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テーマにした会社
が集まる

長期的には、この施設を核にして、
工業団地であるマリンピア沖洲を

「サステイナブル・ラーニング・
アイランド」として、エリアリノ
ベーションしていくことも視野に
入れ、エリア全体でサステイナブ
ルな活動を世界に発信していく場
所をめざします。

 サステイナビリティにどう向き合うか？

昨今の異常気象や大規模災害、コロナウイルスの発生など、私たちが暮
らす地球の環境は大きく変動しています。いま地球に暮らす私たち一人
一人が、SDGs 、CO2 削減、ゼロウェイストなどを意識した日常生活を
送ることは、次の世代への責務と言えるのではないでしょうか。近年、
テレビや新聞から正しい知識は入ってきますが、いざ自分の行動や生活
を変えるのは簡単なことではありません。そこで私たちは、 一人一人が
日常生活の行動様式を自ら考える、知恵や心構えを楽しく獲得できる場、

「サステイナブル・ラーニング・ハウス」を提案します。

 平常時と非常時どちらにも対応するフェーズフリー建築

私たちは、平常時と非常時を分けないフェーズフリーという考え方を
もって、サステイナブル・ラーニング・ハウスを計画します。平常時に
は楽しく学び、滞在することのできる施設は、非常時にはそのまま災害
支援物資の受入れおよび配送拠点として機能し、さらに救護スタッフや
避難住民の滞在施設としても利用できる計画を行います。 
また、地球環境に極力負荷をかけない省エネの仕組みとしてパッシブデ
ザインをふんだんに採用することで、水と電気の供給が絶たれてしまう
非常時においても、オフグリッドで稼働し続ける施設とします。

 サステイナブル・ラーニング・ハウスとは？

サステイナブル・ラーニング・ハウスは、地球環境の変動とその原因、
私たちの日常生活に関わる防災や生態系循環 と食糧、水など、サステイ
ナビリティについて、宿泊や観賞を通じて体験し、学べる場所です。
来場者は、日帰り見学または 1 泊 2 日以上の宿泊を通じて、サステイナ
ビリティに対する知識や、来場者それぞれの意識と行動の変化を持ち帰
ることのできる場所です。
建物自体も、サステイナブルなアイデアがふんだんに盛り込まれ、建築
からもそのメッセージを受け取ることができます。

サステイナブル・ラーニング・ハウス 楽しみながら持続可能な世界を考える場所

 マリンピア沖洲のエリアリノベーション
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施設内に光や風を循環させる環境装置としてのホール . 象徴的な螺旋階段
( サーキュラーステア ) は施設内の動線の起点となり、津波の際の避難動
線として視認性を高めている . 風の流れを可視化する植栽やモビールアー
トを設置 .450㎡あるオープンスペースではさまざまなイベントが可能

屋上に降った雨水を集水・
濾過し、B1F の既存受水槽
に貯水 . 中水として施設内
のトイレ洗浄水として使用

ホテルで使う電気を発電 ホテル・レストランで使うお湯をつくるサステイナビリティに関する研究・商品開発
を行う企業・大学のラボ兼オフィスが入居

サステイナビリティをテー
マにした展示 . 例えば、海
洋廃棄されたプラスチック
からつくられたアート作品
から、環境保全の大切さを
学ぶ

徳島の食材を用いた料理を提供 .食品ロスゼロのディナーコー
スが人気 .壁面には備蓄品のウォーターボトルが並べられ、レ
ストランで日常的に消費されることで賞味期限切れによるロ
スを防ぐ

徳島県内の農産物・海産物・
観光地の情報を提供 .徳島
土産ショップもある

サステイナビリティを考え
るワークショップやレク
チャーを開催

1 泊 2 日以上の滞在で生活
の中のサステイナブルを学
ぶ.チェックイン時に滞在期
間中に使うエネルギーと水
の使用量を予測.チェックア
ウト時に実際に使った量を
知らせ、ゲーム感覚で節電・
節水を学ぶ.シャワーや洗面
は水再生プラントにて浄化
処理し再利用.内装は徳島県
産の杉材を使用

防災備蓄品の保管庫。施設見学体験ツアーにて見学できる .
どのようなものがどのくらい備蓄されているのか見て知る
ことで、備蓄の大切さを学ぶことができる

徳島の食材を用いた加工食
品の生産 . 高速道路のイン
ターチェンジに近い立地を
活かして関西圏への出荷を
想定 . 例えば、徳島の食材
を用いたおいしい非常食

B1F の受水槽室は津波により浸水する
恐れがあるため、飲料水用の受水槽室
を地上 1階に追加設置 . 受水槽の口を
最大津波レベルより上に設けること
で、被災をした場合にも飲用可能に
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中央にある巨大なサーキュラーホールからは、1階のインフォメーション、レストラン、ファクトリー、2階のギャラリー、ワークショップ、ラボラトリー、ストレージを臨むことができる
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 リノベーションのメリットを最大限に生かす

本施設は、リノベーションであることを最大限に生かした計画とします。
新築で建物を建てるのではなく、既存の印刷工場をリノベーションしてつ
くることからすでにサステイナブルは始まっています。サステイナブル・
ラーニング・ハウスは、1_ アプローチを変える、2_ 改修する部屋を限定する、
3_ パッシブデザインで自然の力を利用する、という 3 つの建築的操作によ
り、極力元の形は残しつつコンパクトなリノベーションとすることで、建
築そのもののあり方からもサステイナビリティを体験できる場所にします。

 １_ アプローチを変える

市街地からのスムーズなアプローチを実現するため、バックヤードの既存
キャノピーも活用し、西側をメインエントランスに転換します。サーキュラー
ホールを中心に東西方向に開かれた、裏表のない全体計画を実現します。ホー
ルには螺旋階段（サーキュラーステア）を新設し、体験ツアーの見学経路で
あり、また屋上にまで上れる施設内の循環を促す動線計画とします。視認性
の高い螺旋階段は、津波の際の分かりやすい避難動線にもなります。

 ２_ 改修する部屋を限定する

十分な床面積があるため、既存の延床面積 8,720 ㎡のうち、約半分の
4,350 ㎡の改修を行う計画とします。また、空調域やメンテナンス域を
最小限にとどめ、イニシャルコストとランニングコストをともに抑えま
す。改修工事では、徳島杉の間伐材や再生レンガ、古紙を使ったボード
などの環境に優しい建材を用います。改修する部屋を限定することで、
9 ヶ月と短い工期で供用開始できる計画としています。

 ３_ パッシブデザインで自然の力を利用する

サーキュラーホールには、機械冷暖房設備を設けません。屋根にトップ
ライト、東側外壁に通風口となる開口を設け、夏季は塩害処理した海風
を取り入れた空間の冷却や温度差換気を行い、冬季は上部に溜まった暖
気を利用します。屋上では太陽光発電、太陽熱利用、雨水利用を行います。
開口を設けるために一部耐力壁を撤去しますが、必要に応じて鉄骨補強
を行い、大地震時に対する安全性を確保します。

 チーム徳島が考える施設

私たちは、徳島出身の建築家、企画プランナー、
グラフィックデザイナーと、公共建築の設計
実績のある首都圏の建築設計事務所 ( 意匠・
構造・設備 ) から構成されるチームです。徳
島で生まれ育った当事者意識を持つ専門家の
視点から、これからの徳島に本当に必要な場
所のあり方を真摯に提案・実行していきます。

 アフターコロナ時代の新しい生活様式への対応

サステイナブル・ラーニング・ハウスは、アフターコロナ時代の公共空
間のあり方を象徴するこれまでにない建築です。従来までの公共空間は
ヒトが集まる場所でしたが、ここはエネルギーや物資などのモノが集ま
る場所です。状況によって来館者が多く訪れるイベントなどは、気積が
大きく半屋外的環境であるサーキュラーホールで行うことができます。
また、その他の部屋も通常よりゆとりのある広さをもつことで新しい生
活様式に対応します。

概算見積
建築　  　4.5 億
構造　  　0.8 億
設備　  　3.4 億
防災　  　2.6 億
外構　  　0.5 億

合計　    11.8 億

  施設運用方針について

サステイナブルを切り口に複数の
収益口を設けることで、施設運営
を安定化させる事業計画としています。また、イニシャルコストはコン
パクトなリノベーションとすることで最小限に抑え、さらにパッシブデ
ザインを活用することでランニングコストも抑える計画としています。 

●ホテルの宿泊収益　　　　　　　●レストランの飲食収益
●ラボラトリーのテナント収益　　●物販店舗での徳島土産の販売収益
●ワークショップ・レクチャーなどのイベント収益
●ファクトリーで製造した加工食品の販売収益
●サステイナブル施設見学体験ツアーの参加収益

 ここで体験できること

この施設は、学習(ギャラリー&ワークショッ プ)、宿泊(ホテル)、飲食（レ
ストラン）、生産(ファクトリー)、研究(ラボ)、備蓄(ストレージ)、情報（イ
ンフォメーション）、物販（ショップ）の 8 つの用途からなる複合施設です。 

 活動の核となるサーキュラーホール

中央にある巨大なサーキュラーホールは、この施設の活動の核となる空間です。
ここから施設内のほぼすべての部屋を臨むことができます。ここでは、大型アー
ト作品の展示やパブリックビューイングなど、その時々に応じた多様なイベント
を開催できます。また、施設内に光や風を循環させる環境装置としても機能します。

滞在期間のエネルギー使用量の可視化、太陽熱給湯や施設内で濾過した上水、中水の
使用、レストランでの食品ロスゼロの食事などを、宿泊を通じて体験します。

宿泊

サステイナビリティをテーマにした常設展・企画展やワークショップを行います。徳
島県内のみならず、関西圏からの遠足・家族旅行の目的地になることをめざします。

学習

サステイナビリティに関する研究・商品開発をする企業や大学のラボ・サテラ
イトオフィスとして貸し出し、産業集積地となることをめざします。

研究

県内全域から集められた徳島の食材を使って作られる加工食品、非常食の商品開
発および工場を想定しています。研究、学習の機能と相互作用を生み出します。

生産

レストランでは徳島の食材を用いた食品ロスの少ない食事を提供します。来館者のラ
ンチやカフェ利用、宿泊者には食品ロスゼロのディナーコースを提供します。

飲食

今回のリノベーションで手をつけなかった部屋は、中の見える倉庫にします。災害時
に必要になる非常食、水、毛布などを来館者が目で見て確認することができます。

備蓄

県外からの来館者を想定し、徳島県内各地の農産物・海産物・観光地を案内す
る情報発信やサステイナブルな活動を紹介するコーナーを設けます。

情報

徳島の農協や漁協と連携し、県外からの来館者に徳島の食材や、加工食品、非
常食をお土産に購入してもらえるスペースを設けます。

物販
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