地区。その利便性から、古くからの住民と移民による多文化が共存するまち。



第2章 マルチエスニックの拠点として サンサルヴァリオ 8

街区公園側

道
路
側

地区の課題を住民自らが解決する拠点は、地区に残された旧公衆浴場。
そのリノベーションにより「みんなの場所」ができ上がった。

改修前の公衆浴場

旧公衆浴場の１階平面図

改修後の建物全景

改修後の中庭
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

地区の家サン

サルバリオ

地区改良事務所の活動

当初は、コミュ

ニティセンター

と図書館の複

活動開始当初

から移民団体

の参画

移民数の急増
パブリック・ミーティング、ワーク

参加

型の

計画プ

設置場

所可能

性調査

市長へ

報告書

を提出

財源不足で

施設決定で

Vodafo
ne財団
が資金

援助を

改修工事

市は、旧

公共浴場

参加型計画プロセスの

自主運営マネジメ 多様な活動団体

地区の家サ

ンサルバリオ

オープン

ヘルプデスクの開設

カウンセリングサービス

領事館業務

イタリア語教室

子ども、女性をターゲッ

トとした教室

第2章 マルチエスニックの拠点として サンサルヴァリオ

地区の家を運営する社会的協同組合は、地区住民から課題を
聞き出し、地域の市民団体をつなぎ、活動プログラムを生成。

カフェ・レストラン

図書コーナーでミーティング

講習会音楽イベント

子どもたちのイタリア語教室

中庭のオープンカフェ夕方の中庭



第3章 経験を活かし新たな展開へ ラボラトリ・ディ・バリエーラ 10

移民や様々な人種が暮らすトリノの下町的な地区。
サンサルバリオでの成功と反省の経験を生かして、あらたな「地区の家」を開設。

毎日市がたつ 地区の改善活動を情報発信

立地する地区で行われる都市再生事業

老朽化する住環境

改修前の印刷工場

オープン後



第3章 経験を活かし新たな展開へ ラボラトリ・ディ・バリエーラ 11

旧印刷工場の屋外作業スペースは地域に開かれた中庭になり、人々が集う居場所に。
民間だけで運営できる収益部分は、地域への就労機会の提供も。

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-

地区の家サン

サルバリオ

ラボラトリ・

ディ・ラリエー

ラ

（ヴィア・バル

ティア）

活動開始当初から

移民団体の参画

改修工事

市は、旧公共浴

場施設の貸与

参加型計画プロセスの継続

自主運営マネジメン

トモデルの構築
多様な活動団体

地区の家サンサル

バリオオープン

ヘルプデスクの開設

カウンセリングサービス

領事館業務

イタリア語教室

子ども、女性をターゲットとした教室

ヴィア・

バルティア・

オープン

改修工事

スミズーラ（Sumisura）が
民間の旧印刷工場を賃

借して事業本格化

自分たちでプログラ

ムをすべてつくる

地域住民にプレゼン

テーション
参加したい人を募る

ものづくりの講座

市役所が情報収集の窓

口として、学校が外部講

座の委託先として活用

アイディアの連動

今までの地区の

家には無かった

機能で有効なも

のを検討

建設時（改修工事）に公的資

金を得るのではなく、活動の

少額の助成金を得るかたち

で運営計画を立案

当初は、別の場所で

開設を検討

カフェでのイベント 地域改善のミーティング ベーカリーは就労機会も提供

中庭で

キッチン・クラブ

中庭の様子



「地区の家」から学ぶ

「みんなの場所」の中身
①全ての市民に開かれた場所
②参加の場所
③人々の交流を可能にし、歓迎する場所
④利用者の自主性を尊重し、育む場所
⑤多様な活動を受容する器
⑥パブリックとプライベートの中間的な場所
⑦地区のコミュニティ再生のための
リビング・ラボラトリ

建築としての魅力づくり
既存建物を利用する
屋外空間が要

新たな機能の意味
カフェは持続可能なコミュニティ拠点（ハブ）の要

運営の特徴
運営組織の多様性
参加へのアプローチ
体験創発的／体系構築的
持続的運営を行うための計画と仕組み
行政支援の方向性

運営組織の職能
運営団体の技量
専門家の関わり方
行政と民間の役割分担

デザインの力
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第2部 知と市民をつなぐ「屋根のある広場」



第1章 市民の場所、そして文化の拠点をつくる ボローニャ市立サラボルサ図書館

古都ボローニャの中心マジョーレ広場に面するサラボルサ図書館。
旧証券取引所を改修して市民を受け入れる「屋根のある広場」。

左：２階平⾯図
下：１階平⾯図



第1章 市民の場所、そして文化の拠点をつくる ボローニャ市立サラボルサ図書館

アトリウムを中心に、公共図書館の空間と機能が囲む構成。
しかし、まず目に飛び込むんでくるのは、本や書架の集積でなく、滞在する人々の姿。

サラボルサのアトリウム アトリウムを囲む閲覧スペース

10代向けの図書スペース 新聞コーナー

それぞれの居場所

アトリウムは外の広場と同じ



第1章 市民の場所、そして文化の拠点をつくる ボローニャ市立サラボルサ図書館

都市再生のプロジェクトと連動し、市民の場所と文化の拠点を同時に実現。
今日的で幅広い市民ニーズを受けとめ、多彩なプログラムを展開。
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対象

全市民（多世代）

乳幼児・児童

10 代の若者

大学生

高齢者

移民

ホームレス

活動の名称、もしくは内容 活動の目的

医者のカンファレンスのある幼児向けスペース 大学のゼミの行われるアーバンセンター 母国語を使って話すコーナー 地下には、ローマ時代の遺跡展示



ミラノ郊外の小都市に生まれた図書館。
小学校移転後に利用が決まらなかった中心市街地で小学校校舎を利活用。
居心地の良い市民の居場所をつくりだした。

第2章 ”本が迫ってこない”公立図書館 チニゼッロ・バルサモ市立図書館

トラム駅に隣接するチニゼッロ・バルサモ市立図書館

旧小学校の頃の外観

旧小学校の外壁を保全活用 エントランスホール

空間・機能構成



“本が迫ってこない”とは、ここは”人のための場所”というメッセージ。
誰にとっても居心地が良い場所が、郊外都市の中心部に息づいている。

第2章 “本が迫ってこない”公立図書館 チニゼッロ・バルサモ市立図書館

見通しが利く吹き抜け空間

閲覧スペースでチェスに興じる

ゆったりした閲覧スペース 様々に使える家具



トリノ市郊外の工業都市。産業構造の転換などから、長年手がつけられなかった塗料工場跡地。
駅近傍の立地を活かして、図書館、集合住宅、商業施設を広場でつなぐ再開発計画。

第3章 知と市民をつなぐ拠点（ハブ）づくり セッティモ・トリネーゼ市立図書館

かつてのパラマッティ塗料工場 再開発された集合住宅 図書館の正面

塗料工場跡地の再開発の全景



塗料工場であったことを伝える展示（土地の記憶の伝承）や科学技術と日常生活を結ぶ学習プログラム。
書架の自由なレイアウト、音を出せる場所のゾーニングなど、フレキシブルな空間構成。
市民の知識欲を刺激する、エコミュージアムの拠点（ハブ）としての公共図書館。

第3章 知と市民をつなぐ拠点（ハブ）づくり セッティモ・トリネーゼ市立図書館

元工場の歴史展示 子どもたちの社会見学 子ども向け図書スペース

元塗料工場の歴史展示 一般開架スペースは、可動書架によって様々な領域が形成可能



「屋根のある広場」から学ぶ

都市や建築の成長・開発から集約・再編

集約・再編時代の公共図書館
都市文脈の中でつくる

複合化する公共図書館
汎用性と固有性

「みんなの場所」
公共空間としての公共図書館

「みんなの場所」はどこに？
公共図書館の立地

「本が迫ってこない」図書館
形式知と暗黙知

「少しざわついている」けど「居たくなる」
公共図書館の許容性

知と人をつなぐ拠点（ハブ）としての公共図書館

スタッフや行政、建築の専門家に求められるもの



１．拠点（ハブ）としての「地区の家」と「屋根のある広場」
施設ではなく、「みんなの場所」そして「拠点（ハブ）」として。

２．拠点（ハブ）としての共通点
①空間（立地、建築空間）、②サービス（活動）、③運営（体制、人材）の３つが連携、共鳴しあって、今まで以上の
働きや新たな魅力を生み出している。また、複数用途のための空間、サービス、運営が融合、創発しあっている。
さらに、構想段階から運営段階までにわたるプロセスで新たな空間、サービス、運営、協働体制などを柔軟に受け入れ
ることが、拠点づくりの原動力になっている。

３．拠点（ハブ）としての相違点
建築のタイプや利用圏、運営者やスタッフ等の点から、「地区の家」はコミュニティ・ハブの性格が強い。
それに対して、「屋根のある広場」はシビック・ハブの性格が強い。

４．拠点（ハブ）としての相補性
しかし、今までの機能別の公共建築とは異なり、ハイブリッドなネットワークとして相補的に連鎖する。
市民や住民は目的や利便性、嗜好性等に応じて選択、利用していく。

５．拠点（ハブ）の空間デザイン
既存建物の利活用を考えることが、都市文脈や地域文脈に潜む各種の価値を見出すことに。
状況に応じて柔軟に対応できる「余白」のような空間や状態を用意しておくこと。

おわりに 新たなコミュニティの拠点（ハブ）としてのエッセンス


