
廃校や空き家は社会的に様々なリスクを抱えている。
廃れていくことによる景観悪化、犯罪の温床となる可能性、機会損失などだ。特に廃校はその規模からよりリスクが大きいと考える。文部科学省のデータでは、廃校が最も多いのは北海道だが、2 位には東京がランクインしている。
廃校は私たちが普段思い浮かべる過疎地域だけの問題ではない、とても身近な問題なのだ。

もう一つ、最近気になっていたことがある。それが私たちの食を支える農家の減少だ。
私が現在住んでいる逗子の駅前には大きなスーパーはあるが、2 店しかなく周辺の道は常に混雑している。そして駅から少し離れると食料品を買える場所はあまり見当たらない。さらにスーパーには逗子の野菜が並ばない。
逗子市は農地がほぼ無いというのが原因だが、新たに逗子へ移住してくる人や若者の中には、新規就農者として無農薬農業等にチャレンジしている人もいる。
逗子市に農家が少ないのは、決して農地になりえる場所が少ないからだけではないのだ。現に逗子での農業を盛り上げようとしている人々は、少ないながらにも確かに存在している。

そこで私は、
農業を始めたいけどノウハウが分からない、いきなり農業の道だけで生活をするのは不安だ、農業仲間との情報交換をもっと行いたい、地元の人に地元の農家の頑張りを知ってもらいたい、
そんな思いを抱える人々の力になり、日本の農業、逗子市の農業へ貢献してくれる人材を育てる場所、
また廃校を蘇らせると同時に、リノベーションの魅力をより多くの人に知ってもらい、中古物件の再生力に気づき、空き家問題にも貢献できる場所をつくり上げたいと考えた。

そこで今回は、2 年後に廃校になることが決まっている県立逗子高校を舞台に、私たちの生活に密接に結びついている「食」で地域活性化を図る場所を提案する。

エ ピローグ

Renovation Farmers College
-廃校利用による逗子市農業活性化計画ー



日本は食料の 60% を輸入に頼っている。
食料自給率は減少の一途をたどっており、日本の農業の大きな問題点であるといえる。
またその他にも耕地面積の減少、生産者戸数の減少、農業就業者の高齢化、食品ロスなど、日本の農業は様
々な問題点を抱えている。
今回は、日本の農業従事者が衰退の一途をたどっている点、食品ロスに関することにフォーカスする。
農林水産省によると、この 5 年間で 30,2000 もの農業経営体が減少している。特に家族経営などで地元に根
差した農業を大切にしている人ほど追い込まれている状況だ。
個人で新規農業を始めようとするには厳しい現状故に、若い世代を求めるためにはより一層の独立支援や始
業後に頼りになるようなサポート施設が必要だと考え、今回はこのような人々を主軸に施設を計画する。

農 業の問題点

廃 校状況

コ ンセプト　

敷 地について　

少子化に伴い、日本全国で小中高校の廃校が相次いでいる。
文部科学省の調査によると平成 14 年度から平成 21 年度に廃校になった公立学校数は 7,583 校に上る。
その内、何らかの活用が図られている廃校は現存する廃校数 6580 校の 74.5％にあたり、再利用されている
校舎は社会体育施設や社会教育施設、宿泊施設などの様々な用途に生まれ変わっている。しかしその一方、
現存する廃校数の 25.5％は活用されていない。年々廃校の活用数が増えているのは確かだが、活用の用途さ
えも決まっていないものが 1295 校もあるのが現状だ。

廃校が活用されない理由として、
「活用の仕方が分からない」
「地域からの要望がない」等が挙げられるが、
それ以外にも、廃校利用という事例が意外と
身近にはないのではないかと考えた。

そこで、地域の人がより日常的に訪れること
ができる食の施設にリノベーションし、廃校
利用を身近に感じることが出来る場所を創り
たいと考えた。

―――「新規就農を目指す人々」「地域の人々」「農家の人々」様々な人が
　　　  「農と廃校」でつながる場所にする

―――

新規就農を目指す人々だけではなく、後継者を育てたい農家の人や、自分で育てた作物を売りたい人、地元
の新鮮な野菜を買いたい人等、「農」にまつわる全ての人が気軽に来れる場所にする。
また、本格的ではなくとも農業に少し関心がある人のために、貸農園などで「農」に関わるハードルを下げ
たり、農業体験やお祭り気分のマルシェなどで子供から大人まで楽しく「農」に関われる場所をつくる。
元々は学校であったこの場所にちなんで「勉強」「運動」「友人との時間」に結びつく施設も計画に組み込み、
より様々な人が足を延ばしやすい場所にする。

いきなり農業だけで生きていこうと思うと大きな覚悟が必要なうえにリスクがある。そのために興味はあっ
ても農業に手を出せない人は多いと思う。週末の農業スクールなんてものもあるが、それだと日々の管理の
大変さがよくわからず、いざ本格的に初めてみたら思ったのと違った ... ということもあるだろう。
そこで、農業と共に生活を送る日々を実体験しながら、日中はノマドワーカーとして仕事もできる、寮スタ
イルの農学校を開校する。

計画敷地 : 県立逗子高校
敷地所在地 : 神奈川県逗子市池子 4-1025-1
既存校舎部分面積 :15.,246 ㎡
既存グラウンド部分面積 :15,855 ㎡
既存その他面積：1,656 ㎡

･京急神武寺駅から徒歩約 10 分、逗子駅からもバス
や自転車で簡単にアクセスが可能
･神武寺山を背にした閑静な山峡に建っているので穏
やかで静かな時間が流れる
･県立逗子高校の前身となる逗子町立逗子実科高等女
学校の創立から 100 年の節目となる 2022 年度 3 月
の卒業をもって閉校
･廃れてからしばらく経過しているのではなく、｢今後廃校になってしまう｣ので、まだ身近な｢人が集まる
場所｣である

 新規農業へのハードルを低くする「場」をつくる

屋外貸し農園
屋上菜園を利用した貸し農園
ひと区画ごとに貸し出しを行っている 屋外貸し農園

屋上菜園を利用した貸し農園
ひと区画ごとに貸し出しを行っている

貸し農園用物置
貸し農園を利用している人が使える道具置き場

フリースペース
シンボルツリーが植えてある休憩スペース 

屋外貸し農園
屋上菜園を利用した貸し農園
ひと区画ごとに貸し出しを行っている貸し農園用物置

貸し農園を利用している人が使える道具置き場

屋内貸し農園(大区画)
ドーム型のハウス栽培式貸し農園
ひと区画ごとに貸し出しを行っている

屋内貸し農園(小区画)
ドーム型のハウス栽培式貸し農園
ひと区画ごとに貸し出しを行っている

貸し農園用物置棚+休憩所
貸し農園を利用している人が使える道具置き場

シェアオフィス(プライベートルーム)
全部で5社が入るシェアオフィス
プライベートオフィスルームには壁面本棚のみが共通で備え付けられており、
残りはレイアウトを自由に組むことができる

シェアオフィス(クリエイティブルーム)
コピーの他ちょっとした加工用の機材なども置いてある

シェアオフィス(ミーティングルーム)
外部の人と会議をしたりする際はこの部屋を使う

タタミラウンジ
大浴場の利用者向けのラウンジ
小上がりになっている

大浴場(更衣室)

大浴場(露天風呂)

大浴場(内風呂)

シェアオフィス(コミュニティスペース)
キッチン備え付けのフリーアドレススペース

大浴場(待合廊下)
窓面にはベンチがある待合のための場所
ベンチの座面はイグサになっており、
この施設では珍しい和のテイストとなっている
大浴場入り口付近の靴箱に靴は預けるため、土足厳禁

グランピングゾーン
4つのグランピングサイトがある
朝には収穫体験を行う事ができ、その場で調理して食べることも可能

デッキテラス
中央には焚き火を行うスペースがあるコミュニティスペース
焚き火を利用したスモアづくり等も行える
また、スクリーンに投影することで、夜には映画鑑賞なども行われる
グランピング宿泊者が同じ時を共有できる場所

グランピングサイトーテント
定員4名(寝袋含む)のテント型グランピング
中には金庫やエアコン、テーブルやデッキチェアなどが
設置されている

小型の焚き火台

グランピングサイトーBBQデッキ
雨でも安心な屋根と防水カーテンがついたウッドデッキ
デッキには小さな焚き火台とハンモックもあり、
仲間内でのんびりとした時間を過ごすことができる 

ベースサイト
グランピングの受付
食材の受け渡し等を行う

空中廊下
屋外の渡り廊下
緑あふれる空中廊下となっている
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既 存校舎　

･既存の逗子高校は、A 棟･B 棟･C 棟･D 棟･体育館を主に、プレハブ式の小屋や部室棟など複数の建物が渡り
廊下等で繋がっている
･一目見て｢学校だ｣と感じられる、そんな懐かしい雰囲気の校舎である
･周辺が崖や木々に覆われており、既存の校舎内には光が入りづらいので昼間でも南側の 1 階廊下は薄暗い

リノベーションでもかなり大規模に姿形が変わってしまって、元の形を想像し難いものも多い。学校には校
舎と共にたくさんの思い出が詰まっていると思うので、そのようなリノベーションでは物寂しさがあると考
えた。

そこで今回は、逗子高校に馴染みのある人が訪れた際には直感的に｢逗子高校だ｣と感じられるように、柱や
梁は極力そのままに計画することとする。

職員室
職員用のスペースと生徒たちと話にも使えるスペースがあり、
本棚で仕切られている

講義室C・D
農学校の座学授業を行う

フリースペース(室内)
講義の合間に一息つける場所 
交流スペースにもなっているフリースペース(屋外)

講義の合間に一息つける
ウッドデッキの屋外スペース

職員室
職員用のスペースと生徒たちと話にも使えるスペースがあり、
本棚で仕切られている

講義室A・B
農学校の座学授業を行う

フリースペース(室内)
講義の合間に一息つける場所 
交流スペースにもなっているフリースペース(屋外)

講義の合間に一息つける
ウッドデッキの屋外スペース農学校生用の寮

6人で1ユニットとなっている
1ユニットにはプライベートルーム6部屋、キッチン、バストイレが2箇所ある

学生寮ー水周り
基本的に同じような生活スタイルになることによる混雑緩和のために、
3人で1箇所の水回りを用意
C棟の大浴場も利用可能となっている

学生寮ーベンチ
中と外が繋がることが出来る
｢ヌック｣のような場所となっている

学生寮ー個室
ベッド、クローゼット、ソファ、本棚が一体となっている
テーブルは普段は壁に取り付けられており、使用しない時は壁のインテリアとして楽しめる
階段を上ってベッドに行くスタイルで、ベッドの下は可動式のクローゼットになっている
南を向いた大きな開口の近くに設置したのは個人用のヌックソファとなっている

倉庫
主に農学校関連の資料などが置いてある部屋

農学校生用の寮
6人で1ユニットとなっている
1ユニットにはプライベートルーム6部屋、キッチン、バストイレが2箇所ある

農学校生用の寮
6人で1ユニットとなっている
1ユニットにはプライベートルーム6部屋、キッチン、バストイレが2箇所ある

ラウンジ(室内)
寮生や、施設で働く人、また会員が使える専用ラウンジ
ドリンクや軽食のサービスもある
室内の階段から上の階に上がれる

ラウンジ(屋外デッキ)
寮生や、施設で働く人、また会員が使える専用ラウンジ
焚き火台等もあるので、寮生が夜に集まって、
キャンプ気分で団欒すること等が可能
夜の学校×自然を満喫できる

ラウンジ(室内)
寮生や、施設で働く人、また会員が使える専用ラウンジ
ドリンクや軽食のサービスもある
室内の階段から下の階に下がれる

ラウンジ(空中)
吹き抜け部分を利用したちょっぴりスリリングな、
ネットが貼ってあるラウンジスペース
座りながらでも、寝っ転がりながらでも、
自由に過ごせる場所となっている

チャレンジショップ(ショップスペース)
主に新しく湘南でお店を開きたい、という人に向けた貸出式のチャレンジショップ
貸し農園を借りて自分で野菜を育てながらお店を開くことも可能
主に飲食店向けだが、雑貨系のショップとしても使用は可能

植物工場(生産室)
農学校で使用する植物工場
規模は小さいので試験的な意味合いが大きくなっている
ここで生産された野菜もレストランやカフェなどで使用される

植物工場(育苗室)

植物工場(制御室)

植物工場(準備室)
エアーシャワーなどもある更衣室

チャレンジショップ(屋内飲食スペース)
フードコート式の屋内飲食スペースとなっている
植物工場側の大テーブルではショップ開催のイベント利用なども可能

チャレンジショップ(屋外飲食スペース)
フードコート式の屋外飲食スペースとなっている
ショップで購入したものを飲食する人が優先だが、
空いていれば誰でも使用可能なデッキのスペース

ワーキングスペース
仕事や勉強に使用出来る大きなテーブルは自由に使えるスペース
個室タイプは受付で時間貸しを行っている

図書室
農業関連の本の他、既存の図書室にあった蔵書などが並ぶ
書庫に隣接するのは子供用の図書スペース

書庫

渡り廊下図書館
3階中央部分は基本吹き抜けになっている
壁は基本ガラス張りとなっており、校舎全体への抜け感、
そして繋がりをつくっている
　

渡り廊下図書館
渡り廊下の中央には大階段
階段は昇降のためのスペースと、
ベンチスペースで構成されている
　

ジム(トレーニングスペース)
体育館2階はジムになっている
各種器具のほか、複数人でヨガなどを
行うスペースもある

ジム(受付)
体育館2階のジムの受付 ジム(更衣室)

ジム利用者のための更衣室
シャワー、パウダースペース完備
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ダ イアグラム

ラウンジ 
室内で少し休憩したい時に利用できる
全ての人が自由に使える場所

農耕具室
農学校で使う大型の機械を始め、個人区画のファームや体験農場で使う農耕具などが置いてある部屋
機械を出し入れしやすいように、この棟の1階部分のみ土間空間とした。

育苗室
苗を育てる部屋

鶏舎
平飼いの鶏舎。32㎡に100羽、坪換算で１坪あたり10羽の鶏を飼育する薄飼いスタイルを実践
自由に外に出られる設計になっている他、鶏舎内には止まり木も設置してあるので、鶏へのスト
レスを極力抑える飼育となっている

コンポスト設置個所
ファーマーズレストラン
朝採りの野菜や卵、プールで養殖された魚などが用いられる大きな常設のレストラン
農家の朝らしく早朝から開かれているアットホームな雰囲気のレストランとなっている
調理場は一部ガラス張りになっているので、料理が作られていくところを見ることが可能

加工場
加工品販売の授業で用いる他、
農学校に通う人が独自にマルシェで売るために規格外野菜の加工などを行える

半屋外デッキ
雨の日にマルシェを開催できる 遊具コーナー

簡単な子供のための遊具が置かれているスペース
預かり保育の子供が優先的に使用できる

保育室
一時的な預かり保育を行う
広くはないが高低差をつけることで
たのしめる空間となっている

総合案内所
施設の案内や農業体験の受付、
また貸し農園の管理なども行う

スタッフルーム
施設で働く人のためのスペース
もちろん、ここ以外の各種フリースペースも使用可能

スタッフ用更衣室

マルシェ
常設のマルシェ
学校で採れた新鮮な野菜や、
学生がつくった加工品などが並ぶ

講義室E
主に農業体験に参加する人の為の
レクチャールームとして使う

ロッカールーム兼更衣室
主に農業体験に来た人が使う

BBQ広場
農業体験で採った野菜を、
その場で調理し食べることが出来る

体育館
だれでも利用可能な体育館
天井が高い入り口側はバスケットボールやバドミントン、テニスなど
天井が低めの畑側は卓球台やボール遊びなどが出来る

アクアポニックスプール
プールを利用したアクアポニックス体験エリア
アクアポニックスの水耕栽培場所は浮島のような形になっており、
農業体験者はSUPで浮島まで行く
水中では水産養殖としてニジマス等の養殖を行い、
育てられた魚はレストランで使用される
アクティビティ×農業×漁業の新しい体験場所

アクティビティベース
アクアポニックスの体験受付
養殖の魚の捕獲備品や、SUP用のボードも置いてある
アクアポニックス関連の総合建物

1F  floor plan

pool　cross section
S=1/1200

S=1/1200

農学校関係 (学校関係者 )

寮 ( 学校関係者 )

畑 ( 学校関係者 )

農体験 (契約者・体験者 )

娯楽 ( 全ての人 )

OFFICE( 関係者 )

グランピング施設 (宿泊者・関係者 )

様々な人が空間を行きかうように、同じ用途の施設を一箇所に集中させることなく方々に配置していく。

1F  floor plan　&　Layout plan

2F  floor plan 3F  floor plan 4F  floor plan 5F  floor plan
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持 続可能な循環型農業ーアクアポニックスー　 コ ンポスト　 鶏 と肥料　 循環のまとめ

･コンポストとは堆肥｢compost｣や堆肥をつくる容器 composter」のこと
･堆肥とは｢土を改良する｣効果を持っているため、後述の肥料とは別用途で使用ができる
･農学校用の畑では大型のものを用いるが、貸出の屋上菜園にはダンボール型などを設置
し、簡単に始められるコンポストに触れ合って貰う

･主に肥料 ( 醗酵鶏糞 ) と卵の為に養鶏を行う
･前述の堆肥とは異なり、鶏糞からは｢植物へ直に栄養を届ける｣効果のある肥料を作るこ
とが可能
･飼育方法は敷地の広さを活かして、またより質の良い鶏卵や肥料の生産を目指して平飼
いとする

･水産養殖の「Aquaculture」と、水耕栽培の「Hydroponics」からなる造語で、魚と植物を同じシステムで育てる農業
･養殖魚から栄養豊富な天然の肥料 ( 排泄物 ) を植物に提供し、植物が肥料を吸収し水を浄化することで、魚と野菜を同時に育てる
ことができる循環型農業
･植物と微生物などの力によって水がキレイになるため水換えが不要
･起源は 1000 年も前まで遡る。メキシコ原住民族のアステカ族が、「チナンパ」と呼ばれる浮き島上で植物を育てる技術を生み出し、
これが農業用途のアクアポニックスとしては最初の形であると言われている

今回はこのアクアポニックスを既存のプールを改修し
て行う。
ルーツも含めて体感的にも楽しく触れ合って欲しいと
考えたため、プールに浮島型の畑を設置し SUP を用
いて浮島間を回遊できるアクティビティのようにした。
また養殖された魚はレストランで調理され、骨や内蔵
等はコンポストに入れられ堆肥となり畑に活かす循環
も期待できる。

駐車場B 
通学スタイルの学生や講師のための駐車場

芝生広場 
芝生のエリア
お昼寝してもよし、購入したものをここで食べるのもよし

日帰り農業体験
日帰りで農業体験をするための畑
収穫した野菜はすぐそこのBBQ広場で
調理し食べることが可能

駐車場B 
既存の緑地を活かした小道
校舎に光が届くよう、木の種類及び本数を調整する

駐車場A 
一般来場者のための駐車場
車いす用の駐車場もあり

FIELD　BASE 
畑の中にポツンと建つ緑に覆われた施設
1階はカフェスペースと農作業中の人たちの休憩スペース
2階は畑を一望できる見晴らしスペースになっている

FIELD 
学生一人につき一区画が与えられる
年間の栽培計画を立て、日々自己管理をする区画
区画内では周囲の人と相談したうえで小さなビニールハウスを建てることも可

SCHOOL FIELD 
授業で使用する畑
そのため、一区画が大きいものになっている

ビニールハウス 
授業で使用する大型のビニールハウス

ピクニックエリア 
芝生のピクニックエリアのほか
既存の高木を活かしたステップ式のデッキエリアがある

空地エリア
貯水タンクやコンポストが常設
工具や機械なども状況に応じて置くことができる

中央広場 
晴れの日にはここでマルシェが開かれる、
ウッドデッキスペース

･この施設内だけでも自然が循環するように設備や機能を構築した
つくられた野菜の可食部分は調理され、私たちの体をつくる。残念ながら
廃棄されてしまうものはコンポストへ投入し、肥料となり畑へ還りまたこ
のサイクルの調理過程へ
・鶏が産んだ卵は、殻や糞はコンポストへ投入され肥料となり、畑へ活か
される。可食部分は美味しく調理され私たちのからだの中へ
・養殖の魚は、養殖されている最中から野菜の養分となり、その野菜がま
た循環のサイクルにのる。育て上げられた魚は食卓に上がり、骨等はコン
ポストへ投入され、畑へ直接運ばれてゆく

Layout plan
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①畑からFIELD BASE を見る
畑作業をする人が休憩がてら立ち寄ったり、
一般のお客さんがお散歩に来たりする .
畑の中の拠点 .

②C棟 2F のチャレンジショップ
湘南にお店を持ちたい人がその腕試しとしても
使えるチャレンジショップ .
農家との縁をつくる足掛かりともなる .

③C棟屋上グランピングテント
テントの前には BBQを行えるデッキが常設、
雨天の日にも対応できるようになっている .
宿泊には収穫体験が盛り込まれている .

⑥A棟４Fの室内栽培所を廊下から見る
寮生が共同で管理する室内の栽培所 .
雨天の日のグランピング宿泊者等の体験農業など
にも使われる .

⑦A棟と B棟の２,3F をつなぐ渡り廊下
大階段を利用した図書スペースにもなっている渡り廊下 .
敷地に足を踏み入れた人が、人の活動を感じ取れる場所
にもなっている .

⑧畑エリアからピクニックエリアをみる
畑エリアの東にはピクニックを愉しめる芝生エリアと
既存の樹木を利用したデッキがある .
デッキは様々な高さのものがあり、階段を使って移動する .
樹木によっては小さな椅子がぶら下がっている .

⑤C棟４Fのシェアオフィス
５つのテナントが入っているシェアオフィス .
各ブースには本棚とデスクがある
共有スペースでは簡単な調理も可能となっている .

④農学校の個室寮の様子
寮の個室にはクローゼットとベッド、ソファ、
本棚が一体となった家具と、壁に取り付けられているデスクがある .
全室南側には大きな開口があり、温かい日差しが差し込む .
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