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→詳細は 5枚目にて

自然自然

まちぐるみ旅館まちぐるみ旅館

酒蔵酒蔵

農家農家
レストランレストラン

温泉温泉 高千穂高千穂熊本熊本
大津大津

阿蘇阿蘇

世界世界
首都圏首都圏

町営住宅町営住宅

四季の並木

トロッコ列車トロッコ列車

田園風景田園風景

既存樹既存樹

木かげの駐車場木かげの駐車場

森の散策道森の散策道

森の乗降所森の乗降所

カルデラパークカルデラパーク

車寄せ車寄せ

駐車場駐車場
緑化ブロック舗装緑化ブロック舗装

車寄せ車寄せ

タカモリ・ステーションコアタカモリ・ステーションコア

タカモリ・ライブラリータカモリ・ライブラリー

タカモリ・ルームタカモリ・ルーム
タカモリ・リビングタカモリ・リビング

ホームホーム

みんなのひろばみんなのひろば

まるた公園まるた公園

ＴＡＫＡｒａＭＯＲＩＴＡＫＡｒａＭＯＲＩ

防災倉庫防災倉庫

防災井戸防災井戸

SLSL

石碑石碑

交差点から電車がみえる！
いままで見えなかったのに！

ショートカットできて
便利！

帰りに駅よってこうぜ

線路横の桜並木きれい！
来年またこよう！

高森じかんプログラム
ここでやります！

雨に濡れずに車に
乗れる！便利！

駅が小さくなって、
山がみえて素敵だわ

ツーリングついでに
寄ってみよう

降りたら公園だ！
すごい！

きょうは駅前のカフェで
仕事でもしようかな

この舗装では
ゆっくり徐行

ここなら安心して
遊ばせられるわ！

遊具がいっぱいで
湧水トンネル公園と
また違った良さが
あるわね。

ママ！公園たのしい！
またつれてきて！

めっちゃインスタ映する
SNS にアップしようっと

懐かしい！
こどものころに
乗った SL だ！

コスプレして
撮影するにはいい
スポットね！

高低差が解消されてる！

賑わってて
やまからもよくわかる！

TAKAraMORI にも
寄ってみよう

まちの人が
案内してくれて
助かる！

やっぱ夏は高森で
農業体験！

高森町の玄関口となる駅舎本体は、コンパクトでありながらも、外部まで含めた空間を重
ね使いすることにより、多様なアクティビティを受け入れる大らかさが大事だと考えます。
町民にとってとにかく便利で、目的がなくても集まりたくなるような駅、
特定の用途だけになるのではなく、みんなでつかい、話合いながら、いろいろな使い方が
できる場です。
この場をつくること、運営することを通して、人々がつながり、まちが元気になることを
めざします。駅前が活気に溢れることは、訪れる人、移り住む人にとって魅力的な町に感
じられると思います。
＊この提案では、既存駅舎の半分ほどの規模の駅舎を想定していますが、
使っていく中で、数年後機能拡張により増築した場合を想定して描いています。

根子岳根子岳高岳高岳

公民館公民館

復興のシンボル 活動の拠り所になる場

みんなで考える、創造的対話

ー安心感のある丸太柱― ーまちと田園風景をつなぐ裏表のない建築－

小さい点から大きな面へ
ー地域一体でブランディング―ー対話しながらかえていく柔軟な計画―

地域資源を最大限に活かす
ー豊かな森林資源・気候・人材―

100 年後も豊かに暮らせるように、その想いから始まること。未来へとつなげること。
つながり、ひろがる、森のように育まれる駅ひろば

創造的復興に必要なものは、町民にとっての希望、安心感となるシンボル（復興）と、
活動の拠り所となる場（定住）、そして高森の豊かな地域資源（観光）を創造的対話に
より結びつけていくことだと考えます。
そしてその主役は町民の皆さんです。
我々は、そのシンボルと場、対話により町が持続可能なしくみを提案します。

南阿蘇鉄道沿線地域のまちづくり戦略としての観光拠点化について
まちづくり戦略の柱である定住・観光の視点からの創造的復興の提案

防災拠点として必要な堅牢さや設備を備えることはもちろん、
町の大黒柱のように安心感を与えるような駅舎を目指します。
防災時には、情報提供の場になりますが、日常的には防災教育・啓発の場としても、
これまでの災害の教訓を伝えていく場を目指します。
駅周辺広場は、高森の資源（湧水）、鉄道というインフラの強みを活かした物資・人の供
給拠点として整備します。

南阿蘇鉄道の起終点となる「高森駅」の防災拠点化
駅舎及び駅周辺広場における大規模災害を想定した防災拠点の考え方

町の玄関口としての駅舎及び周辺整備
町民の生活を支え、まちの元気を生み出す交流拠点の考え方

まちづくりの主役は、高森町の町民のみなさんと豊かな資源です。
我々は、高森町で育った主任技術者を中心に、多種多様な専門性を持つエキスパート達と
チームをつくり、まちづくりに関連する様々なテーマに対し、領域横断的に「みんなで考え
るまちづくり」をサポートします。
多角的な視点や価値観が創造的な対話を生みます。

誰にとってもやさしく、環境にも優しい持続可能な駅を目指します。
はじめから大きなもの、特定のものをつくる必要はありません。
まずは小さくつくり、初期投資を抑え、最大の効果を生むことをめざします。

 「みんなで考えるまちづくり」を実現するための手法
ワークショップ等、透明性を高め、広く町民の意見を取り入れるための具体的な手法の提案

ユニバーサルデザイン・環境・省エネ・コスト
バリアフリー・ユニバーサルデザイン、環境負荷の低減に配慮し、
ライフサイクルコ ストの縮減も図ることのできる施設整備の考え方
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丸太遊具丸太遊具
カルデラ築山カルデラ築山

根子岳根子岳
四季のある植栽四季のある植栽

既存樹木既存樹木

彫刻彫刻 木かげの駐車場木かげの駐車場

みんなのひろばみんなのひろば

観光列車観光列車

広場と一体になったホーム広場と一体になったホーム

四季のある植栽四季のある植栽

根子岳根子岳

みんなのひろばみんなのひろばホームホーム

観光

観光

観光

定住

定住 観光
定住

定住
交流

交流

定住 交流

交流

まちづくり

まちづくり

まちづくり

防災

防災

UD

省エネ

省エネ

まちづくり省エネ

まちづくり

コストコスト

⾃然と⽇常のにぎわい⾵景をつなぐ町の顔
町の顔 /⾵景と線路と町をつなぐ /⽇常・⾮⽇常の様々な活動の拠りどころ

■根子岳がみえるホームの配置■根子岳がみえるホームの配置

ホームを南側に移動することで、電車か
ら降りた乗客は、高森のシンボルである
根子岳を望めます。また、既存の駅舎と
ホームの位置ずらすことで、スムーズな
建て替えが可能となります。

ホームを南側に移動することで、電車か
ら降りた乗客は、高森のシンボルである
根子岳を望めます。また、既存の駅舎と
ホームの位置ずらすことで、スムーズな
建て替えが可能となります。

■四季のある自然の中の駅■四季のある自然の中の駅

敷地西側の並木と呼応して、ホーム沿い
に桜並木を配置し、四季で異なる表情を
もつ駅周辺をつくります。また、町民が
日常的に訪れる憩いの場になります。

敷地西側の並木と呼応して、ホーム沿い
に桜並木を配置し、四季で異なる表情を
もつ駅周辺をつくります。また、町民が
日常的に訪れる憩いの場になります。

まるた公園まるた公園

みんなのひろばみんなのひろばタカモリ
ものづくりひろば
タカモリ

ものづくりひろば

タカモリ
ルーム
タカモリ
ルーム

タカモリ
リビング
タカモリ
リビング

みんなのひろばみんなのひろば

（ホーム）（ホーム）

田園風景田園風景

森の乗降場森の乗降場

森の乗降場森の乗降場

SLSL
風鎮祭り神輿風鎮祭り神輿

生活道路生活道路

既存樹木既存樹木

木かげの駐車場
計 34 台

木かげの駐車場
計 34 台

公民館公民館

彫刻彫刻

石碑石碑

TAKARAMORITAKARAMORI

（駅事務室）（駅事務室）

公園駐車場
8台

公園駐車場
8台 バイク置場バイク置場

防災井戸防災井戸

（物資供給拠点）（物資供給拠点）

（災害情報拠点）（災害情報拠点）

（給水拠点）（給水拠点）

（炊出し拠点）（炊出し拠点）

防火水槽（予定）防火水槽（予定）

町営住宅町営住宅

■ホームと一体的な “みんなのひろば”■ホームと一体的な “みんなのひろば”
みんなのひろば（イベント広場）をホームとフラッ
トな構えとし、一体的に整備することで、駅舎や広
場の活動がホームに滲み出ます。観光列車と連動し
た催しは、電車との一体感を演出し、また、「電車
を降りたら、そこは公園」という印象をつくります。

みんなのひろば（イベント広場）をホームとフラッ
トな構えとし、一体的に整備することで、駅舎や広
場の活動がホームに滲み出ます。観光列車と連動し
た催しは、電車との一体感を演出し、また、「電車
を降りたら、そこは公園」という印象をつくります。

■シンプルな交通計画■シンプルな交通計画
敷地内の旋回を減らし、バ
スや乗用車がスムーズに出
入りできるようにします。
南北に抜ける車道を確保し
ながら、舗装を緑化ブロッ
クとし、アスファルト面積
を最低限に抑えます。

敷地内の旋回を減らし、バ
スや乗用車がスムーズに出
入りできるようにします。
南北に抜ける車道を確保し
ながら、舗装を緑化ブロッ
クとし、アスファルト面積
を最低限に抑えます。

■記憶の継承■記憶の継承
敷地内の樹形の良い樹木や、彫刻や石碑、
SL や風祭の展示物も構内に再配置し、
高森町の人々の記憶を継承します。

敷地内の樹形の良い樹木や、彫刻や石碑、
SL や風祭の展示物も構内に再配置し、
高森町の人々の記憶を継承します。

■木かげの駐車場

②町と近い駅舎の配置②町と近い駅舎の配置
駅舎を線ではなく、点として、建築ボリュームを抑えたことにより、
田園を借景として取り込み、南鉄車両と合わせて、町から一望でき
るようになります。電車や線路、田園風景が町から身近に感じられ
るようになり、高森駅ならではの駅舎の風景をつくり出します。

駅舎を線ではなく、点として、建築ボリュームを抑えたことにより、
田園を借景として取り込み、南鉄車両と合わせて、町から一望でき
るようになります。電車や線路、田園風景が町から身近に感じられ
るようになり、高森駅ならではの駅舎の風景をつくり出します。

■風景に溶け込む■風景に溶け込む
敷地西側の田園の緑を引きこみ、
周辺の風景と連続させることで
記憶に残る駅とします。

敷地西側の田園の緑を引きこみ、
周辺の風景と連続させることで
記憶に残る駅とします。

■小さくつくって、将来的に展開する■小さくつくって、将来的に展開する

現状の駅舎より、面積を約半分の規模に設
定しました。コンパクトで使いやすく、重
ね使いが可能な空間とします。
つかっていきながら、必要に応じて増築等
の展開を検討していきます。

現状の駅舎より、面積を約半分の規模に設
定しました。コンパクトで使いやすく、重
ね使いが可能な空間とします。
つかっていきながら、必要に応じて増築等
の展開を検討していきます。

■防災倉庫■防災倉庫
敷地内に防災倉庫を設置し、災害
時町民の一時的な避難に備えます。
敷地内に防災倉庫を設置し、災害
時町民の一時的な避難に備えます。

■湧水を利用した防災拠点■湧水を利用した防災拠点

■まるた公園■まるた公園
子供が広い場所で走りまわれるような公園を設けます。
丸太でつくった遊具を設置したり、カルデラのような
微地形を設けるなど、大人でも楽しめる阿蘇地域なら
ではの風景と一体化した公園とします。

子供が広い場所で走りまわれるような公園を設けます。
丸太でつくった遊具を設置したり、カルデラのような
微地形を設けるなど、大人でも楽しめる阿蘇地域なら
ではの風景と一体化した公園とします。

■森の散策道■森の散策道
枕木を利用し、南北移動のショートパスとなるような散策道を
整備し、公民館と各方向からの町民動線を確保します。特に電
車をよく利用する高校生や高齢者に配慮した歩行空間とします。

枕木を利用し、南北移動のショートパスとなるような散策道を
整備し、公民館と各方向からの町民動線を確保します。特に電
車をよく利用する高校生や高齢者に配慮した歩行空間とします。

配置図　1/800

（将来増築余地）（将来増築余地）

（将来増築余地）（将来増築余地）

タカモリ・ライブラリータカモリ・ライブラリー

タカモリ・ライブラリータカモリ・ライブラリー

タカモリ・ステーションコアタカモリ・ステーションコア

タカモリ・ステーションコアタカモリ・ステーションコア

交差点からみた既存駅前

樹木などを用いて計画地
の風をやわらげるなど、
居心地の良い場所
をつくります。

樹木などを用いて計画地
の風をやわらげるなど、
居心地の良い場所
をつくります。

グランド・ジャット島の日曜日の午後グランド・ジャット島の日曜日の午後

―高森町の玄関口にふさわしい駅前広場の風景をつくるためにー―高森町の玄関口にふさわしい駅前広場の風景をつくるためにー

―「草原風景」と「賑わい風景づくり」を実現するための手法――「草原風景」と「賑わい風景づくり」を実現するための手法―

①高森町だからこそできる風景の創出 ③地域の人々が絶えることのない穏やかな賑わい
高森町の特徴である「広大な草原風景と阿蘇への眺望」を活かし、
訪れる町民や観光客、そして高森町で暮らす人々の心に刻む風
景を創ります。南側にずらしたホームにより、電車を降りてす
ぐに、根子岳が望める印象的なアプローチをつくります。

高森町の特徴である「広大な草原風景と阿蘇への眺望」を活かし、
訪れる町民や観光客、そして高森町で暮らす人々の心に刻む風
景を創ります。南側にずらしたホームにより、電車を降りてす
ぐに、根子岳が望める印象的なアプローチをつくります。

駅を地域住民の日常生活の拠り所として捉え、観光客だけで
はなく、地元の学生、子供からお年寄りまで、気軽に訪れて
時間を過ごす場を目指し、その賑わいが新たな町の生活風景
を作り出します。

駅を地域住民の日常生活の拠り所として捉え、観光客だけで
はなく、地元の学生、子供からお年寄りまで、気軽に訪れて
時間を過ごす場を目指し、その賑わいが新たな町の生活風景
を作り出します。

駅向こうの風景と電車
がみえる！今まで見えてな
かったけど、素敵だね。

駅向こうの風景と電車
がみえる！今まで見えてな
かったけど、素敵だね。

高森じかんの体験ツアー
バスはもうすぐ到着だよ。
高森じかんの体験ツアー
バスはもうすぐ到着だよ。

なんか高森駅って人が集っていて
元気なまちだな…
なんか高森駅って人が集っていて
元気なまちだな…

この太い柱安心感あるねこの太い柱安心感あるね

次回の高森農業塾の
企画ですが…
次回の高森農業塾の
企画ですが…

お迎えが来るまでここ
で勉強して待ってよう。
お迎えが来るまでここ
で勉強して待ってよう。

地元生徒とのコラボや、
駅弁企画なども考えたいですね。
地元生徒とのコラボや、
駅弁企画なども考えたいですね。

この風景ってあのＣＭだよね！
インスタ映えするね！
この風景ってあのＣＭだよね！
インスタ映えするね！

次の電車まで時間ある…
おもてなしマイスターのバッチの
人に声かけてみようかな…

次の電車まで時間ある…
おもてなしマイスターのバッチの
人に声かけてみようかな…

バスへの乗り換えもスムーズ！バスへの乗り換えもスムーズ！

災害時のインフラで一番復旧に時間を要する
のが水です。
高森町の豊かな資源である湧水を利用した防
災井戸を設け、地域への給水拠点となります。
一般トイレの洗浄水にも井水を利用すること
で、ランニングコストを軽減させつつも、断水
時にも利用可能にします。

災害時のインフラで一番復旧に時間を要する
のが水です。
高森町の豊かな資源である湧水を利用した防
災井戸を設け、地域への給水拠点となります。
一般トイレの洗浄水にも井水を利用すること
で、ランニングコストを軽減させつつも、断水
時にも利用可能にします。

車寄せ車寄せ

庇下の車寄せ庇下の車寄せ

バス停バス停

観光バス停留所観光バス停留所

観
光
バ
ス
停
留
所

観
光
バ
ス
停
留
所

タクシー停留所タクシー停留所

駐輪場駐輪場

■微気象への配慮■微気象への配慮

ロータリー内周部の駐車場を緑化ブロック舗
装とし、イベントでも使える設えとします。
また、駐車場にも木を植え、木かげの駐車場
をつくります。

ロータリー内周部の駐車場を緑化ブロック舗
装とし、イベントでも使える設えとします。
また、駐車場にも木を植え、木かげの駐車場
をつくります。

バ
ス
停
留

バ
ス
バ
ス
停
ス
停
留留既存樹を

保存します。
既存樹を
保存します。

バス・タクシーへ
乗り換えやすい !!
バス・タクシーへ
乗り換えやすい !!

掘削土等で敷地内の
段差をゆるやかにつなぎます。
掘削土等で敷地内の
段差をゆるやかにつなぎます。

ツーリングのついで
に立ち寄ってみよう
ツーリングのついで
に立ち寄ってみよう

モモ

待合いスペース、ミニライブ
ラリー、学習、カフェ、コワー
キングなど多目的に使える！

待合いスペース、ミニライブ
ラリー、学習、カフェ、コワー
キングなど多目的に使える！

雨に濡れずに、
庇下で車の乗り降りができる
雨に濡れずに、
庇下で車の乗り降りができる

将来計画将来計画

カカ

最初に建てる駅舎最初に建てる駅舎
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登梁：木120x240
補助柱：木120x120

キールトラス上弦材：木120x180
キールトラス下弦材：木52.5x105ダブル

梁　：木120x120
柱　：木120x120

外周梁：120x120

丸太：Φ300

サブトラス上弦材：木120x180
サブトラス下弦材：木52.5x105ダブル

ひろばひろば ひろばひろば ひろばひろば

ひろばひろば

ひろばひろば

（屋外）（屋外）（半屋外）（半屋外）（屋内）（屋内）機能ユニット
機能

ユニット 機能

機能

機能

WC

―町民の生活を支え、心の拠り所となる場の考え方―

―「人、風景、活動の結節点となる場」を実現するための手法―
―将来を見据えた持続可能な構成―

地域固有の建築 / ⾃由展開可能な形式 / 集いの場としての建築 / 裏表のない / 町の灯り / 気軽に⽴ちよりたくなる駅 /
丸太がつくる 拠り所としての これからの駅

まるた公園

見守りテラス見守りテラス タカモリ・ルームタカモリ・ルーム

見晴らしテラス見晴らしテラス

授乳室・多目的トイレ授乳室・多目的トイレ

トイレトイレ

タカモリものづくりひろばタカモリものづくりひろば

みんなのひろばみんなのひろば

屋外倉庫屋外倉庫

タカモリ・リビングタカモリ・リビング

縁側縁側

ステージ
テラス
ステージ
テラス

タカモリ・ライブラリータカモリ・ライブラリー

タカモリ・ステーションコアタカモリ・ステーションコア

電車を待つ間
おしゃべりする高校生

移住を考えている人たちが
簡単に情報交換できていい
よね

子どもを遊ばせながら
簡単な打ち合わせ

部屋の名前もみんなで考えます

災害時には、物資の輸送、被災者
の移動手段として機能します。

観光交流センターと連携した
インフォメーションブランチ機能

災害時には情報拠点となるが、日常
的にも防災啓発の場として、これま
でのまちの災害を語りついでいく場
にもなります。

①阿蘇の丸太がつくる町民の集いの場

②多様な機能に対応し、展開可能な建築形式

平面図　1/300

ふらっと立ち寄り、
縁側でおしゃべり

■最小限の機能ユニット+ひろば

機能ユニットと「ひろば」を基本構成とし
ます。「ひろば」は室内・半屋外・屋外か
らなります。このユニットを展開していく
ことで、高森駅だけでなく、様々な展開が
可能です。

■柔軟で変更・展開可能な形式
現段階では未確定な大きさや機能は「丸太がつくる場」
を骨格として、対話で決めます。建てる場所も自由です。
丸太本数も自由で増築可能。維持管理が容易な計画です。
丸太建築が増殖することが地域全体のブランディングに
もつながります。

■丸太中心・裏表をつくらない

内部をつくりながら、外部もつくる事で表
裏のない空間を可能とし、いろいろな方向
から人々を迎え入れることができます。設
備スペースを小屋裏に配置することで景観
に配慮しつつ、配管ルートの最適化を図り
ます。

■タカモリ・リビング
南鉄応援団協力の元、市内の大学生
グループで地元学を教える機会を設
けたり、日常的に大学生が関わる機
会を提案します。

南鉄応援団協力の元、市内の大学生
グループで地元学を教える機会を設
けたり、日常的に大学生が関わる機
会を提案します。

■タカモリ・ライブラリー
図書館機能を持つコーナー+Wi-Fi で高校生が
放課後に宿題をしにきます。駅の待合室は学生
にとっての勉強部屋になり、まちで充実して過
ごせる場となります。
移住してくる若い世代の人たちにとっても重要
な情報源となり、町の人との接点になります。

図書館機能を持つコーナー+Wi-Fi で高校生が
放課後に宿題をしにきます。駅の待合室は学生
にとっての勉強部屋になり、まちで充実して過
ごせる場となります。
移住してくる若い世代の人たちにとっても重要
な情報源となり、町の人との接点になります。

■タカモリ・ルーム
コワーキングの場「プチワーキング」を
設けます。子どもを預けながら仕事をし
たり情報交換することが可能となりま

コワーキングの場「プチワーキング」を
設けます。子どもを預けながら仕事をし
たり情報交換することが可能となります。

高森じかんの体験プログラム。すでに高森町での
活動に実績がある高森町の人材を活かした
TAKAraMORI の活動と連携します。駅で使う家具
をつくるなど、住民とのコミュニケーションの場
となります。

高森じかんの体験プログラム。すでに高森町での
活動に実績がある高森町の人材を活かした
TAKAraMORI の活動と連携します。駅で使う家具
をつくるなど、住民とのコミュニケーションの場
となります。

■まちの結節点となる駅
単なる駅機能だけでなく、インフォメーションや農産物を売る場、
宿泊案内所も兼ねた場所とします。
災害時には情報拠点となります。

単なる駅機能だけでなく、インフォメーションや農産物を売る場、
宿泊案内所も兼ねた場所とします。
災害時には情報拠点となります。

ちょっと気分転換や
簡単な打ち合わせで
立ち寄る

みんなでつくる
家具のワークショップ
みんなでつくる
家具のワークショップ

丸太を拠り所に
テントが張りやすい

みんなのひろばはイベント時の
会場になります

風鎮祭の山車が通ったり
高森にわかの会場にも

みんなのひろばはイベント時の
会場になります

こういった外部スペースは、
災害時にも有効

地域活動地域活動

〈重ね使い可能な空間 ( タカモリ・ライブラリー、ルーム、リビング、屋外スペース ) の活用イメージ〉
コワーキングコワーキング ものづくりワークショップものづくりワークショップ おまつり広場おまつり広場

自然換気

自然採光
室外機置場を
小屋裏に納める
ことで景観に配慮

流通製材
吹出

ペアガラス

断熱性能の確保

井水利用で省エネでありながら、
防災にも役に立つ

排水インフラが断絶しても利用可能なトイレ

裏表のない空間

中間期は開け放つことで
外部と一体利用可能

災害時のことを考慮し、
太陽光パネルの設置

丸太Φ300

丸太Φ300

■省エネ・ライフサイクルコスト・防災

300φの丸太の周りに流通材で構成された耐震コアを取り付
け、水平力を負担します。2本の丸太で支えられた屋根は、
トラス架構にすることで、柱を可能な限り減らすことができ、
それによって生まれた空間は、フレキシブルで多様な使い方
を可能にします。

地域産の木材を活かした固有の建築を目指します。通常製材
しても利便性の低いと言われている 300 ～ 400φ程度の丸太
をそのまま柱として活用します。

中水に井水を利用することで災害時でも水洗トイレが利用でき
ます。中間期は自然換気を可能にすることで空調期間を減らし、
県産ペレットを熱源として利用します。

断面図 1/200

冬期

一般
本提案

夏期

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

中間期凡例

年間空調期間比較表

＜concept sketch＞

こんにちは。きょうも
良い天気ですね。

ここから見える山が
根子岳ですよ

今日は立野まで列車で
いこうぜ！

新しくなった駅、
賑わってるね

高森の特産品
おすすめです！

山村酒造の銘酒「れいざん」
と地元野菜のお惣菜をカウ
ンターで楽しみながら帰り
の電車を待とう♪

電車を待つあいだに
地元の野菜やお土産を買えちゃう！

子供が座って休める低いテーブルと
イスがあるからお絵かきに夢中！

「高森町おもてなしマイスター」の
研修会など観光ボランティア拠点に
もなります

高森町って子育て応援プログラムも
充実しているのね！

おじいちゃん、おばあちゃんが朝の
健康体操に参加したあとひと休みで
きるからおしゃべりに花が咲くね。

移動式屋台で地元野菜やフルーツの
スイーツやパンがおいしいと評判！

この前の打合せの
続きですが。。。

交流定住定住

定住

定住交流

定住 交流 まちづくり

まちづくり

まちづくり

防災

防災UD 省エネ コスト

防災省エネ省エネ コスト

コスト
まちづくり コスト

観光

交流 防災観光
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高森中学校

高森幼稚園

高森保育園
光専寺

西蓮寺

高森町役場

高森高等学校

高森中央小学校湧水トンネル公園

観光交流センター

山村酒造

阿蘇マルキチ醤油
新駅新新新新新新駅新新駅

高森駅森森森駅駅駅森駅

国道

南鉄沿線各駅

南阿蘇村

熊本市南郷谷地域
世界からの観光客

町外からの中高生

市内からのインバウンド

高森じかんプログラム

まちまるごとホテル

アグリツーリズム

熊本市内大学

地域一体
ブランディング

高森駅

熊本 移住

高森

立野

豊かな自然+高速通信インフラ+住宅

自然に囲まれながら、世界を相手に仕事する

高森中松

高森町役場

高森中学校

高森高等学校

高森中央小学校

高森駅

―⼈・交流・観光・防災・定住・モビリティのネットワーク構築―
⼩さい点から⼤きな⾯へ

■まちぐるみで観光を盛り上げる

・町中にある空家を活かし、宿泊施
設に改築することで、「泊まって遊ぶ」
という新たな高森の楽しみ方を提案
します。駅で「おもてなしマイスター」
が観光客に を渡すなど、交流を生
み出しつつ、「まちぐるみホテル」で
高森の魅力を更に増幅させます。

・「丸太柱」を始め、木材で作
られた遊具、街灯と合わせ、
サインとアートデザインで南
鉄沿線全体で一体感を生み出
し、より広域で総合的なブラ
ンディングを行うことで、イ
メージが伝わりやすくなり、
SNS を通して世界に向けて発
信します。

またこの町には魅力的なアクティブ・シニアの方々が
生活しています。彼らを高森の重要な人材としていき
いきと活躍してもらえるネットワークをつくります。

・阿蘇地域の災害は地震・水害・火山と多肢に渡ります。
ハザードマップでは駅は安全な場所にあります。駅という
日常の場所が災害時に拠点となることで住民に安心感を与
えます。

・駅を新たな拠点とし、既存の高森じかんのプログラムを更
にサポートします。「風鎮祭」「高森にわか」町の様々な目玉
イベントも、広場で田園風景や根子岳を背景に開催可能です。

高森町には高森じかんをはじめとした素晴らしい地
域資源と人々のつながりがあります。我々の提案は、
その可能性を更に広げていくことを目指します。

・高森の自然と高速通信インフラは、若いノマードワーカー
世帯にとって大きな魅力です。駅で「コーワキングスペース」
を設け、徒歩圏内にある充実した町営・民間の賃貸住宅と
合わせて、市内からさらなるインバウンドを目指します。

・高森駅を使いながら、必要に応じて様々な生活機能（ミ
ニ集会所、小さな防災拠点など）を沿線に展開し、お互い
が補完しあい、町の機能性を高めるとともに、駅間を移動
しながら過ごす、高森の新しいライフスタイルを形成しま
す。

■地域に安心感を与える拠点

・災害時「高森駅」を給水の拠点
とすることを提案します。断水時、
簡易な防災トイレではなく、駅の
一般トレイを 24ｈ使用可能にし、
避難生活のストレスを低減させま
す。また、鉄道レールを利用し、
沿線地域に井戸水・支援物資を運
ぶことも可能です。

・駅に付設する広い駐車場は、
自衛隊の被災地救援の前線基地
として活用し、飲食料品、日用
生活用品物資の配給拠点となる
ことを想定します。また、駅舎
を情報発信拠点とし、手書き地
図等の配布、掲示を行います。

・既存の避難所である高森中学校・
高森中央小学校・高森役場との連携
は、町民と話し合いながら、避難所
ごとの役割や駅の位置づけを検討し
ていきます。

■多世代を超えた様々な交流を生む駅
・駅にちょっとした図書コーナーを設け、Wifi
や電源を完備し、電車を利用する学生が放課後
に、勉強できる空間を提供します。コーワキン
グスペースとも兼用し、日常的に駅で時間を過
ごす人たちと観光客との交流を生みます。

・「タカモリ・リビング」となる多目的スペースを
設け、「高森学」や「高森農業塾」の開催はもちろん、
「たからもり」とも連携し、町民とまちづくり会議
を開くことも可能です。また、「南鉄応援団」を主
体とする県内の大学生と連携し、地元の小・中・高
生やシルバー世代の人々に向けて、課外講義を行う
こともできます。

・駅を年齢問わず活躍できる拠点として位置づ
けます。英語教育に力を入れている高森町の生
徒が、世界からやってくる観光客相手に、英語
力を発揮するチャンスでもあります。週末「高
森町観光マイスター」とともに、観光案内を務
めるなど、高森ならではのおもてなしを世界に
アピールします。

・まるた公園はこどもたちにとって最高の遊
び場です。公園の横に授乳室を設けた子育て
相談スペース兼作業場をつくります。子供が
遊んでいる間、お母さんがちょっとしたプチ
ワーキング（単発で発生する簡単な仕事）で
働き、一緒に作業を行うおばあちゃん・ママ
同士と会話しながら、育児の悩みを相談でき
る場を提案します。

高森駅を拠点に、徒歩圏の公民館、TAKAraMORI、観光交流センターから熊本市・国内外
まで、町内のあらゆる資源をいかし、まちの未来につなげるネットワークを提案します。

―「高森駅」を拠点に広がる広域ネットワーク― ―既存の輪に接続し、広げること―
高森は南郷谷・南阿蘇の中心として近年再認識されてい
ます。熊本市内だけではなく、宮崎・高千穂・大分など
の広域的なネットワークも視野に入れます。

まちの未来につなげるネットワーク＜観光＞＜定住＞

まちの未来につなげるネットワーク＜防災＞＜交流＞

観光

定住
■U- ターンしたくなる新しい高森暮らし

防災

交流
今日は

駅で勉強しよ！

似顔絵書けるように
なりたい人？

May I help you?

はーい

飲み物 OK だし、
いいね！

How can I 
get to

Tsukimawari-koe
n?

何歳からしつけ
たらいいかわか

らない、、、

1 人で悩まずになんで
も相談していいわよ

既存高森じかんプログラム。駅で集合して会場へ向かう（駅開催でも可）

フェルト教室ﾍﾟｰﾊﾟｰｳｪｲﾄ教室 火育講座

災害時駅で汲んだ湧水を
雑用水（トイレ）に利用

湧水利用

農家野菜販売

観光客や駅にやってく
る町民に野菜直売

農家野菜販売

駅で案内されて
参加する体験プログラム

町内に移住した若い人が
駅でパソコンで仕事

コーワキング

「新酒とふるさとの味
まつり」で商店街と
観光交流センターと
駅の連携で一体的に
盛り上がる

熊本市の大学生（南鉄応援団）
が地元の子供に課外授業！

課外授業

地元の丸太で駅前に置く
みんなの家具をつくる

丸太
ワークショップ

放課後に駅のカフェで
くつろぎながら宿題

勉強・図書

先生と公園に
遊びにいく子供

園児とまるた公園

駅に荷物を預けてレンタル
サイクルで周辺を巡る

レンタルサイクル

ピザつくり体験

空き家を改築し宿泊施設に。
やがて町ぐるみホテルになる

民泊

既存高森じかんプログラム

そば打ち教室

既存高森じかんプログラム。駅で集合して会場へ向かう（駅の広場でも開催可能）

田楽体験

たからもり、南鉄応援団、町民
みんなで高森の未来について考える

まちづくり会議
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観光

観光

定住

定住

交流

交流

まちづくり

防災

防災



H30 年度 9 10 11 12 1 2

高森らしさを
持つ駅前広場
プロジェクト
スタート

南阿蘇
鉄道復興

与条件整理

つくる会議 つかう会議

H35-H39  南阿蘇鉄道全線復旧

配置・規模・ゾーニング検討、比較

配置・規模・ゾーニング見直し、計画検討

とりまとめ

グランドデザイン
により決定

グランド
オープン
オープニングイベント
記念植樹等

設計・建設工事 使用開始 ! 10 年後5年後 ・・・・・・・・・・ ・・・・・ ・・・・・20 年後 30 年後

立

配置・規模・ゾーニング見直し、計画検討

様々な
ワークショップを通じて
組織を成熟させる

高森の文化活動・交流の活性化
世界への発信

「まちづくりの拠点」の実現へ

駅周辺再開発に向けた
グランドデザイン段階
からの市民参画

オープニングイベント
運営・管理など
継続的に活動

施設運営を見越した
組織準備として

たくさんの人が
参加することで
互いに助け合う
組織づくりをする

施設の枠を越えた連携

市民団体

設計チーム

高森えきまえプラットホーム

NPO 行政

駅員

子育て

etc...

学生

社会に結び付けたい

駅舎だけでなく、
文化施設や学校など
県内の多様な施設と
連携することで利用
促進を図りたい

行政だけでは、需要に
応えられない…

こどもたちの
未来のために！

空き家を活用して
観光に生かしたい

利用者と運営者が
設計に参画することで
運用をスムーズにしたい

行政との連携を！

匠
意

造
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外
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ザ
ー

私たちがここに示した提案は、あくまでも 1つの可能性にすぎません。今後、多くの方々との対話を元に具現化していくためのベースになる考え方の 1例を示したものです。私たちがここに示した提案は、あくまでも 1つの可能性にすぎません。今後、多くの方々との対話を元に具現化していくためのベースになる考え方の 1例を示したものです。
プロポーザル後、早い段階で市民を交えたワークショップを行います。高森に住んでいる子供からお年寄り、農家の方、移住者や南鉄利用者、発注者など様々な視点から議論を行います。プロポーザル後、早い段階で市民を交えたワークショップを行います。高森に住んでいる子供からお年寄り、農家の方、移住者や南鉄利用者、発注者など様々な視点から議論を行います。
我々は、多種多様な専門性を持つエキスパートチームとしてあらゆる領域を横断的に考え、議論をまとめ、みんなで考えるまちづくりをサポートします。我々は、多種多様な専門性を持つエキスパートチームとしてあらゆる領域を横断的に考え、議論をまとめ、みんなで考えるまちづくりをサポートします。

私たちがここに示した提案は、あくまでも 1つの可能性にすぎません。今後、多くの方々との対話を元に具現化していくためのベースになる考え方の 1例を示したものです。
プロポーザル後、早い段階で市民を交えたワークショップを行います。高森に住んでいる子供からお年寄り、農家の方、移住者や南鉄利用者、発注者など様々な視点から議論を行います。
我々は、多種多様な専門性を持つエキスパートチームとしてあらゆる領域を横断的に考え、議論をまとめ、みんなで考えるまちづくりをサポートします。

協力事務所、地域住民との連携
内外に点在する、交流を生む家具

大学活動との連携
南鉄応援団と一緒に盛り上げる

みんなで考え、みんなでつくり、みんなでつかう

南鉄応援団の活動の例家具ワークショップの活動の例模型に意見を貼るWSの例

市民と行政が共有して進める設計体制
子どもたちや地域の方々の高森町の記憶を継承し新しい町の拠点へとつなげて
いくための積極的な意見交換を行います。新しい駅舎や集いの場としての拠点
と街の持つイメージをみんなで共有し、創り上げていくプロセスです。設計プ
ロセスをオープンにし、市民や職員、各種運営団体などとそれぞれWSを行いま
す。それらのWSは、「高森えきまえプラットホーム」に集約させ、建物のハー
ドだけでなく、家具や細かな設え、運営などを見据えたWSとし、設計にフレキ
シブルに反映します。

被災地での支援経験を
活かします
宮城県及び岩手県内で 2年に
わたり、住民や自治体とのや
り取りやワークショップの開
催、防集高台移転での土木コ
ンサルタントとの協働の実績
があります。ここ高森町なら
ではの状況に、幅広い体験か
ら真剣に向き合います。

企画財政課　後藤課長

第一回住民ワークショップ

2015 年 7月 25日 ( 月 )

13：30 - 16：00

山元町中央公民館　2F 大ホール

東 学 泰 教授

次第

開会の挨拶

VOL.01

第一部：説明会

第ニ部：ワークショップ

管理室

宿直室

町民生活課

税務納税課

保健福祉課

折戸でロビーと一体になる
多目的な会議室

トイレ

トイレ EV

EV

斜面広場

交流拠点施設

新庁舎

先進事例紹介

設計者からのメッセージ

海と山をつなぎ、人と人とを繋ぐ「要」としての役場

国道6号線から庁舎敷地を見る

まちのショーウィンドウとなる

交流拠点施設

新庁舎

中央公民館

仮設庁舎

歴史民俗資料館

ふるさと伝承館

深山 海も山も見える！

賑わいを引き込む

多彩な活動か広がっていく

バスの停留所

雨に濡れずにアクセス可能！

広場を挟んで賑わいが連続する　　
「新庁舎」と「交流拠点施設」

1階平面配置図 1/1000

プロポーザル案のおさらい

大きな庇下が人々を迎え入れます。

バスの停留所もあり、ロビーでバスを待つことも出来ます。

光と風に
　応答するカタチ

光溢れる
　町民の屋内広場

庁舎が街と
　応答する配置

敷地の重心、
　要になる配置計画

斜面で広場を創る、
つながる

全方向につながる
　裏のない建築

風景に際立つ
　シルエットを創る

大きな庇下空間

国道
6号
線

緑のネットワーク (居久根 )

賑わいのネットワーク

新庁舎

交流拠点施設中央公民館

歴史民俗資料館

ふるさと伝承館

タウンセンター

国道 6号線から目につきやすい配置

吹抜けで繋がる明るいロビー空間

徹底した情報公開
高齢者でも読みやすい新聞をつくります
より広域の人々、より広範囲の理解協力を得るためには、
効果的な広報活動も重要となります。検討協議会やワー
クショップについて、その場にいなかった人々に対して
も整理した内容を公開し、透明性の高い計画とするため
に、例えば新聞、web を利用するなどの方法も考えら
れます。効果的な広報に役立つ素材の提示を行います。

広場や建物内に、大小の家具を点在させます。家具は
休憩スペースや読書スペースなどになります。素材や
形については、地域の人と考え、一緒に作ることで、
地域のみんなの施設である意識を共有するためのツー
ルとしての役割を果たし、グランドデザイン時から完成
後の利用において、市民の交流を促していきます。

南阿蘇鉄道の全線復旧を応援する地域市民団体である、南鉄応援
団と協力し、「駅つなぎ、人つなぎ」活動に取り組んでいきます。
南阿蘇鉄道の歴史や熊本地震の影響などの記憶の継承をするだけ
でなく、地元の熊本大学の学生も多いこの団体は、地域密着型に
取り組むことができ、復旧作業だけでなく、これからのまちの在
り方についても積極的に取り組むことが可能です。

南鉄応援団の活動の例家具ワークショップの活動の例実際に作成した新聞の例実際に作成した新聞の例模型に意見を貼るWSの例模型に意見を貼るWSの例

らくだ山 清栄山 御成山

1期工事

マルシェなどのイベントに
対応できる庇下空間

駅舎
まるた公園

バス停
将来増築可能エリア

みんなの広場と一体利用した
イベントを行う
みんなの広場と一体利用した
イベントを行う

みんなを迎え入れながら風景への視線を
さえぎらない庇下空間
みんなを迎え入れながら風景への視線を
さえぎらない庇下空間

将来計画将来計画

タカモリ・ライブラリータカモリ・ライブラリータカモリ・ステーションコアタカモリ・ステーションコア タカモリ・ルームタカモリ・ルームタカモリ
ものつくり広場
タカモリ

ものつくり広場
みんなのひろばみんなのひろば

らくだ山

山並みと重なる、駅と広場の風景山並みと重なる、駅と広場の風景 建築はコンパクトでも人々が集まるきっかけをつくる建築はコンパクトでも人々が集まるきっかけをつくる

清栄山 御成山

1期工事

マルシェなどのイベントに
対応できる庇下空間

仕事をしながら公園で遊ぶ
こどもが見える
仕事をしながら公園で遊ぶ
こどもが見える

四季のある植栽四季のある植栽

駅舎
まるた公園 防火水槽（予定）防火水槽（予定）丸太遊具丸太遊具

バス停
森の乗降場森の乗降場

南鉄とバスの連携南鉄とバスの連携

将来増築可能エリア
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