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Tokyo is the largest city in the world with about 10 million inhabitants, which has developed together with rivers. As 
Tokyo has developed from the former Edo period to the present-day Tokyo, it has benefited from the blessings of many 
rivers, but it is also true that the city has been plagued by floods originating from rivers throughout its history. Tokyo, 
which was originally an alluvial plain, is mostly low-lying and has a low elevation above sea level, but pumping up 
groundwater for industrial use since the Meiji period has caused massive land subsidence, which has created the vast 0-
meter above sea level zone and the fragile eastern Tokyo lowlands of today. In order for people to live safely in such a 
land, various preparations are necessary before and after a disaster occurs, and the chronic shortage of evacuation centers 
is a major problem in the eastern Tokyo lowlands. Therefore, we plan to use a station building that people use everyday 
as a safe evacuation site in the event of a flood. 

1. はじめに 
東京は川と共に発展してきた約 1000 万人の住む世

界最大の都市である.かつての江戸から現代の東京へ

発展していく中で,多くの川の恵みを得ながら発展し

てきた東京であるが,その歴史の中で川を発端とする

水害に悩まされてきたことも事実である.元から沖積

平野であった東京は大部分が低地であり海抜が低いが,
それに拍車をかけるように明治以降行われた工業用水

のための地下水汲み上げにより大規模な地盤沈下が起

こり,広大な海抜０メートル地帯が形成され現代の脆

弱な東京東部低地が完成した.そのような土地で人々

が安全に暮らすために災害が起こる前後で様々な備え

が必要となるが,東京東部低地では慢性的な避難所不

足が大きな問題である.そこで, 日ごろから利用する駅

舎を利用し,洪水が発生した際,安心して避難できる避

難所を計画する. 
 

2. 計画背景 
2.1. 東京東部に広がる広大な海抜０メートル地帯 
東京東部には広大な海抜０メートル地帯が広がる.
この地域には人口 300万人が暮らす東京都心のベッ
ドタウンとも言える場所である.しかし,この地域の
大部分が海抜０メートルの低地となっており,堤防
や排水機場といった土木構造物に守られている土地

である.しかしながら,これまで計画されてきた土木
構造物が寿命を迎え更新を余儀無くされている点や

将来的に見込まれる異常気象の増加に対応する新た

な土木構造物の計画が難航している点などこの先の

治水には不安定要素が多くあると言える.

Figure 1. Vast 0-meter above sea level zone in eastern Tokyo[1] 
 

2.2. 慢性的な避難所不足 
 東京都葛飾区では,避難所として区立小中学校が指

定されている.しかし,葛飾区が「浸水対応型市街地構

想」の中で行ったシミュレーションによると人口約

40 万人を抱える東京都葛飾区では,水害発生時に緊急

避難を必要とする住民の約半分を安全な場所へ避難さ

せることができないとされている.  
Table 1. If 25% evacuate to a wider area Comparison of emergency 

evacuation population and the number of people who can be evacuated by 

association of townships (Unit: persons) [2]
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2.3. 新金線の旅客化 
 現在,新金貨物線として活用している線路を旅客化す

る計画が現在進行中である.葛飾区の交通の問題であ

る南北の交通の便が悪いという問題を解決するために

計画されている.葛飾区内は東西に３つの路線が入っ

ているが,現在南北を縦貫している鉄道はなく,公共交

通機関としてはバスのみである.しかしながら,葛飾区

の下町由来の道路は狭く折り曲がっていることから,
渋滞が多発し,バスの定時運行が難しくさらに大型の

バスを運行できず乗客の運送量も少ない.このような

状況を解決すべく,一日３本程度利用されていない新

金線を葛飾区内の南北交通の要所として整備するとい

うことが葛飾区の目標となっているが,現在難航中で

ある. 

 

Figure 2. Shin-Kin Line Location Map[3] 
 
3. 基本計画 
3.1. 敷地選定条件 
 計画背景および計画方針より以下のように選定条

件を設ける． 
（１）東京東部の海抜ゼロメートル地域 
（２）人口密集地 
（３）新金線の新駅 
（４） 緊急時に人の集まりやすい施設 

 
3.2. 葛飾区 
選定条件より東京都葛飾区新金線高砂駅が適してい

ると考えられる.本駅は京成本線京成高砂駅との乗り

換え駅であり,新金線の中核駅となる新駅であると予

想されている. 

 
Figure 3. Katsushika-ku Disaster Prevention Map Takasago District 

 
3.3. 住民生活の一部となる避難所 
 上記の背景から,洪水発生時の避難場所の確保と日

常的に活用する施設の融合を目指す.そこで,新金線の

新駅舎を対象敷地とし,土木的要素である駅舎と建築

的要素である避難施設のハイブリッド施設を計画す

る.南北と東西の動線の交わる交通の要所である高砂

新駅を防災拠点とすることで,周辺の住民が日頃から

活用する避難所とすることで災害時に住民の拠り所と

なる駅舎を目指す. 
 

4. 建築計画 
4.1. 導入機能 
①避難所部門②エネルギー供給部門③住居部門④ラン

ドスケープ部門 

全体計画 
これからの防災を総合的に考慮し,避難所機能を備え

た駅舎を構築する.また,緊急時だけではなく日常使い

のできる住居部門や公園機能を葛飾区の高砂駅に展開

していく. 
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