戸建街の北側景観デザイン「北並みメソッド」
North-side Design of Housing Street "Kitanami Method"

戸建街の
「北側」景観革新 交流コミュニティの仕掛け。
これまで水廻り窓や面格子が連なって殺風景になりがちだった
「北側道路の街並み」
を魅力
ある街並み景観に変え、同時にコミュニティも活性化する街づくり手法です。

A project to create an innovative landscape and interactive community on the north side of housing streets.
A method of changing the townscape of the north-side street where it had been lined with windows for kitchens,
bathrooms and surface lattices making a dull scene into an appealing townscape and to activate the community
at the same time.

車寄せポケットパークが連なる北側の街並み
ご近所同士の交流空間にもなる屋根付の「車寄せポケット
パーク」
がリズミカルに雁行。
北側の街並みにも、楽しい表情が生まれました。

遊歩道テラス
「遊歩道」
に顔を向けた北側の
「ワイドテラス」。
お向かいの方、
お散歩中の方と自然にあいさつが生まれます。

North-side Streetscape Lined with Car Porch Pocket Park

Promenade Terrace

A beautiful line of roofed car porch pocket park creating a
space for communication among neighbors.
An enjoyable scene on the north side.

Wide terrace on the north-side facing a promenade.
A space that naturally enables neighbors and walkers to
greet one another.

樹景テラス

アメリカンポーチ

各邸の北側にも５〜７ｍの高木をふんだんに植樹し
「樹景テ
ラス」
を設置。木もれ日の中のティータイムは会話も弾みます。

ホワイトフェンスが印象的な
「アメリカンポーチ」。
ハロウィンには各々に楽しい演出がなされ、子どもたちも大喜
びでした。

Tree-scape Terrace

American Porch

Tall trees standing 5 to 7 meters are planted on the north
side of the street for a tree-scape terrace.
Tea time in the midst of sunlight filtering through trees is a
perfect time to have a nice chat.

American porch with an impressive white fence.
Fun decorations on Halloween brought joy to children.

ポイント
北側にも並木の景観や屋根付テラスなど表情豊かな顔を創り、“道”を南北の
家々が顔を向け合った“みんなの中庭”としてデザイン。愛着の湧く豊かな環境は
住む方々により維持され、
日頃からの交流は震災時の協力にもつながりました。
2015年度グッドデザイン賞受賞。
Formation of a rich scene with rows of trees and roofed terraces on north-side to match the south
side of the street to create matching designs of houses lining the both sides and a courtyard
enjoyed by all people. A rich environment is maintained by and loved by people living in it, and the
daily interaction of neighbors led to cooperation during earthquake disaster.
Won 2015 Good Design Award.
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館内企画展アーカイブ

バーチャル展示室360

https://www.tcmit.org/360virtual/

これまでにトヨタ産業技術記念館で開催した企画展をご紹介するデジタルアーカイブです。
360 度 VR コンテンツで、臨場感溢れるバーチャル展示をお楽しみください。
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