
■対象敷地

■背景

■中村区　主な行事

■区民アンケート

名古屋市中村区は人口約 14 万人の街で、区内の名古屋駅周辺には数多くの企業や金融機関などが集まる。高層ビルや、
終日賑わいをみせるデパート・商店街・地下街があり、この地方の高度な都市機能や経済活動の中心となっている。
また、JR セントラルタワーズやミットランドスクエアなど大型商業施設・業務ビルが建設され、デザイン都市名古屋
のシティーゲートにふさわしい都市景観となっている。　
2027 年にはリニアモーターカーが開通予定であり、都市機能がさらに高度化していくことが予想される。　一方、中
村公園一帯は戦国のゆかりの土地として名高く、豊臣秀吉を祀った豊国神社や加藤清正の生誕の地として伝えられる
妙行寺など、史跡も多く残されている。
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総人口：138,250人(男68,871人　女68,379人)
面積：16，30 ㎢
世帯数：75,256 世帯
人口密度：8,482 人 / ㎢
年齢階級人口：15 歳未満    12,854 人
　　　　　　　15 ～ 64 歳  88,324 人
　　　　　　　65 ～ 74 歳  16,997 人
　　　　　　　75 歳以上     20,424 人

　　　　　　　　　

                                      　　  令和 2 年　10 月 1 日現在

高度な都市機能と歴史が共存する街

歴史と地域資源を活かしていると思いますか ?

令和 3 年　6 月実施　2500 人対象

歴史や地域資源が活用されていると思う人が少ないことがわかる

歴史 都市機能

4 月　　　中村公園　太閤花見茶会

4・5 月　  ナゴヤ・エキトピアまつり

5 月　　　堀川フラワーフェスティバル
　　　　    豊国神社　太閤まつり

7 月　　　素盞男神社　例大祭と茅の輪神事
　　　　   中村公園　夏祭り
8 月　　　大門フェス

9 月　　　広小路西通 1 丁目商店街　ビール祭り

10 月　　  花車神明社祭
　　　　    堀川ウォーターマジックフェスティバル

　　　　中村公園　中村区民まつり

　　　　   広小路西通 1 丁目商店街　なやばし夜イチ

2 月　　   きねこさ祭
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秀吉・清正時代の暮らし SDGｓ
～名古屋市中村区中村公園～

松原研究室　五十住　寧々



秀吉、清正の生きた時代や、尾張の
戦国武将の姿などを、絵画、工芸、
文書などの資料やビデオ映像などで
紹介する資料館。名古屋市博物館の
分館。

公園に訪れる人の休憩する場所と
なっていた。
現在は取り壊されてしまった。
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■ゾーニング■提案・目的

■対象敷地

お休み処　跡地

秀吉清正記念館

豊国神社 日吉丸の銅像

公園

赤鳥居妙行寺

明治 18 年、地元の有志らによって
創建された。
農民から天下人となった豊臣秀吉
公を慕う地元の人々や、その御神
徳にあやかろうと全国から訪れる
参拝者から崇拝を集めている。

日吉丸を中心とした 5 人の子ども
たちの群像。
秀吉のわんぱく盛りのころをイ
メージして、石黒將二、品川譲ら
当地活躍した造形作家より制作さ
れた。

熊本・本妙寺からおくられた清正
尊像が清正公 ( せいしょうこう ) 堂
にまつられている。清正の銅像や
生誕地碑もある。

大正 10 年に愛知郡中村が名古屋市
に併合されたのを記念し、昭和 4
年に建てられた鉄筋コンクリート
製の大鳥居。高さ 24ｍを超え、名
古屋の新名所となった。

様々な遊具がある公園。
地元の子供たちに愛され、賑やか
な場所である。

図書館

名古屋競輪場

常泉寺

体験・展示

水回り スタッフ SP

吹き抜け

【住】【衣】地下 1 階

【住】【衣】地上 1 階

【食】1 階

■コンセプト

　　　　　中村公園の魅力を向上させ、

歴史的資源を子どもから大人まで区内外の人々
にに広く知ってもらうことをねらいに、

 戦国時代の人々の生き様や暮らし方を体験しな
がら知ることができるような体験施設の設計を
提案する。

①戦国時代の暮らしから、今の暮らしを見つめなおす ②中村公園の魅力向上

③歴史資源を知る ④持続可能な暮らしについて考える

体験して学ぶ 地域交流

生活環境面である戦国時代の ‘暮らし’ に着目し、
自然と共生していた当時の暮らしを学ぶとともに地
元の人の交流の場となることを目指す。
戦国時代とは 1467 年～ 1615 年を指すこととする

住・衣・食を分ける体験施設の計画 地下に設置 緑化屋根をかける

中村公園
豊臣秀吉の誕生を記念して、1885 年に建てられた豊国神社を中心に整備され
た純日本風廻遊式林泉庭園をもつ公園。

豊臣秀吉・加藤清正に関連した史跡が点在し、区民の憩いの場となっている。
1 周訳 600ｍの散策路を歩けば、春は桜や藤。秋には紅葉など四季折々の風
景が楽しめる。
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■【住】【衣】地上 1 階　　　　　　　　　　　　　　　    　1/100

■【住】戦国時代

■【住】【衣】地下 1 階                                                                         1/100

■設計提案
当時はエネルギーを使わないゼロエネルギーが当たり前であった。また、様々なリサイクル技術があり、無駄を出さない生活をして
いた。当時の暮らしを学ぶことによって、現代の生活に必要な知恵や技術を学ぶことができ、新しい循環型社会を構築すると考えた。

【住】スペースの地下には、戦国時代の暮らしの道具などを展示するとともに、当時の暮らしに関連する木組み、掃除、修理技術 ( 焼
接ぎ、提灯張り替えなど ) が体験できる 4 つの空間を設け、地上には、地価のスペースを見下ろしながら現代の暮らしへの活かし方
を学べる空間を設ける。組では住宅の構造である木組み、掃除では当時の掃除の仕方、修理では当時の人たちの修理技術を知ること
ができる。
反対のスペースの【衣】では、同じく、暮らしの道具などの展示とともに、継ぎ接ぎ、草木染め、当時の衣服の試着、衣類から雑巾
づくりといった体験と、現代の暮らしへの活かし方を学べる空間を設ける。

掃除 修理技術 ( 焼き接ぎ ) 修理技術 ( 提灯張り替え )

古来より日本の職人によって受け継がれてきた伝統工法。金属製の釘や接着
剤などを使わずに木を組み上げていく技術。

たくさんの木組みの木材があり、ぴったりはまるものを見つけていく。

当時の掃除道具は、竹ほうき、土間ほうき、ちりとり、座敷ほうき、はたき
などがあった。当時は掃除が身近な存在になってきた時代である。
濡れたお茶っ葉をまいて、寄せ集めるて畳を掃除したり、水で濡らした新聞
紙を細かくちぎって部屋にまいてから、当時の道具を使って掃除を体験する。

陶器や磁器の破片を接着して再び使用していた。
割れた茶碗や皿の破片の割れ目にボンドを塗布し、元の形に固定する。ボン
ドは熱や水に耐え、食品安全性承認があるものを使用。接着剤のはみ出しを
除去し、24時間乾燥させる。その後、オーブンに入れて150度35分で焼分する。
食器はこちらで用意する。

提灯の紙を張り替えたり、注文通りに名前や屋号、紋などを描き入れていた。
中村公園の夏祭りやイベントで使用する提灯を実際にデザインして、描いて
いく。イベントで実際に使用する。



■【衣】戦国時代

■【住】【衣】断面図                                                                             1/150

■【住】【衣】立面図　　　　　　　　                                          1/150 ■【住】【衣】断面ソーニング

屋根を緑化 吹き抜け空間
園内の開けた敷地に設置し、自然豊かな中村公園に馴染む
ように地下 1 階、地上 1 階の 2 階建てとし、丘のような外
観になっている。
屋根の上を緑化し、上に乗ることができる。

建物の中央には 2 層の吹き抜けのオープンスペースを設け、
豊臣秀吉・加藤清正関連や昔の暮らし関連のイベントが開
催できる空間となっている。地上から地下が見下ろせる。
地元の人たちの憩いの場となる。

継ぎ接ぎ 草木染め 当時の衣服の試着 衣類から雑巾づくり

寄せ集めに意味で、素材、色、柄、形、大きさなど異なる布類を手縫いでは
ぎ合わせる技法のこと。
いらなくなった服やハンカチなどを持参して、小さいカバンやポーチなどを
作成することができる。

1、中村公園内の植物を採取し、汚れを落とす。
2、植物を不織布に入れる。
3、染めるものの重さの 30 倍の水を鍋に入れる。※布 100ｇ→3Ｌの水
4、鍋に 2 をいれる。
5、1 時間ほど煮る。
6、煮汁を木綿布でこし染料の完成。

戦国時代では身分、職業によって衣服に違いがあった。庶民は麻などの質素
な衣服を着用していた一方、武家女性は金銀箔や刺繍などが入った豪華な衣
服をまとっていた。
様々な身分の衣服を試着でき、それをまといながら中村公園を散策するがで
きる。

当時は着なくなった服などで掃除道具の雑巾などを作っていた。
それぞれ着なくなった服を持参してもらい、雑巾をつくる体験をしてもらう。
それと同時に、当時の人がどのように灰になるまで衣服を利用していたのか
知ることができる。

雑巾 鼻緒 おむつ

住スペース 衣スペース

東側

北側

昔 昔

現代 憩いの場 現代

2 月 25 日・26 日　中村公園ひな祭り
11 月 6 日　　　  歴史ウォーク＋ぷらす
9 月 25 日　　　  なかむら音楽会　JAZZ FES
7 月 27 日～ 29 日　『中村公園と夏祭り』
1 月　　　　　     「筝体験講座」　　...... など

様々なイベントや体験を行うスペース　



■【食】1 階　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　    　1/50 ■【食】断面図　　　　　  　　　　　　　　　　　　　    　1/150

■【食】立面図　　　　　  　　　　　　　　　　　　　    　1/150

■【住】現代

■設計提案

古民家再生 家庭用コンポスト 匠の技の継承 バイオスキン

古民家は、シックハウスやアトピーの原因物質を含む新建材が使われていな
いため、「健康住宅」といえる。自分好みの家に再生してつかうことが近年注
目されている。すぐに住宅を壊すのではなく、次の世代に受け渡すように住
宅も再生できることを伝える。

コンポストのメリットは家庭から出る大量の生ゴミを減らすことができ、植
物の栄養となる推肥を作れるところである。自分で野菜などを作ることがで
き、簡単に自然に優しい循環をつくることができる。

日本には宮大工の技術 ( ユネスコ無形文化遺産 ) がある。それは事前と調和す
る伝統木工技術として世界的にも高い評価を受けている。しかし、この技術
を継承する方が減少している。この技術と現役宮大工の高齢化、継承者が減
少している現実を伝える。

バイオスキンは打ち水の原理を取り入れた外装システム。 建物から 5m 離れた
場所を最大 2 度、冷却する効果が確認できている。江戸時代から続く打ち水
が現代にどのように活かされているのか伝える。

南側 北側

東側 西側

【食】では当時の人たちが実際に食べていた大豆食品を中心とした食事を体験できる。
また、秀吉といえばお茶文化でもあるので、お茶も楽しめる。また、当時の八百屋を再現し、どのように買い物を行っていたのか体
験できる。当時の人たちは量り売りが当たり前であり、無駄のない買い物を行っていた。この施設でも実際に野菜を購入することが
できるようになっている。
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■【衣】現代

■【食】体験

■八百屋

■食堂

オーガニック衣服 エコバック・風呂敷 繊維 to 繊維 洗濯

オーガニックの衣類を選ぶことで綿農家の健康を害さない製品づくり、そし
て土壌や空気、水を汚染しない製品づくりを応援することにつながる。
服がどのように作られているのか知ることができ、オーガニックの衣類の重
要さを知れることができる。

現代、エコバックが主流になり、日本の風呂敷が世界で注目されている。「包
む」という文化は奈良時代から伝わり、現代まで続いている。風呂敷は簡単
に洗える。コンパクトに持ち運べる。デザインやサイズが豊富。エコ。といっ
たメリットを知ってもらう。

繊維 to 繊維とは従来のマテリアルリサイクルが 1 回限りで廃棄することに対
し、ポリエステル繊維製品を永久且つ低環境負荷で循環再生使用できる、地
球にやさしい技術である。現代の繊維のリサイクルを子どもにもわかりやす
く展示する。

日本人の洗濯はエネルギーの消費がかなり多い。そのため、すぐに実行でき
るエコな洗濯を知ってもらう。環境にやさしい洗剤を選ぶ。お風呂の水を再
利用。洗濯ネットを使用。冷たい水を使用するなど様々な方法があることを
伝える。
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■全体の配置図 　屋根伏せ図　　　　　　　  　                      1/300

当時買い物の多くは量り売りが当たり前
だった時代であった。そのため、容器や余
分な食料の廃棄などが自然に抑えられてい
た。このことから、無駄のない買い物を体
験してもらうために、当時の八百屋を再現
する。そこでは、地場野菜などを並べて知っ
てもらうとともに、購入もできるようにし
た。

当時の人たちが実際に食べていた食事を体
験できる。また、秀吉といえばお茶文化で
もあるので、お茶も楽しめる。食事は

「一汁一菜」、もしくは二菜が基本で、白米
と汁物に漬物や野菜の煮物、魚などの副菜
がついていた。低カロリーで多くの栄養を
含んでいた。そして、「味噌、性和にして
胃腸を補う」と言われており、大豆製品を
食べることが推奨されていた。そのため、
この【食】では味噌、豆腐、納豆などの大
豆食品を提供する。

ック衣服

クの衣類を選ぶことで綿農家の健康を害さない製

水お湯

繊維製品

エコペットプラス

ポリエステルチップ

ポリエステル原料

脱色

粒状にする

細かく砕く

回収

豊国神社

【住】・【衣】

【食】


