シリーズ◆地域に愛される公共建築①

地域とつくる復興小学校
株式会社佐藤総合計画

東京第２オフィス

ディレクター

谷口

直英

分からない状態です。我々はその風景を見なが

【計画の経緯】

ら、歴史的、地理的な文脈のない新しい街での学

宮城県亘理郡山元町立山下第二小学校は、東日

校づくりを「街づくり」の一環として捉え、地域

本大震災での津波により海岸近くにあった旧校舎

の方々にとって精神的な拠り所であり、新しい街

が被災し、内陸側につくられた新市街地の中に移

の核となる学校とはどのようなものがふさわしい

転改築されることとなりました。

かを考えました。また、設計の途中で隣接する

移転先の新市街地である「つばめの杜地区復興

「こどもセンター」と「つばめの杜保育所」の設

産業集積地区」はコンパクトシティとして計画さ

計も委託を受けることとなり、正に街の中心をつ

れた復興住宅地です。被災して移設した常磐線の

くる計画となりました。

新山下駅と、小高い丘の上にある既存町役場を結
ぶ幹線道路を軸とした都市計画となっており、幹

【地域学習施設としての小学校の校舎配置】

線道路沿いに小学校、こどもセンター、保育所、
公園が並んでいます。

近年の学校計画では公共施設再編という課題も
あり、公共の財産として有効に地域住民の方々に

学校の設計についてはプロポーザルが行われて

使われる「地域学習施設」としての小学校の姿が

我々のチームが選定されて設計する運びとなりま

求められつつあります。今回の計画は新しい街の

した。

中心にある公共施設として、地域の公民館的な使
い方も可能となるようなプランニングとすること

【街づくりとしての学校づくり】

で、運用次第で様々な使い方により街の中心とし

設計を始めた当初、敷地にあたる部分はまだ造

て機能すると考えました。

成前でした。津波対策として約２mの盛り土が行

学校の敷地は新しい街の中心となるメインスト

われるため、敷地境界どころか敷地の地盤面すら

リートに面しており、その位置も街全体のほぼ中

図１
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写真１

全景

商業施設

山下駅

保育所

小学校

公園

ト
メインストリー

図２

央に位置づけられています。我々が今回の配置計

全体配置図

賑わいを与えると考えました。

画において重視したのは、校舎をメインストリー
トに面して配置することです。従来の校舎の計画
では南側にグラウンドがあり、北側に校舎が建つ
形です。今回の計画の場合それではメインスト
リートから校舎が遠ざかってしまい、地域の方が
学校を身近に感じられません。メインストリート
に沿って校舎を西に寄せてグラウンドと横に並べ
て配置することで、メインストリートを歩くと、
校舎内で授業をする様子と、運動場で遊ぶ姿の両
方が感じられるようになります。そうすること
で、
「わが町の学校」としての意識を高め、街に

写真２

校舎外観
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開放的な建具を設けており、お祭りの際には神輿

【地域の庭】

の出し入れができる構造としています。

校舎はロの字型配置として普通教室を南と東の
二面に向けています。ロの字型配置とすることで
地域活動にも使える囲われた外部空間を生み出し
ました。保護者による地域のイベントなどを開く
のに丁度よい広さの落ち着きのある空間をつくり
出しています。また、その中庭はメインストリー
トに向けて開いた構成としています。道を歩いて
いるとその活動の様子が街に見え伝わることで、
地域との一体感が生まれます。
写真４

音楽室

【敷地境界を強く意識させない工夫】
メインストリートとの境目である敷地境界も、
重厚なフェンスを設けると地域を拒絶したような
雰囲気が生まれてしまいます。この小学校の計画
では校舎の壁が直接街路に接しています。校門は
校舎のピロティ部分に設けられており、塀や門に
写真３

より閉ざされた雰囲気がなく、むしろ誘い込まれ

中庭（昇降口）

校舎は大きく２階を児童のためのスペース、１

るような「迎える」デザインを行っています。校

階を地域開放可能なスペースとしてゾーニングを

舎がない部分は緑地とフェンスで敷地境界を構成

行い、中庭に面して地域利用が可能な部屋が配置

していますが、フェンスも前後に植栽を植えるこ

されています。音楽室、パソコン教室、調理実習

とによって、フェンス自体の存在感を薄めていま

室、ランチルーム、会議室、Eルーム、図書広場

す。フェンスに沿って地域の方々が散歩できるよ

を開放可能な位置づけとしました。特に音楽室と

うな歩道を設け、学校の周辺に地域の眼が常に存

体育館は独立した専用玄関を持ち、単独での地域

在する、見守られた学校となることを意図してい

利用も可能としています。音楽室は道路に面して

ます。

写真５
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【ワークショップによる学校づくり】

に気軽に相談に来れる雰囲気づくりもできたかと
思います。オープンな雰囲気であったり、腰を掛け

設計するにあたり、新しくつくられた街である

られる家具形状などにより、子どもたちも気軽に

ために地域性や文脈をどのように捉えるべきか難

アクセスできる心地よい居場所となっています。

しい状況でした。また、町からのご要望もあり、
そこで、新しい学校を考えるワークショップを行
うこととなりました。ワークショップは子どもた
ち、保護者、地域住民、教職員を対象に分けて開
催しました。
ワークショップでは、プロポーザル案を大きな
模型にして、それを見せながら計画の説明をして
います。模型があることで、建築の専門家でなく
てもイメージが描けるので、具体的な要望が出て
きました。町の教育長が自ら陣頭に立って意見を
聞いた成果があり、プランニングに大きく影響の
ある潜在的な要望を聞き出すことができました。

写真７

図書広場

【特別支援教室の配置】
ワークショップでは保護者の方々ともかなり膝
を詰めて意見を聞くことになりました。その中で
も特に印象的だったのは、実際にこの学校の特別
支援教室に児童を通わせている保護者の方とも話
ができた点です。特別支援教室の配置に関して普
通教室とゾーニングを遠ざけるべきか、近づけるべ
きかを直接議論しました。当初の計画では昇降口
から離れた１階の北東の角の落ち着いたスペース
を当てていたのですが、保護者との議論で他の児童

写真６

模型を使ったワークショップ

【開放的な図書室】
子どもたちを対象にしたワークショップでは、
５、６年生の児童を中心に行いました。その中で

と近づけて、子ども同士の交流が増えることが望
ましいとなり、最終的には２階の北東の角のユニッ
トを特別支援教室に充てることとなりました。

【ジャンボすべり台】

も大きなヒントとなったのが、被災前の小学校の

児童から多く出てきた要望が「ジャンボすべり

特徴であった「開放的な図書室」を実現したいとい

台」でした。それも元の学校にあったものです

う話でした。以前の図書室はオープンなつくりで

が、小高い山をつくった上に、そこから延びる大

あったということで、そこで過ごす時間が子どもた

きな滑り台が設置されていました。高学年しか使

ちの中で印象深く残っていたそうです。そこで、

えなかったとのことで、早く高学年になってその

新しい山下第二小学校では全く壁のない図書室を

すべり台を使いたいとの思いが子どもたちにあっ

つくりました。１階の職員室の前のロビー状の空

たようです。今回の工事ではそれもグラウンドに

間が図書室となっています。お話コーナーとして

再現しました。実際にすべり台に上ってみると想

少し囲まれた部屋もつくりましたが、それ以外壁

像以上に高さがあり、街を見渡すことができる子

は一切ありません。職員室の前にあるので、先生

どもたちにとってのランドマークとなりました。
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使わなくてはならず、結果オープンスペースを
使った授業展開が行えず、なかなか使いこなせて
いないのが現状です。二つの教室とオープンス
ペースの組み合わせの学年専用のユニット化によ
り、２クラスの先生間で相談をしながら気兼ねな
く、授業展開に合わせた利用が可能となります。
実際の使い方を見ると、グループ学習のまとめ作
業や催し物の練習、給食配膳などの様々な活動が
見られます。子どもたちのランドセル棚を教室の
写真８

ジャンボすべり台

外に出すことで、教室内もより自由な形態での学
習を可能にしています。子どもたちが学齢でまと

【中庭への想い】

まりを持った空間の中で、落ち着きを持ち自由な

旧校舎には、中央に教室に囲まれた吹き抜けが
あり、子どもたちが集い交流を深める学校のシン
ボル空間となっていた話が多く出てきました。

学習に向き合える教室づくりを目指しました。

【子どもたちを優しく包む木の傘状構造体】

ワークショップでもそれに代わる空間が求められ

震災により大きな衝撃を受けた子どもたちに対

ました。新しい校舎ではロの字型に並べられた教

し、どのような質を持った建築・空間を創るべき

室の中央に中庭をつくり、２階にはバルコニーと

かを考えました。子どもたちの居場所として落ち

中庭へ降りる階段を設置し、どこからでもアクセ

着いた日常を取り戻し、手や目に触れるものは柔

スできる、子どもたちだけでなく地域の方も集ま

らかく優しいものとしなくてはならないという気

れる空間となりました。学校の生活の中で記憶に

持ちがありました。一日を友達や先生と楽しく学

残る空間を提案できたと思います。地域の想いが

び・遊べる空間にするために、優しく子どもたち

形となった空間です。

を包み、暖かな空間を創ることを発想しました。

【「いえ」のような田の字型教室ユニット】
ワークショップでの意見を取り入れた一方、プ

子どもたちを優しく包み込む空間を実現するた
めに、手触りが柔らかく、温湿度環境を安定でき
る木造校舎としました。

ロポーザルでの提案も着実に実現していきまし

ロの字型校舎の階段室、EV部の二つの耐火建

た。教室棟の２階は児童のメインの生活空間とな

築物と二つの防火壁で４分割し、木造２階建てを

ります。普通教室２教室とオープンスペースが田

実現しています。２階の教室ユニットは田の字型

の字型に並ぶユニットとなっています。ユニット

プランの中央を鉄骨柱で支え、カラマツ集成材の

内は、高学年、中学年、低学年それぞれの児童の

梁をかける構成とした傘状構造体です。傘状構造

専用空間となり、特別教室や体育館への教室移動

体の下に子どもたちが集まり、家のように自分た

時も他学年のユニットを通過しなくても移動でき

ちだけの居場所として意識できる空間をイメージ

るよう廊下とは分けました。オープンスペースを

しています。また、子どもたちの生活環境として

つくる際に私たちが気をつけているのは、オープ

のスケールや素材感が重要と考えました。住宅の

ンスペースをいかに自由に使ってもらえるかで

ス ケ ー ル に 近 い も の と す る た め に、 木 の 柱 は

す。多くのオープンスペース型の学校は、広いス

150mm×150mmとし、木の梁は見付け150mmで

ペースを確保しながらも、そこが通過動線になっ

構成し、木造らしいスケール感を獲得していま

ていたり、複数の教室が横並びになっているた

す。教室ユニットの傘を構成する登り梁はトップ

め、隣の教室への騒音や児童間の視線などに気を

ライトの鉄骨のリングに45mmの板材を放射線上
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図３

断面図

【震災復興期のコスト状況に配慮
した木造校舎】
木造としたのは快適さの一方でコス
トと施工上の問題を解決する目的もあ
りました。当時復興工事のためにコン
クリートが高騰してしまい、またその
影響で鉄骨も高騰が進んでいました。
コストだけでなく型枠大工も東北地方
ではなかなかつかまらない状況であっ
たため、木造校舎とすることが復興工
事下の東北でのプロジェクトでは有効
写真９

ラーニングスペース

であるというのが我々の考えでした。

に支えられる架構とし、繊細で優しい表情をつく

実際に工事が始まってからもコンクリート打設は

ることを意識しています。

工程管理がなかなか難しく施工者は苦戦していま

【優しい光環境、温熱環境をつくる屋根】
傘状の屋根は、快適な教室環境をつくる装置と
もなっています。太陽の熱を集めて教室内に導く
装置です。冬季は、屋根面で暖められた空気を
トップライト内に集め、中央の鉄骨柱を通して床

した。工事を確実に進めながらも、人々の心を癒
すことのできる木造建築としたことは、適切な判
断であったように思います。

【まとめ】
震災復興により大きく街が変化していく中で、

下に送ります。冬季の空調の補助となり、底冷え

学校が街の中心となり、活き活きとした子どもた

を抑えます。中間期、夏季はトップライトから排

ちの生活環境を意識し、設計から建設まで携わっ

熱し、自然換気を促し冷涼な環境をつくります。

てきました。

屋根勾配については、冬季に効率よく集熱できる

開校後、街の中心にある学校に子どもたちの元

角度をシミュレーションし決定しました。また、

気な声が響き渡り、明るい表情が溢れるのを目に

トップライトは教室の中央にルーバーを通した優

し、復興された新しい街に息吹が吹き込まれた感

しい拡散光を落とし、柔らかな光が一日中子ども

覚を覚えています。子どもたちが新しい街を彩り

たちの生活を照らしています。朝から夕方まで一

地域の人を繋げ、発展していくことを願っています。

年を通して差し込む光の表情は時間や四季で移り

この計画に携われたことは、長年建築設計に携

替わり、生活にリズムを与えています。

わってきた中で貴重な経験となりました。
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図４

詳細図（左：１階／右：２階）

【データシート】
所在地

プール棟：地上１階

：宮城県亘理郡山元町つばめの杜１- ３
構造

主要用途：小学校

：校舎棟：木造

一部鉄骨造

体育館棟：RC造、屋根木造

地域地区：法22条区域、都市計画区域内

プール棟：RC造

用途地域：指定なし
敷地面積：16,466.02㎡

設計期間：2014年５月～ 2015年５月

建築面積：3,931.68㎡

施工期間：2015年７月～ 2016年８月

延床面積：4,740.11㎡

設計

：佐藤総合計画＋SUEP．

規模

施工

：建築：阿部工務店

：校舎棟：地上２階

外構：阿部建設

体育館棟：地上１階

〇「地域に愛される公共建築」のシリーズ化にあたって
第一弾では、奇しくも本誌109号、110号での座談会と同様に、東日本大震災からの復興のための小
学校が取り上げられた。未曽有の大震災の経験を経た後で、そこから再び立ち上がる意思を持ち、計
画を立て、実現していくことの筆舌に尽くしがたい困難さは、その場にいた人たちにしか実際には理
解できないことだと思う。
復興のための公共建築は、単なる建物ではなく、地域社会や地域の方々にとって将来への希望に繋
がる重要な意義を持つ存在である。特に公共建築では、設計者の持つ建築観や理念を説明するだけで
はなく、地域に寄り添い価値観を共有しそれを実現していく、そのプロセスが極めて重要なのである。
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