
少しだけ特別な日常を過ごせる場所

自分の住む街にいる時間が増え、当たり前だった日常が変化している
今の時代、私たちが見つめ直すべき場所は住みなれた街にあると考える。

髙橋祐斗
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日泰寺参道内

学校や会社に行く必要がない

場所を選ばずパソコンひとつで作業できる

プライベートの線引きがしにくい

コミュニケーションの回数が減る

一人の作業に孤独感が増す

遠出や県外には旅行に行きにくい

自分の住む地元で過ごす時間が増える

日常の過ごし方の変化

泊まれる・仕事ができる

少しだけ特別に過ごせる空間

カフェや出かける場所は多い

しかし、宿泊施設が少ない

気分転換の旅行に行けない
⇨

⇨

休日

身近に泊まれる宿泊施設が欲しい

自宅ではなく身近に働ける場所が欲しい

⇨

⇨
⇨

対象敷地「既存旅館」

平日

名古屋市千種区に位置する

東山線覚王山駅から徒歩 2分

覚王山唯一の宿「酒井屋旅館」創業 1932 年

参道内が多くの人で賑わう中、宿泊施設が栄えていない



覚王山駅周辺には飲食や小売といったお店が立ち並んでおり、日泰寺に近づくにつれて住宅が多くなってきている

対象敷地はその中心に位置している

商店と住宅が混在する

日泰寺

戸建
アパート
マンション

小売
飲食

覚王山駅

住む街でもあり、商店の街でもある。参道の中に商店と住宅が混在する中で、双方を結びつける役割が求められる

縁日ではお店が少ない日泰寺側住宅付近に路面店が多く並ぶ。

覚王山駅側にはあまり路面店はみられない。

路面店を開いている人は若者は少なく高齢の方が多い。

地元の人の交流の場となっている。

毎月 21 日の縁日だけではなく、そのほかに「花まつり」など

毎年５回別の縁日が行われており、参道内は多くの人で賑わう。

参道

参道の一部は、二軒長屋が続く造りになっている

商店と住宅が混在して続いており、対象敷地は長屋の

道路側、角地である

日本で唯一のいずれの宗派にも属さない日本の

全仏教徒のための寺院。

日本とシャム国の友好を象徴として創建される。

「覚王」とは釈迦の別名であり「日泰」とは

日本とタイ国を表している。

毎月 21 日には日泰寺を中心に縁日が開かれている。

日泰寺

周辺敷地

日泰寺

覚王山駅

対象敷地

飲食

小売

戸建て住宅

集合住宅

縁日

参道

傾斜があり後方の建物のみ３階建の造り（別館 RC造）

駐
車
場別館

現在は別館のみを客室として利用しているため、参道側

入り口からの出入りが減り、参道側から旅館として営業

しているのか分かりにくい。

対象敷地の現状

「酒井屋旅館」創業 1932 年当初から家族で経営。

現在は 50代程の夫婦と息子の三人で暮らし経営している。

旅館のコンセプトは「ビジネス旅館 働く人の気軽なお宿」

土木関係の長期滞在者をターゲットにしていた。

愛知県で施工をする際に利用してくれる会社があった。

しかし、そのような会社や利用客は徐々に減ってきている。

また、都心にビジネスホテルが増え利用客は減少している。

現在は三人が滞在しているが、一人もいない時期もある。

キッチン
受付⬆

⬆
キッチンでもあり受付でもある

キッチンを中心に正面口と裏口を繋ぐ

長期滞在者もこのキッチンを自由に使う事ができる

食事をするだけではなく調理の過程からコミュニケーションが生まれていた

食での繋がりを大切にしている旅館である

・夫婦、息子の家族経営

・参道側が木造であり奥に RC造

・参道側が使われていない

・長期滞在者が主なターゲット

・食を中心に空間が広がっていた

・対象敷地の位置は参道の中心

・参道内は店舗と住宅が混在

・毎月、縁日がある

・二軒長屋が立ち並んでいる

提案「リノベーション」

覚王山にある資源を生かしたい

建物

日泰寺

廃れてしまった既存旅館

日泰寺参道内の資源

住人 店舗

現状

宿 「 既存旅館 」利用客・経営者・ターゲット

資源 「 現状 」覚王山参道に住む者・日泰寺・観光地

日常 「 新しい用途 」働く・学ぶ・食べる・遊ぶ・眠る 

学

休

食

遊日常

泊まること、働くことは日常の繰り返しの中に存在する

宿泊や仕事に限定することではなく、日常には様々なものが存在する

今ある資源を生かして、少しだけ特別な様々な日常を過ごすことができる空間

求めるもの

身近に泊まれる場所

身近に働ける場所

宿

働

八
日
屋

三人の家族 長期滞在者

朝ごはんなどの手伝い

家賃や生活を保証

周辺に住む者

少し特別な日常

資金

訪れる

暮らす

泊まる

帰る

朝ごはん

日常

他店舗での食事

システム

社会人・学生・高齢者・子供など 学生・参道に携わる人など

某ホテルサイト

三大都市における宿泊施設の掲載数

東京都

5655 5449 550

愛知県大阪府

実際に周辺に住んでいる人達が好きになる溜まり場のような建築物をつくる

そして人が人に繋げて大きくなっていく

観光客 社会人 学生 主婦 高齢者

平日、休日、時間帯問わず座席の殆どが

社会人と学生の場となっている

空席も少なく、働き場は需要があると考える

社会人 学生 その他利用者 空席

休日平日

必要性

覚王山駅前にあるコーヒーチェーン店

働き場としての利用割合

ターゲット

「 働き場 」 「 宿泊施設 」

主要都市にもかかわらず宿泊施設が少ない

対象敷地は掲載されてはいないが、現状を

読み解き考えなおす必要があると考える

遠出がしにくい現代の日常にとって近場にある施設の存在が大切になってくる

平日休日問わず、地元に住む人への様々な日常を支える

一度だけではなく何度も訪れるような仕組みが必要である

「 覚王山周辺に住む人 」

地元の人が好む場所に、徐々に遠方から訪れる人が増えるような空間
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別館（RC造） 本館（木造）

現在長期滞在者が利用している別館の利用方法を

活かし、大家の家族も含め別館で暮らす。

現在参道側に面しているのにも関わらず

本館は使われていない。

良さを生かしリノベーションを施す。

長期滞在者

三人の家族

畑 日常な空間

働き場と宿泊

１F従来

参道内では朝食を提供する飲食店が少ない。

日泰寺は朝 5時から開門しており、毎日 6時半から行う

ラジオ体操に地元の人が集まっている。

また、覚王山駅は朝早くから多くの人が利用している。

朝食  / ２店舗

ランチ  / ８店舗

昼カフェ  / ５店舗

夜ご飯  / ６店舗

提供する店舗数・時間

別々の日常を送る人達の一日の始まりに、少し特別な朝ごはんを提供する

昼や夜ではなく朝食を提供する場所に需要がある。

建物に人を呼ぶのではなく、建物を中心に参道内に人を呼ぶ。

一日過ごせる場所にも関わらず朝にしか食事を提供しない。

周りの他店舗に昼食を食べに行くなど組み合わせる事により

この建物を中心に日常を過ごす事ができる。

←

←←← ⇨ ←←←← ←

日頃から長期滞在者との距離が近く

一緒に食事を取ることが多い。

使われていない本館に人を呼び込む用途を

加え共に暮らし、運営していく。

その一つが朝食の提供である。

朝ごはん

階層で過ごす日常に変化を加える。

参道に面する本館一階では日常的に

気軽に立ち寄ることができる。

二階では個室の働き場に加え宿泊の

要素を取り込んでいる。

休む者、働く者、過ごし方は違えど様々な日常を過ごせる空間になっている

階層が違えど過ごす日常は変わらないが一階はパブリック空間であるが二階は

プライベート空間が多くなる

同じ働く・学ぶでも階層によっての度合いの変化があり様々な日常に対して

適した空間を提供することができる

⇨
運営

提案

キッチン

経営者家族

座敷

2F

使われていない
客室

１F

キッチン

机縁側

2F

ギャラリー ミーティングルーム

カプセル型ホテル

参道に面しているにも関わらず利用頻度が少ない。

しかし客室に向かう際に経営者の家族とキッチンを介してのコミュニケーションが生まれる。

実際に宿泊した際には朝ごはんの好みを訪ねられた。

１F
パブリック空間
で過ごす日常

2F
プライベート空間
で過ごす日常

食

宿 働 休

リノベーション

学

働 休 学

内部空間

キッチン・受付

キッチン兼受付

二階に続く階段横にあり、以前と変わらずキッチンを通して会話することができる。

一階の空間を広く視野に入れることができる。

また、宿泊者のみならず訪れるため、人の動線に沿った配置となっている。

ミニギャラリー

中庭の奥にあるミニギャラリー

中庭を跨ぎ、個室空間のようになる。

作業の気分転換やこの建物で生まれた事業や

作品などギャラリーとして展示することがで

きる。長期滞在や地元で活動している者など

が展示する事により、建物を利用する者に

知ってもらうことができる。

カプセル型ホテル

従来の客室は個室空間になっていたが今回の

提案ではターゲットを考えカプセル型にする

近くに住んでいるが気分転換に泊まりに来る

夜間に作業が捗る人がそのまま泊まる

ひとりひとつベッド空間だけではなく作業

スペースとしての空間もある。

窓際に座ることができるベンチを設け、参道

を見ながら過ごしことができる。

階層によって変化する働き場・学び場

二階はミーティングルームになって

おり、オフィスを持って活動しない

会社の会議やギャラリー設置に対し

ての会議などに利用される

一階では開放的な空間であり気軽

に利用することが出来る。

階層によって働き方が変わる

動線

住人 日泰寺利用者 参道沿い

利用客の動線に沿って縁側を広く

確保し、気軽に立ち寄ることがで

きる空間にする。

参道を歩く者だけではなく、参道

の裏に住む住人への配慮を施す。

裏に小さな畑を設ける

朝ごはんに利用したり、縁日に野菜を売ること

もできる。また参道内の他店にも野菜を少し

ずつ出荷する事ができる。

栽培出来る量は少なくとも、参道内に

「八日屋の野菜」そのような名前が伝わっていく

長屋の関係上、窓がない部屋が存在していたが、中庭を設置することに

よって自然光が入るようになる。

天井の一部をガラスにすることにより

一階から二階まで自然光を届かせる。

空間の中心に植栽がありことにより

硬い空間にせずリラックスをして

利用してもらうことができる。

縁側を広く設けている

構えずに時間帯を問わず気軽に立ち寄ることができる

朝以外はカフェとなり、ドリンクが主な提供に変わる

縁日では座って休憩する場所が少ないため休憩できる

場所が必要であると考える

また縁日の多くは地元の人が訪れるため知ってもらう

気に入ってもらうきっかけになる

「 小さな畑 」

「 中庭 」

「 縁側 」 「 ファサードからの景観 」

一階と二階で用途が違うことがファサードから見て分かる

柱をそのまま活かして開放的な広い空間となっている

奥に植栽があるため視線が奥に向く、そして受付が

奥にあるため構えずに気軽に立ち寄ることができる

日中はドリンクのみの提供、食事は朝ごはんのみの提供

各々の日常を各々の場所で過ごす


