
川元　「地域に愛される公共建築」はどのように
してできていくのか。それを考える事例として、
平成31（2019）年１月に完成した陸前高田市立気
仙小学校を取り上げます。本日は、同小学校の設
計を担当された設計JVのお三方に集まっていた
だきました。これから、それにまつわる様々なお
話をじっくりと伺ってまいります。どうぞよろし
くお願いいたします。

川元　気仙小学校プロジェクト（以下、「本事業」
という）の始まりは、平成27（2015）年７月にプ
ロポーザルが公募された時です。まずは、応募の
きっかけについてお聞かせください。
綾井　その年の暑い夏の日、野島さんから「陸前
高田の小学校のプロポーザルが公募されたので、
一緒にやりませんか」と連絡をいただきました。
本当にうれしいお話でした。とっさに「今やるべ
きだ」と思い、海外に行く予定をキャンセルして
プロポーザルに取りかかりました。
　私は、東日本大震災が起きてからずっと、建築
家としてその復興に貢献したいと思っていまし
た。津波によりかつてない大きな被害を受けた
東北地方の役に立てないのなら、自分は何のた
めに建築をやってきたのかと自問自答していま
した。

　それまで香山壽夫先生のアトリエで学校建築の
経験を積んできました。今回はそれが活かせるの
ではないかと思ったのです。
　しかし、そもそも被災地での設計は通常のもの
とは異なります。想像もできない大きな課題や困
難もあるでしょう。その時にアトリエ時代の同僚
の土屋さんが思い浮かびました。知識が広範で、
粘り強く、明るい。本事業の推進力もある。いつ
か一緒に仕事をしたいと思っていた人でした。
川元　土屋さんはどのように受けとめられました
か。
土屋　綾井さんは私にとっては大先輩です。アル
バイトでアトリエにいた時から既に設計チーフで
した。教育環境研究所の野島さんとは、アトリエ
時代に学校事業PFIプロポで協働しました。様々
なことにチャレンジしてきた仲間だったので、三
者でやれるイメージはすぐにできました。
　私は、アトリエ在籍中から、応募できるプロ
ポーザルには全部参加していくという姿勢でし
た。今回も、単体で応募することも可能な条件で
したが、しっかりとしたチームを組むことで勝つ
可能性も高まりますし、何か新しい設計ができる
のではないかというチャレンジングな気持ちにな
りました。
　プロポーザルの公募には100社近くがエント
リーすることもあります。内藤廣先生が審査員で
もありましたし、なかなか大変な勝負になるだろ

応募のきっかけ、チームで取り組んだ理由
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うと思いました。自分たちの実力を試すという意
味も含めて、挑戦することにしました。
川元　野島さんが声かけをされた理由はなんだっ
たのですか。
野島　当研究所は設計事務所でもありますが、学
校づくり全般のコンサルティングをしています。
設立から約30年、所長の長澤悟先生を中心に運営
のあり方も含めた教育環境づくりのための仕事を
してきました。
川元　プログラミングの立場ですね。
野島　研究所では同志社中学校・高等学校の新た
な整備計画に10年ほど関わりました。「建物を新
築するだけではなく、教育自体を見直す契機にし
たい」という依頼がきっかけでした。その時の設
計担当が香山アトリエでした。そのご縁でお二人
に連絡をしたのです。
　私は、本事業のプロポーザルに応募する前か
ら、大船渡の復興学校の計画に取り組んでいまし
たので、大船渡には度々出かけていました。陸前
高田はその通り道にあります。ほとんどの構造物
は爆撃されたかのような破壊のされ方をしていま
した。その惨状を見て、いつかこの地でも支援に
関わりたいとずっと思っていたのです。
綾井　本事業は通常の小学校の設計ではありませ
ん。熟練した気心が知れたチームで、万全の体制
を敷いて挑む必要がありました。応募段階では、
かつて勤務した事務所での設計の実績も評価され
ましたので、門戸が大きく開かれていて、私たち
には大きなプラスでした。

川元　実際に現地に入ってから発注者とのやりと
りが始まります。東京から突然来た設計者が知ら
ない土地にどうやって入り、どのように地元の人
たちの考え方を取り入れられたのでしょうか。
綾井　本事業の大きな特徴は、「地域の懇話会」
と「デザイン会議」への出席が求められたことで
す。募集要項にも明記されていました。
　「懇話会」は、地域を代表する立場の町内会長
などに本事業に関する要望を伺い、設計意図の説

明をする場です。「デザイン会議」はプロポーザ
ル審査員でもあった内藤廣先生や羽藤英二先生、
市役所の方などがメンバーでした。この審査委員
団の役割は設計者を選んだら終了というものでは
なく、その後も学校づくりに関わり続けるという
考え方です。復興は長期にわたります。しかも今
回は、山を削って高台を造成して、新しい町をゼ
ロからつくるというまちづくりです。本事業に至
るまでの間に長く続いた土木事業や都市計画と一
体となって進める必要があります。「こういう考
え方でこの敷地はできた」、「この町はこれからこ
ういう風につくりたい」という考えを聞きなが
ら、それに整合した建築をつくる。そのための
「デザイン会議」なのです。
　私たちはまず、その二つの会議体に出席し、
様々な経緯や考え方を伺うことから始めました。
そして資料をつくって説明する。それを基に意見
を交換する。これを繰り返しました。
　他にも、学校関係者との意見交換の場をいただ
きました。畳一畳ぐらいの全体模型をつくって２
週間ぐらい学校に置かせてもらい、子どもたちか
ら自由な意見をもらいました。「こういうところ
が楽しそう」「ここが好きだ」などを付箋に書い
て、模型に貼ってもらいました。たくさんの付箋
を読むのは楽しかったし、大変参考になりました。
　このようにして、学校との信頼関係も少しずつ
できてきました。そして、設計上の疑問が出てき
たらすぐに学校に連絡して具体的な話を伺う、

現地にどのように入っていったか

綾井氏
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そのようなこともできるようになりました。
　地域でのインフォーマルな付き合いも大切で
す。復興の努力をしている地域の方々が運営する
食堂や居酒屋にも出かけました。そしていろいろ
話をして食事をする。設計事務所チームと陸前高
田チームでサッカーの試合もしました。こてんぱ
んにやられましたが（笑）。
土屋　それまでに、大学のサッカー部OBなど
様々な人たちが復興に役立ちたいと陸前高田に
入っていました。大学の都市計画やまちづくりの
方々もいました。その紹介などもあり、市役所や
学校以外の町の様々な方々にお目にかかり、たく
さんお話を聞き、交流も広げながら、設計を進め
ました。
　地域から遠くに散らばって生活する被災者の
方々が大勢いらっしゃいましたので、その方々か
らの要望やご意見を伺うことは困難な状況もあ
り、大々的なワークショップは開けませんでし
た。その代わりに、様々な交流をしながら土地に
なじんでいく努力をしました。
川元　地元の方でも、懇話会の設置など積極的な
環境整備をやられています。そういう環境がな
かったら、短期間で精度の高い設計をまとめ上げ
ることは難しかったでしょうね。
綾井　懇話会などはありがたかった。そもそもど
この誰に話を伺えばよいか。そこから始めないと
いけなかったわけですから。
野島　当時の教育委員会の課長さんと校長先生は
この地域のご出身で、お知り合いも多かった。発
注側の責任者は地元の方々が中心でした。それが
地元との関係づくりがうまくいった大きな要因
だったと思います。
川元　地元に入って、食堂や居酒屋で生の声を聞
くと、公式の場では聞けない「実はこうなんだ」
ということも分かりますね。
綾井　インフォーマルなコミュニケーションでこ
そ、本当の声が出てくると思います。もちろん地
元のすべての方からすべての話を聞くことはでき
ない。だからといって聞くことに意味がないとい
うことは決してない。現地に行って、面と向かっ
て直接話をすると様々なことが伝わってきます。

綾井　現地での対話の中から、プロポーザルでは
提案していなかった「風のホール」が新しく生み
出されました。この地域で900年にわたって受け
継がれている「気仙町けんか七夕太鼓」という伝
統的な太鼓があります。子どもたちが毎日練習し
ている、本当に生きた伝統です。単に伝統芸能の
授業として取り扱うようなレベルをはるかに超え
ています。
　プロポーザルに応募する時にも知識としては
知っていました。しかし現地に入って学校の様子
を見ていると、子どもたちは５分の休みでも太鼓
に駆けつけて、うれしそうに叩いている。学校と
地域とが一体となって、ずっと伝統を繋いでいる
のです。
　それを見聞きして、「太鼓専用の場所ができれ
ば、復興の象徴になるのではないか」「震災で途
切れそうになっているお祭りを再び盛り上げる推
進力になるのではないか」と思うようになりまし
た。学校の敷地の中で、中心市街地から一番良く
見える場所に、太鼓の練習が専用にできる「風の
ホール」をつくることにしたのです。
山口　復興の象徴としてですね。
綾井　対話のための対話ではなく、対話を通し
て、本当に地域に必要な新しい機能が、新しい学
校の中にできました。
　今でも地元の人たちは「設計者との対話から生
まれたホールだ」と言ってくれているそうです。
川元　地元の人たちには、伝統を続けたいという

「風のホール」の誕生

懇話会の様子
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思いをどう具現化すればよいかが分からなかっ
た。そこに具体的な形の提案があった。それを見
て「欲しかったのはこれだった」と気づかれた。
綾井　漠然と抱いている共通の願いや思いを具体
的な形で示すことができた。これが建築の力だと
思います。
川元　一方で発注者の立場から見ると、当初計画
に入っていなかったものを追加的に付加すること
は、実務的には非常にハードルが高い。それに対
してどのように対処されたのですか。
野島　専門的な説明になりますが、公立小中学校
の場合には国庫補助事業があり、学級数に応じて

補助基準面積が割り当てられます。本校の場合に
は、災害復旧事業と復興交付金事業の組み合わせ
でしたので、学級数は被災当時の数（現状の学級
数よりも多い）を用いて計画できました。つまり
面積要件としては比較的余裕があったのです。一
方で、それをよいことにあまり過大につくって
も、将来その学校を支えきれなくなります。
川元　メンテナンスなどが負担になりますね。
野島　現在、全国の地方公共団体で、施設更新の
適正化を目指した「公共施設等総合管理計画」が
つくられています。学校施設についても、将来に
わたって継続的に生かしていくためにはコンパク
ト化という視点が重要です。他方、気仙小学校が
真に地域に愛され続けるためには、地域に開かれ
た学校にする必要があります。そのせめぎ合いの
中で、地域の伝統文化を継承する活動の場となる
「風のホール」が生まれました。
　学校の全体計画としては、空間の広がりとゆと
りの確保、多様な学習活動への対応のしやすさは
しっかりと押さえました。その上で「風のホー
ル」に面積を振り分けたのです。
川元　増やしたのではなく、振り分けたのですね。

綾井　私たちは、応募要項よりも延べ床面積を１
割減らした提案をしました。面積が広いと維持管
理費もかかります。学校には掃除業者が入るので
はなく、子どもたちが自分で掃除をする仕組みで
す。だから豊かな空間をつくるという大前提を守
りつつ、面積は出来るだけ削っていきました。

維持管理（メンテナンス）への配慮

風のホール

プロポーザル時の模型
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山口　発注側の要望ではなく、設計側からの提案
だったのですね。通常の設計では、設計意図の実
現のためには面積は膨らむ傾向にあると言われま
す。それとは逆なのですね。
綾井　はい。「この面積で十分に機能します」と
説明しました。一般的には面積が減るとそれに比
例して設計監理費にも影響が生じるのですが
（笑）。面積を減じた分の建設予算は、建物の質を
高めるために有効に使うことにしました。
野島　在職の先生方は本校の建築プロセスをご存
じなので、建物をとても大事に使ってくれていま
す。設計側との意思疎通も綿密でしたから、建物
の維持管理に関しても非常にポジティブに捉えて
いただき、大変ありがたいことです。
　しかし先生方も異動で入れ替わります。当初の
理念を今後どのように繋いでいくか。本事業に限
らず、継続的に考え続ける必要があるテーマだと
思っています。
綾井　そのような意味合いもあり、私たちは建物
完成後も、運動会や学習発表会などに参加してい
ます。先生方や子どもたちと会いたくて出かける
のが一番なのですが、設計のフォローアップをす
るという気持ちもあります。

綾井　それと若干関連しますが、「気仙小のふし
ぎ」を紹介させてください。Ａ４一枚紙に「どの

ような考え方でこの学校をつくったのか」「ここ
の設計は何故こうなっているのだろう」などを説
明したものです。施工に入った段階でつくり始め
ました。
　そのきっかけは、工事現場に子どもたちを招い
て伝統的な餅まきをやったのですが、その次の日
に校長先生から「設計者に会えたことがうれし
かった、と６年生が言っていたよ」と聞いたこと
です。「大工さんに会えてよかった」「建物が大き
かった」といった感想はしばしば聞きますが、子
どもたちから設計者について触れられたのは初め
てでした。すごくうれしくて、もっと設計のこと
を知ってもらいたいと思いました。それで６年生
が読んでも分かるような簡単な内容にまとめて、
クイズ形式にしました。この作業を通して、設計
コンセプトはこういう書き方でも書けるというこ
とに気づきました。
川元　とても読みやすい。多くの関係者が「自分
も設計者の一員なんだ」と思えそうですね。
綾井　それが建物にとっても最高の状態だと思い
ます。先生が異動で入れ替わる際にも設計の考え
方を伝えられたらよいなと考え、今もその活動も
続けています。
川元　設計コンセプトは利用者に理解されないと
意味がないですからね。概念的、抽象的な内容で

「気仙小のふしぎ」

野島氏

「気仙小のふしぎ」
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はすっと染み込まない。
綾井　そうですね、伝わらないと意味がない。
川元　逆に、分かりやすい言葉で書くには、それ
だけ中身が詰まっていないとできない。
綾井　分かりやすく書くのは難しい。「今日学校
でこんなものを貰ったよ」と、親御さんにも「気
仙小のふしぎ」が届いたらうれしいなと思いなが
ら書きました。
　私は気仙小にまつわる新聞記事や校長先生が熱
心に更新されているブログも全部保存していま
す。そうすると、校舎が使われ始めた今でも「こ
のように太鼓の練習をしているのだな」とか「多
目的スペースはこうやって使われているのか」と
いうことがよく分かります。
　こちら側から「気仙小のふしぎ」を発信し、学
校側が発信するものをこちら側も見る。建物を引
き渡したらそれで終わりではありません。学校側
からの情報を見て「そう使いたいならばこうやっ
たほうが使いやすいですよ」と、次に会った時に
助言することもあります。
川元　その活動は大変参考になります。しかしな
かなか「まね」できないことです。

綾井　設計者にとって、引き渡した建物は自分の
子どもみたいな気持ちになります。だから自分が
生きている限りはどこまでもベストを尽くした
い。一方で現実には、別の新しいプロジェクトに
も時間を取られますから、その時間のやりくりは
難しいのですが。

野島　ヨーロッパなどには100年前の建物でも新
品のような施設環境で使われている学校もあると
聞きます。一方で日本の学校は、建築後40年で老
朽化が問題になります。つくった後にほとんど手
が入らず、メンテナンスもできていないからで
す。例えば、トイレは子どもが毎日10分間清掃す
るだけでは絶対にきれいにならない。
　維持管理という視点から、建築家の知恵の注入
が必要です。それに継続的に関わっていけるよう
な環境づくりが大切です。
土屋　そういった分野が設計者の新しい仕事にな
ればいいですね。現在は、新築すること、改修の
設計をすることばかりに仕事の比重が置かれてい
ます。メンテナンスは、設計にもフィードバック
できる内容があるから、実は設計者にとって非常
に価値があることです。しかし現実には、何らか
のフィーがないとメンテナンスに継続的に関わる
ことはできません。
　私立学校などでは、設計事務所と継続的な関係
が維持されている例があります。そのような現場
に行くと、過去に設計したもので雨漏りしたもの
の理由はこうだったのだと分かる。現場に対面す
ることで切迫した状況が把握できるので、身にし
みて設計にフィードバックがかかります。
川元　そうですね。どちらかというと、そういう
フォローは施工会社がやる場合が多い。しかし、
施工会社では設計のコンセプトが十分に分かって
いなくてうまくいかない例もあると聞いたことが

引き渡した建物への関わり

土屋氏
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あります。
土屋　例えばCPDのポイントを活用するなどし
て、建物を上手にメンテナンスする建築家が適切
に評価される仕組みがあるとよいですね。
　市民の方々と直接に対面すると、お祭りに熱気
があることをリアルに感じることができたりし
て、それを設計に活かすことができる。それと同
じような話だと思います。リアルな現場に向かい
合うということは設計の教育にも繋がりますし、
やはり現場を見る、感じるということが大切です。

山口　たくさんの意見が出るのは良いことです
が、それを設計に集約していくのは、聞けば聞く
ほど大変だと思います。どのように対処されたの
ですか。
綾井　学校の関係者や地域の方と綿密な打ち合わ
せを何度もしました。そのうち２日分のやり取り
について、まとめたものがあります。“どの部屋
に関して、いつ、だれから、どのような要望が出
されたか。それに対して私たちは、いつ、どのよ
うに応えたか”といった検討の履歴を記録したも
のです。２日間で105項目ありました。
　様々な要望をそのまま足し算していくと、建物
の機能は過剰になり、規模も肥大化します。しか
も、かえって使いにくい、いびつなものになりま

す。だから、私たち三人と市の担当とで要望に対
する対処方針を決めました。最終的な判断は、教
育委員会の皆さんと私たちとが相談しているその
場で行うということです。言われたことを全部や
ることではない。常にそういう共通認識を持って
いました。その際の判断については、「えい、や
あ」と決めるのではなく、「このような理由があ
るからだ」と合理性が保てるようにしました。あ
る判断をして、取捨選択するということです。
　当然ながら、地域や学校の方から「要望したの
に、そういうふうになっていない」と言われるこ
とはあります。その時にチームで共有したのは、
言われた意見を、なかったことにするとか無視す
ることは絶対にやらないということです。その代
わりに、「その意見は、全体から考えるとそのま
ま実現はできないが、もう少し俯瞰的に考えると
別のやり方でならば実現できる」と伝え、対話を
深めていきました。
　なぜその対応ができたかというと、設計の技術
論になりますが、中庭を各教室が囲むという今回
の基本形式の中に、様々な要望を受け入れられる
強さがあったということなのです。いろいろ要望
を取り入れて変形していっても全体像は崩れな
い、柔軟で強い秩序、形式があったからなので
す。
　そのようなかたちの秩序を見つけられるかどう
かが建築家にとって非常に重要なことです。今回

多種多様な要望を一つの形にまとめる
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は、三者が力を合わせて議論をしたから、そうい
う形式を初期の段階で見つけられたのだと思いま
す。みんなで、どういう校舎があるべきなのか
と、いろんな模型をつくって、スケッチして、ス
タディしました。そうこうしているうちに、「こ
の形式だとうまくいく」「これで大丈夫だ」とい
う感覚が突然に降りてくるのです。
川元　途中で放棄しないでどれだけ頑張れるかと
いうことですね。
綾井　最終的にうまくいく形式というのは、要望
された様々なことが解決できるし、不思議なこと
に、その後の新たな要望についても難なく受けと
められます。全体が崩れるのではなくて、むしろ
新しい要望によって変形を加えると、その形が更
に魅力的なものになっていく。
　そういう形式、秩序を見つけること、探求する
ことが設計の一番大切なことだと感じています。

山口　それは突然出てくるのではなくて、今まで
のたくさんの経験からの積み上げだと思うのです
が、いかがですか。
土屋　そうはいっても、かなり案はつくりました
よ。基本的なルールを単純に決めて、それだけで
全部解いていこうというのではなくて、いくつも
いくつも考えて、比較することで見えてくること
がやはりあると思います。基本設計のときはそれ
ぞれの事務所を随分行き来しました。ああでもな

いこうでもないと、模型もいっぱいつくりまし
た。それだけ努力をするとそれだけのものができ
るものだなと改めて実感もしました。
野島　敷地条件の中で、街に対してどのように顔
をつくるかということが大きな鍵でした。体育館
は地域開放がしやすい西側に配置してほしいと言
われたこともあり、オーソドックスに考えたらそ
ちらの方がよいのです。
　しかし、敷地から見える海や市街地などの状況
を踏まえると、この町の復興の象徴にするために
は、大きな建物である体育館は市街地から一番良
く見える場所に配置する方がよい。そう判断し、
同時にその周辺に地域開放できる施設を固めてい
きました。それが一つ目の強い骨格になりました。
　グラウンドと校舎の関係のような学校建築とし
て押さえるべき基本は押さえました。子どもたち
の主たる居場所となる教室の環境を考慮して、教
室と管理諸室の配置を決めました。それが二つ目
の骨格です。そして中庭を介してお互いがよく見
えるような関係をつくりました。
　三つ目の骨格は、「風のホール」です。
綾井　プロポーザルの時には、体育館の脇に図書
室を配置していました。地域の人がすぐ使えると
ころに顔を出すためです。その後「風のホール」
がもっと堂々と地域に向けて飛び出してきまし
た。
川元　一般的には、プロポーザル案の骨格がその
まま基本設計になっていくというイメージがあり
ますが、それを更に発展させられたのですね。

設計で大切にした三つの骨格

聞き手：山口

聞き手：川元
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土屋　そうです。プロポ案では普通教室も特別教
室も一体となった２階建ての校舎で提案していま
した。実際の設計では特別教室棟は独立した平屋
として大きな屋根をかけました。すると、家のよ
うなスケールの普通教室棟から、少し大きな広場
やアーケードのような特別教室棟の空間に出てい
くというおもしろい空間体験ができるものになり
ました。
川元　学校の中に町ができているイメージです
ね。いろいろなスケールの空間を体験ができて、
子どもたちにとっても均質ではなくて、いいです
よね。
綾井　学校をめぐる中で、いろんな場所が見えて
くる、現れてくるというコンセプトが実現できま
した。
土屋　具体的な条件を一つひとつ考えていくこと
で、だんだん設計が変遷できたことが大きかった
です。
綾井　土屋さんも、野島さんも学校の設計でたく
さんの経験を積んでいます。私もある程度は積ん
できましたので、普通に使える合格点の学校だっ
たら短時間でもまとめられるという気持ちがあっ
たのです。だから、この地域にベストのものを探
すために、ぎりぎりまで大胆な組み換えも受け入
れて、考え続けることができました。
川元　ある程度の見通しが立っていたから、ぎり
ぎりまで考え続けられたということですね。

綾井　三つ目の骨格に関連して、高台に全く新し
い町をつくることになりますので、用事がなくて
学校に来ても子どもたちに会えるように、と散歩
道をつくりました。学校の敷地を町に開くので
す。野球のバックネットは、地域の人が「風の
ホール」の縁側に腰をかけながら「もっと腰を入
れろ」とかやじを飛ばせるように、その散歩道に
沿って作りました。
野島　この学校は、地域の公園の一つなのです。
地域の公園の中に建つ東屋みたいなイメージを形
にしています。その中で子どもが活動し、太鼓を
打っている様子を、みんなで見て、時には参加し
て楽しめる。
綾井　毎日、太鼓の音がぼんぼんといい音で出て
います。地域の小さな会議もここを利用している
そうで、町の知り合いを訪ねたら「昨日もここを
使ったよ」とおっしゃっていただきました。これ
までの苦労が報われる気がしました。うれしい言
葉でした。
川元　建築の原点に立ち返る素晴らしいお話で
す。これからも地域に愛されて使われ続ける建物
であり続けるとよいですね。
� （以下、次号に続く）

地域に開かれた気仙小学校
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