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特集│学校施設と防災

第１部　 

津波災害が想定される地域における 
学校施設の在り方について

第１章　
�東日本大震災における学校施設の被害状況の検証

１．学校施設の物的被害
　 広範囲（22都道府県）において様々な被害が発生した。
　また、屋内運動場の天井材等が全面的に崩落するなど
の被害が大きく、非構造部材の耐震対策の重要性が再認
識された。

２．津波による学校施設の被害
　文部科学省が被災３県において実施した調査による
と、浸水想定区域外にあったが、津波が到達した学校が
多数（69校）あった。

３．学校施設の立地状況と津波被害の関係
　リアス部（図１のAの部分）と平野部（図１のBの部分）
の地形の違いにより同一の標高、同一の海岸からの距離
でも被害の有無が異なったことから、標高や海岸からの
距離に加え、周辺の地形についても把握することが重要
であることが分かった。

　文部科学省では、「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議」（主査：杉山武彦 成城大学教授）の下に設置し
た「災害に強い学校施設づくり検討部会（部会長：長澤悟 東洋大学教授）において、学校施設の津波対策や避難所とな
る学校施設の在り方について検討を行い、平成26年３月に「災害に強い学校施設の在り方について～津波対策及び避難
所としての防災機能の強化～」として取りまとめました。本報告書を参考とし、学校施設の津波対策及び避難所として
の防災機能の強化に取り組んでいただきますようお願いします。
　以下に、報告書の概要をまとめました。報告書本文は文部科学省ホームページにおいても掲載しているので、併せて
御覧ください。
　http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/013/toushin/1344800.htm

 
４．津波による被害を受けた学校の実態例
　平野部に立地し、高い建物が周囲になかったため、児
童や地域住民が校舎の屋上や上層階に避難した。その
際、上層階にあった備蓄が役立った。（宮城県仙台市立
荒浜小学校）
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図表 1-1-9 岩手、宮城、福島３県における公立小中学校の立地条件（標高及び海岸からの距離）と津波被害の関係 

標
高
（m

） 

Ａ 

Ｂ 

図１  岩手､ 宮城､ 福島３県における公立小中学校の立地
条件(標高及び海岸からの距離)と津波被害の関係

屋上に避難した児童等（荒浜小学校）

～津波対策及び避難所としての防災機能の強化～（概要）
文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課
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　校舎２階から避難路である市道に直接出られる津波避
難用の非常用通路を用いて安全に避難することができ
た。（岩手県大船渡市立越

お

喜
き

来
らい

小学校）

 

第２章　
津波災害が想定される地域における学校施設の在り方

１．学校施設の津波対策に関する基本的な考え方
　津波対策を検討する際には、学校の立地状況に関する
正確な実態把握を行うことが重要である。（敷地の標高、
海岸や河岸からの距離、歴史的な津波の到達域、周辺の
地形や高層建築物の有無、想定津波到達時間など）

２．津波に対する安全対策の選定
　学校施設の立地状況を踏まえ、周辺の高台や津波避難
ビルへの避難、校舎等の屋上や上層階への避難、高台移
転、高層化等から対策を選定する。
　施設整備による有効な津波対策の実施が困難な場合で
も、避難訓練などにより、安全に避難できるようにする
ことが重要である。

３�．津波に対する安全対策を実施する場合の留意事項
〈周辺の高台等への避難を想定する場合〉
　安全に周辺の高台等に避難可能とするためには、以下
を満たすことが重要である。
・高台等自体の安全性
　─地震や大雨等により崩壊しない
　─想定避難者数を収容可能　等
・円滑かつ迅速に避難できる経路
　─校舎の上層階から直接避難路に出られる通路

　─ 児童生徒等の体格や人数なども踏まえた避難路の勾
配や幅員等

　─夜間の避難に備えたソーラーライト
　─ 地震等で通れなくなることも想定した複数の避難路
の確保　等

〈校舎等の屋上等への避難を想定する場合〉
　安全に校舎の屋上等に避難可能とするためには、以下
を満たすことが重要である。
・屋上や上層階自体の安全性
　─耐震性・耐浪性
　─屋上への手すり設置
・ 夜間や休日にも屋上や上層階に進入可能であること
　─ ふだんは進入できないが、緊急時には避難できるよ
う、集合住宅のバルコニー等に使用される隔て板
の設置等が有効

・円滑かつ迅速に避難できる経路
　─ 各階から直接避難階段にアクセスできるよう、各階
に避難階段への入口を設置

　─ 児童生徒等の体格や人数なども踏まえた避難階段の
段差や幅員　等

校舎２階と市道をつなぐ非常用通路（越喜来小学校）

学校の裏山への避難路（高知県黒潮町立南郷小学校）

屋外避難階段（高知県四万十市立竹島小学校）

10 2014.6
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特集│学校施設と防災

〈高台への移転や高層化を行う場合〉
　高台への移転や高層化を行う場合には、以下に留意す
ることが重要である。
（高台移転の場合）
・通学距離や学校と地域の関係を十分考慮
・地域の避難所として活用することも考慮
・ まちづくり担当部局との調整や地域住民との合意形成
（高層化の場合）
・ 学校機能に支障が生じない適切な動線計画や防犯計画

５�．学校施設の津波対策と防災教育等との連携による地
域防災力の向上

　防災機能を備えた学校施設を整備するプロセスにおい
て、地域住民や児童生徒等の意見も取り入れつつ整備を
進めることにより、地域全体の防災力を高めることが望
ましい。
　また、防災機能を備えた学校施設を地域住民も含めた
避難訓練の場として活用することが地域の防災力向上に
役立つ。
　さらに、学校内の様々な場所に標高や想定浸水高等を
表示することが有効である。

６．幼稚園、特別支援学校における特有の留意点
　幼稚園や特別支援学校は、避難行動要支援者である幼
児や障害のある児童生徒等が安全に避難できるよう、ハ
ード及びソフトを組み合わせた対策を検討することが重
要である。
（幼稚園の場合）
　幼児は小中学生に比べ、円滑で速やかな避難行動を取
ることが困難であるため、確実に避難できるよう施設面
の配慮を行うことが重要である。

（特別支援学校の場合）
　特別支援学校においては、施設のバリアフリー化が特
に重要である。障害の種類、程度、特性に応じ、校舎等
の出入口や屋内通路にスロープや手すりを設置するとと
もに、避難誘導のための機能や非常時の情報伝達につい
ても検討し、総合的なバリアフリー対策を講じることが
重要である。
 

第２部　 

地域の避難所となる学校施設の 
在り方について

第１章　
東日本大震災から浮かび上がった課題の検証

１．避難所としての役割を果たした学校施設
　ピーク時には622校の学校施設が避難所となった。ま
た、発災から半年が経過した９月12日においても42校
が避難所として使用されていた（図２）。

 

　岩手県において避難所となった学校施設の平均収容人
数の推移を見ると、文教施設（公民館など）やその他施
設と比較して、学校施設が多くの人数を収容していたこ
とがわかる（図３）。
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高台への移転整備計画（岩手県大船渡市立赤崎小学校）
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２．避難所となった学校施設の利用状況と課題
　避難所となった学校施設においては、トイレ、暖房設
備等の問題が発生。また、施設が避難所として使われる
ことにより教育活動再開の面で問題が生じた。

３．避難所となる学校施設の防災機能の整備の現状
　公立学校の９割が避難所として指定されているが、避
難所としての防災機能の整備割合は機能によっては低い
ものもあり （非常用通信装置46.8%、自家発電設備34.2
％など）､ 避難所の指定と防災機能の実態が必ずしも整
合していない。

４．避難所となった学校施設の利用の実態例
■ 臨機応変に対応した事例（宮城県山元町立山下中学校）

　地震により屋内運動場の天井化粧板が落下したため、
校舎の教室等を避難所として使用した。停電により電気
が使えなくなったが、電気の復旧後は、太陽熱集熱装置
を使い、室温を一定に保つことができた。また、インフ
ルエンザ患者を確認したため、感染症患者用の専用スペ
ースと専用トイレを設けて対応した。教室を利用してい
た避難者は、学校再開のため、発災40日目に武道場や
隣接する小学校等に移動した。（図４）

第２章　
地域の避難所となる学校施設の在り方

１�．地域の避難所となる学校施設に関する基本的な考え
方
　地域の避難所となる学校施設については、防災担当部
局と連携し、想定避難者数や災害種別のリスクを十分に
考慮の上、避難所となる学校施設の安全性や必要な機
能、円滑な運営方法、教育活動の早期再開を踏まえ整備
することが重要である。

２．災害発生から避難所の解消までのプロセス
　災害発生から避難所の解消までの期間を、以下の４つ
の段階（フェーズ）に区分することができる。避難所とし
て必要な機能は各段階で変化していくことから、これら
のプロセスに留意して対策を検討することが重要である。
　① 救命避難期（発災直後から避難直後まで）
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図３  岩手県の避難所の平均収容人数の推移（『いわて防災情報ポータ
ル』を基に作成）

洗濯場 
駐輪場 

調理場 

調理室 

落下物があり、使用不可 

物資保管室 

技術室 

自衛隊、飲み水配布場 

活動室 

美術室 

２－３ ２－２ 学習室 ２－１ 

高齢者
介護室 
くすのき 

被服室 

図書室 
活動室 

多目的教室 

物資搬入口 

女トイレ 
男トイレ 

感染症 
患者用トイレ 

テント 
設置場所 理科室１ 

理科室２ 

相談室 

相談室 

保健室 

救急患者 
対応室 

調理室 

仮設 
トイレ 

物資配布 
場所 

〇１階平面図 

屋内運動場 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室 視聴覚室 

１－３ 

東ﾜｰｸ 
ｽﾍﾟｰｽ 

生徒 
会室 本部 

職員室 

洗濯場 
プール 

２階を洗濯干し場 

屋内運動場 

１－２ １－１ 英語教室 ３－３ 数学教室 ３－２ ３－１ 

西ﾜｰｸ 
ｽﾍﾟｰｽ 

打合せ 
スペース 

西階段 救護 
ｽﾍﾟｰｽ 

〇２階平面図 

凡例 
    生活ｽﾍﾟｰｽ 
    専用ｽﾍﾟｰｽ 
    感染症患者用ｽﾍﾟｰｽ 
    屋外専用ｽﾍﾟｰｽ 

図４  避難所としての利用実態
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特集│学校施設と防災

　② 生命確保期（避難直後から救援物資が届き始めるま
で）

　③ 生活確保期（救援物資が届き始めてから教育活動再
開まで）

　④ 教育活動再開期（教育活動の再開から避難所閉鎖ま
で）

３．地域の避難所となる学校施設に必要な機能
　災害発生から避難所の解消までの４つの段階（フェー
ズ）ごとに、必要な機能を以下のとおり整理している。
　災害が発生してから、避難所として必要な施設・設備
を整備するには困難が伴うことから、あらかじめ、避難所
として必要な機能を備えておくことが重要である（図５）。

●耐震性、耐火性、バリアフリー、断熱性
　学校施設としての基本的性能である、耐震性・耐火性、
バリアフリー、断熱性を向上させることは、避難所機能
を強化するためにも重要である。

●災害情報の入手や救援要請に必要な情報通信
　救命避難期における災害情報の入手と校内への伝達の
ため、防災行政無線の受信設備、停電対応の校内放送等
を整備しておくことが重要である。また、役場等との連
絡のため、相互通信可能な無線設備等を整備しておくこ

避難スペースとなる２階に設
置した屋内運動場に隣接して
備蓄倉庫を確保（東京都江戸
川区立松江小学校）

とが重要である。

●備蓄倉庫
　想定される避難者数に応じた備蓄を、災害に対し安全
な場所に確保しておくことが重要である。
 
●電気・ガス
　照明やその他の機器の電源の確保のために、可搬式の
発電機等を備蓄しておくことが重要である。
　また、普段使用している熱源が使えなくなることを想
定し、炊き出しなどに必要な熱源をLPガスやカセット
コンロなどにより確保しておくことが重要である。
 

社会的状況 避難所の状況 必要と考えられる機能 

学校施設の 
基本的な条件 

避難所として必要となる 
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程
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避難所の開設・ 
市町村による避難所運営 

自治組織による運営への
移行、ボランティア活動
の開始 

・・・必要最低限の
避難生活の確保 

・・・良好な避難生活
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(教育活動と避難所機能の同居) 
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・
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図５  災害発生から避難所の解消までの４つの段階（フェーズ）ごとに必要と考えられる機能
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●トイレ
　断水なども想定し、マンホールトイレや簡易トイレな
ど複数の対策を組み合わせ、必要なトイレの数を確保す
ることが重要である。また、プールの水を、配管やポン
プによりトイレやマンホールトイレに流せるようにして
おくことも有効である。

 　 

４．避難所としての学校施設利用計画の策定
　地域住民の円滑な誘導や避難所となる学校施設の効果
的な活用のため、災害時の校舎、屋内運動場、校庭等の
利用方法を定めた学校施設利用計画を策定することが重
要である。
　学校施設利用計画においては、教育活動の再開を見据
えて地域住民に開放する部分とそれ以外の部分を明確に
区分した上で、避難者の居住スペースや避難所運営に必
要なスペースを設定することが重要である。特に、障害
のある児童生徒等、高齢者、妊産婦、感染症患者等の専
用スペースを確保することが重要である。

自立運転可能な太陽光発電システム（東京都江戸川区立松江小学校）

屋外に設置したマンホールトイレ（東京都北区立十条富士見中学校）

５．避難所となる学校施設の地域における役割
　地域のニーズに対応した学校施設整備はコミュニティ
の強化や防災力の強化につながる（図書館や公民館等と
の複合化や、地域開放を行うことも有効）。また、他の
公共施設との間における避難所としての防災機能の分担
は有効である（備蓄の分散、施設に応じた要配慮者対応
など）。

６�．避難所となる学校施設の防災機能の整備と防災教育
等との連携による地域防災力の向上
　どのような考え方で避難所となる学校施設の防災機能
を整備したかを、防災訓練や防災教育の場において児童
生徒等に伝えることが重要である。
　また、実際に避難所として使用する地域住民が主体と
なり、避難所運営訓練や炊き出し訓練などを継続的に行
い、避難所としての学校施設利用計画や、学校施設の防
災機能を確認しておくことが有効である。

７．特別支援学校における特有の留意点
　災害発生時には、特別支援学校において障害のある児
童生徒等が一定期間を過ごすことや、福祉避難所として
利用されることが想定されるため、バリアフリー化や多
機能トイレ、医療機器のための非常用電源等が特に重要
となる。

第３部　 

国による推進方策

　国による推進方策として、以下の５項目を示している。
（１ ）学校施設整備指針における学校施設の津波対策や
避難所としての防災機能関連規定の改正

（２ ）学校施設の防災機能に関する実態の把握と優れた
事例の普及啓発

（３ ）関係府省との連携による防災担当部局等への働き
かけ

（４）防災機能の強化推進のための財政措置の充実
（５）災害に強い学校施設づくりの推進
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　学校施設整備は、東日本大震災を踏まえ、平成23年
７月に取りまとめ、文部科学省から「東日本大震災の被
害を踏まえた学校施設の整備について」を緊急提言。国
立教育政策研究所文教施設研究センターが行った「学校
施設の防災機能に関する実態調査の結果について」（平
成25年12月11日）などと、今回の「災害に強い学校施
設の在り方について」（文部科学省文教施設企画部）な
どを踏まえ、学校耐震化や津波対策、避難所機能の充
実、学校施設と福祉施設、社会教育施設等との一体的な
複合整備といった地域拠点としての学校を活用するため
の方策などが示されてきた。
　特に、東日本大震災では多くの被災した人びとが、学
校施設を地域の緊急避難所として活用された。しかし、
当時の避難者が異常な心理状態に至っていたとはいえ、
地域住民間のトラブルも各地で見られたという。 
　その多くの理由として問われたことが、電気、水道、
ガス等といったエネルギーなどライフラインの課題、通
信手段の切断など、多くの課題がクローズアップされ、
多くの避難所で、人びとから寒い、暗い、プライバシー
が守れない、通信方法がなく情報が入手できないなどが
指摘された。 
　今後、起こるであろう大地震災害に備えた学校の防災
機能が、施設整備の一方の重要課題になってきた。 　
こうしたことに伴い、学校施設についても、環境省が地

球温暖化等の解決のため創設された制度「地域グリーン
ニューディール基金」（平成21年）を採択した自治体で、
太陽光発電、風力発電、蓄電池（システム）などの整備
など、今後も計画が増加してくると思われる。 
　グリーンニューディール推進基金については、防災拠
点となる公共施設および民間の施設を活用し、再生可能
エネルギーシステムを設置する取組みを推進あるいは支
援することで、自立・分散型の地域エネルギーシステム
を構築、低炭素社会実現の視点からの再生可能エネルギ
ー振興による地域づくりを目指すことを目的に創設され
たもの。 
　同基金制度は、避難所や防災拠点において、災害時等
に必要なエネルギーを確保するために、太陽光発電等の
再生エネルギー発電設備と蓄電池と併せたシステム等
（再生可能なエネルギーシステム）を設置する取組みを
推進、あるいは支援。また、再生可能エネルギー発電設
備により発電された電力は、専ら自家消費に用いるもの
とするとしている。 
　採択し多くの自治体が、太陽光発電と蓄電池（システ
ム）の導入をしているのは、防災拠点の規模やコスト面
からではないかと言える。また、基金が単一拠点への電
力供給なので消費電力が少ないため、太陽光発電や蓄電
池（システム）の方が、地熱や風力などよりも利用しや
すさがあるのではと考えられる。 

再生可能エネルギーシステム等の設置、蓄電池（システム）など導入へ

 環境省　グリーンニューディール推進基金

「再生可能エネルギー等導入推進基金」で、
 学校施設の安全安心と災害時の

 避難所機能の充実への活用

特集関連

152014.6

015-017_特集関連_長井小体育館.indd   15 14/05/20   17:32



アリーナ内観

外壁面にはソーラーパネルを設置。大屋根の
庇と縦のスリット窓がリズミカルな印象をあ
たえる外観

長井市内、避難所機能を備える学校体育館 

　このほど、長井小学校体育館は、耐震耐力不足と老朽
化のため改築された。同体育館は、市内の長井市役所に
も隣接し、地域の防災拠点、避難所機能を担っており、
老朽化も著しかったことで改築が進められた。
　具体的な施設の特色、改築の経緯などについては次の
通りである。

長井市立長井小学校体育館改築について
鈴木建築設計事務所

コンセプト
　長井市立長井小学校体育館の改築。
　雨天や冬季間の運動スペースの確保及び災害時の活動
スペース確保の点から１階がピロティ、２階にアリーナ
という構成としている。
　外観は大きな屋根の庇と縦のスリット窓による軽快で
シンプルなデザインとしている。
　高層となるアリーナと渡り廊下の間に低層のボリュー
ムを入れることで圧迫感を軽減し、アリーナは鋼管とテ
ンションロッドを組み合せた張弦梁により軽快な内部空

間となっている。
　さらに、両サイドに管理通路を設け運動スペースとの
間を透過性のある木製格子により仕切ることで、奥行が
感じられる開放的なつくりとしている。ステージ後方の
大きな窓や高窓から光が差し込む明るく気持のよい体育
館とした。

改築の経緯
　既存の体育館が建設後50年を経過し、建物自体の老
朽化と耐震診断の結果、耐震性能が不足することが解か
り、改築することとなった。

導入事例 

長井市の中心地で、災害時の地域避難所機能の整備視点
長井市立長井小学校体育館改築と蓄電池設備の導入
長井市立長井小学校体育館（山形県） 
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特集関連

　改築にあたり、既存体育館は平屋建てであったが、当
体育館は２階建てとし、冬季間の運動スペースの確保及
び災害時の活動スペース確保の観点から１階にピロティ
を設けている。
　ピロティ、アリーナともに児童が利用するとともに、
地域開放もする。
　建物の構造は1階を鉄筋コンクリート造、２階を鉄骨
造とし、26ｍスパンのアリーナ屋根は鋼管とロッドを組
み合せた張弦梁を採用した。200cmにもなる冬季間の積
雪荷重に耐えるとともに、十分な耐震性能を確保してい
る。既存校舎とは１階の渡り廊下で連結している。

安全安心の設備など
ソーラーパネル、蓄電池設備
　外壁面にソーラーパネルを10kW分設置している。通
常の屋根面に乗せるよりも発電効率は落ちるが、冬期間
には200cmほどの積雪がある豪雪地域であるので、メン

テナンスの点、冬期間の発電が可能な点等を考慮し、壁
面に設けている。
　蓄電池は15kWの容量で、ソーラーパネルからの電気
だけでなく、常時は学校の受変電設備と連携し蓄電して
いる。非常時にはソーラーパネルからの発電と蓄電して
いる電気を連携して使用することが可能である。

災害時の活動拠点ともなる１階ピロティ 地域開放玄関ホール 蓄電池設備

建 築 主：長井市長
竣 工 年 月：2013年2月（工期　H24.6～ H25.2）
主 要 用 途：学校体育館
所 在 地：山形県長井市
構造・規模：鉄骨造（一部鉄筋コンクリート造）2階建
延 床 面 積：2,569.24㎡
設計・監理：株式会社鈴木建築設計事務所
施　　　工：建築　大泉建設株式会社
　　　　　　電気設備　大竹電気工事株式会社
　　　　　　機械設備　飯鉢工業株式会社

施 設 概 要
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Technical Information

最新技術情報
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写真１

図１

はじめに

　東日本大震災以降、防災・減災に
対する意識が高まり、蓄電システム
の普及が進んでいます。補助金の拡
充も進み、特に東北地方を中心に導
入が進んでいます。
　同時に災害時のバックアップ機能
だけでなく、日常のピークカット
（ソーラーパネル等の発電により電
力購入を削減する）・ピークシフト
（夜間充電した電力を昼間のピーク
時に放電する）への要求も強まり、
蓄電システムへの要求も変化してき
ています。

災害時に威力を発揮する 
V2B（Vehicle to Building）
システム

　古河電工は２種類のパッケージ型
蓄電システムを持っています。１つ
めは、容量は小さいですが、Li(リ
チウム)蓄電池を搭載し、PV(ソーラ
ー )、EV(電気自動車)を１台のPCS(

パワーコンディショナー )に接続可
能な蓄電システムです（写真1）。
 

　本V2Bは各種補助金への適応が可
能ですが（EV対応については、
2013年度は５件納入済み）、環境省
のグリーンニューディールはEVが
蓄電池として認定されていないた
め、EVの充電ガンを外したタイプ
を納めています。（2013年度は山形

県長井小学校に納入）
　本V2Bシステムには、平常時のピ
ークカット・ピークシフトに加え、
EVに充電したりEVから放電する事
ができ、停電時にはLiまたはEVか
ら放電ができる機能を持っていま
す。V2Bの名は、EVから電力消費が
割と大きなビルディングにも放電で
きるという意味で名付けています。
①�平常時のピークカット・ピークシ

フト
　EMS(エネルギーマネジメントシ
ステム)機能により、平常時には電
力会社からの購入電力量をモニタ
し、設定した値を超えないように柔
軟に放電量を調整する事ができま
す。EVについても技術的には系統
連系（電力会社からの電力供給を受
けながら放電する）が可能です。（現
在リーフとアイミーブを検証済み）
（図１）
　また、PVの発電中はPVの発電電
力を優先して放電したりEVに充電
することが出来るため、蓄電池から
の電力放電を抑えたり、電力会社か
らの電力購入を抑制することが出来
ます。
②停電時の電力バックアップ
　停電時には自動的にバックアップ
モード（自立運転）に切替える事が
できますが、停電復旧時の自動復電
については電力会社殿との協議とな

●古河電気工業株式会社 

防災拠点に最適なパッケージ型蓄電システム（elesaver®）
10kVA-10～30kWh （EV連系可能タイプ、リチウム）50kVA-288kWh （コンテナ型、サイクルユース鉛）
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防災拠点に最適なパッケージ型蓄電システム（elesaver®）
10kVA-10～30kWh （EV連系可能タイプ、リチウム）50kVA-288kWh （コンテナ型、サイクルユース鉛）

■問い合わせ先
古河電気工業株式会社
ブロードバンド事業部門 技術部 市場開発課　
TEL：0463-24-8446  FAX：0463-24-8491
Mail：bb-ref@furukawa.co.jp

ります。そしてこの自立運転時の放
電は、Li蓄電池又はEVから選択し
て放電する事ができるため、Li及び
EVの蓄電池が少なくなってきても、
別のEVを使用できる環境下では継
続して電源の確保が出来るようにな
ります。（図２）
　また、PVと接続していれば停電
時でも発電電力を蓄電池またはEV

に充電することが出来るため、天気
さえ良ければ継続した電力供給が期
待出来ます。
　現在リリースしているモデルはLi

又はEVどちらの蓄電池を使用する
か選択する必要がありますが、2014

年夏頃リリース予定の新型機ではLi

とEV両方から放電する事ができ、
Li⇔EV間の電力の移動が出来るよ
うになります。この機能があると、
EVを災害時に動く蓄電池として使
用することが出来、電力搬送が出来
るようになります。（平常時の運用

は色々と壁があります。）

低コストな鉛蓄電池を用いた 
コンテナ型蓄電システム

　もう１つの蓄電システムとして、
コンテナ型パッケージ蓄電システム
があります。本蓄電システムが出来
ることは、通常時のピークカット・
ピークシフトと停電時の電力バック
アップで、標準的な仕様は、出力
50kVAのPCSと288kWhの鉛蓄電池
です。現在弊社横浜事業所と鳥取県
米子市役所殿にて稼働しています。
(写真２)

　本蓄電システムで使用している鉛
蓄電池はサイクル寿命特性に優れ
（図３）、１日１回の充放電でも10

年以上の寿命が期待できます。

　また、本コンテナ型の蓄電システ
ムは余裕ある電池容量を用意するこ
とが出来るため、通常のピークシフ

トに1/3使用しても残りが200kWh近
くあり、真の意味で通常と災害時両
方に使用できる蓄電システムとなっ
ています。また、PVと直接接続で
きるタイプも用意しており、停電時
もPVの発電を蓄電池に充電するこ
とが出来るようになっています。
　将来的にはEV充放電器も収容す
る計画で、通常時にはEVの充電ス
テーションとして使用でき（蓄電池
だけから充電も可能）、災害時には
EVを使用した電力供給拠点として
使用することも出来るようになりま
す。

図２ 図３

写真２
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　2011年の東日本大震災以降、BCP対策として非常時の電源確保、防災拠点とな
る施設や避難所の役割を担う学校等の防災・災害対策が大きな課題となっている。
こうした中、再生可能なエネルギーや未利用エネルギーを活用した自立・分散型エ
ネルギーの導入による「災害に強く環境負荷の小さい地域づくり」が国を挙げての
課題として、地震や台風等による大規模な災害に備え、再生可能エネルギー等の
導入を支援している。蓄電システムもその一つで急速に学校等に導入されている。
株式会社 YAMABISHIは自社開発の双方向電源装置と蓄電池を組み合わせた蓄電
システム、公共産業向け蓄電システム「YRWシリーズ」を販売している。 

【特長】 ○本体内蔵のMPPTコンバータにより太陽光発電と連携○単相２線／３線及び３相３線、５～ 50kwまで豊
富なラインナップ ○発電量や電力使用量等の「見える化」システム搭載 ○停電時に無瞬断で自立運転に移行 ○
UPSグレードの自立運転機能 ○デマンドコントローラ機能搭載

公共産業向け蓄電システム 

YRWシリーズ
お問い合わせ

株式会社YAMABISHI　営業部 
TEL：03-3767-8861
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ニ ュ ー フ ェ イ ス 21

ニ ュ ー フ ェ イ ス 21

三条市立第一中学校・嵐南小学校（新潟県）

小中一体校舎南側外観。中央にエントランスを兼ねたプレイガーデンを挟み、左（西）側に第一中学校、右（東）側が嵐南小学校として大きくゾーニングされて
いる。登下校で使用する門は３カ所つくられているが、これらは統合した３小学校の位置も含めて条南門（西側）四日町門（東側）南門（南側）とそれぞれ名付け
られている。また、四日町門から中央エントランスにかけて、屋根付きのスクールバス乗降地を整備した

小学校・中学校・特別教室・管理諸室などがそれぞれゾーニングされてい
る校舎内。各ゾーンをつなぐ廊下を「大通り」、ゾーン内の廊下は「家の前の
小路」と考えている。色彩はモノトーン＋木材の色をベースに、学年や教科
ごとのアクセントカラーを表すデザインで構成されている

特別教室は小中ぞれぞれの教室を確保し、室前にそれぞれメディアスペー
スが設けられている。写真は中学校の音楽室

学年ごとにまとめられた普通教室ゾーンは各学年５教室対応で計画され、
廊下を挟んで教師ステーションや調べ学習コーナーなど多様なスペースが
用意されている

３階のメディアセンター。一部書架には県産杉材が使われている。３階は
調べ学習の使用を想定したゾーニングや書架配置、理科室との連携などが
考えて計画されている

24 2014.6
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三条市立第一中学校・嵐南小学校（新潟県）

校　長：遠藤精一（第一中学校）、高橋邦彦（嵐南小学校）
所在地：新潟県三条市南四日町一丁目1-1
電　話：0256-33-1093（第一中学校）、0256-33-3571（嵐南小学校）

ふるさと三条に誇りを持ち個性を輝かすことのできる子どもたちを育むため小中一貫教育を全市展開
している新潟県三条市に、地域コミュニティの拠点としても活用できる小中一体型校舎が完成した。

小学校と中学校と地域を「つなぐ」一体型校舎

校舎正面、中央におかれたプレイガーデンは建物中央部まで続いている。
手前は左が中学校の昇降口で右が小学校の昇降口に面し、正面２階は校務
センターである。小学校１年生から中学校３年生までの児童生徒の日常的な
交流、降雨・降雪時の混雑緩和や活動場所としても大切なスペースになる

特別教室前のメディアコーナー。各教科に興味を持ってもらうための「卵」
と位置づけて、デザインを円（水玉）であらわしている。調理・被服メディ
アの壁面（写真中央）は、ステッチをデザインするなど、それぞれの教科
から連想できる内容が込められている

メディアセンターは２・３階の校舎中央部につくられ、内部階段でつなげら
れている。書架の間は、車椅子での通行も可能なスペースが確保されている。
２階の読み物エリアは休み時間になると本を探しにくる子どもたちの姿がみ
られる

展示棚でスペースを間仕切っている校歴コー
ナー。統合前の３つの小学校と第一中学校の各旧
校舎での歴史の広場

アリーナは北側の２階につくられており、災害発
生時の避難場所にもなる。壁面の縦に刻まれてい
るコードは、同校開校のキーワードを二進法に変
換したもの

プレイガーデンを校舎内に向かってピロティを抜
けると、発表の場として使える大階段がつくられ
ている。１階をまたぐように反対側にもつくられ
ている

VISUAL COMMUNICATION
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三条市の小中一貫教育

　新潟県三条市は新潟県のほぼ中央
に位置する。日本一長い河川として
知られる信濃川や北陸自動車道・上
越新幹線が走る平野部から、福島県
と接して特別天然記念物のカモシカ
が生息する山間部までを幅広く市域
とする人口およそ10万人の都市で
ある。
　平成20年７月、三条市教育委員
会は「教育制度等検討委員会」の報
告を受けて「三条市小中一貫教育検
討委員会」を設置、市内の小中学校
における小中一貫教育の検討を始め
た。同年11月には、「次代を担う心
豊かな子どもたちをはぐくむため
に」と題した「三条市小中一貫教育
基本方針」を策定した。不登校や学
習意欲の低下など学校教育の抱える
様々な課題の解決と就学前から小学
校・中学校へのスムーズな移行を実

小学校と中学校と地域を「つなぐ」一体型校舎

ニ ュ ー フ ェ イ ス 21

現し、子どもたちの成長・発達に応
じた適切な教育を具現化するための
手段として考えられたのが小中一貫
教育であった。基本方針において
は、「確かな学力」「豊かな心・個性」
「健やかな身体」を持つ児童生徒を
育成するため、現行教育制度のもと
小中９年間の教育課程を継続的なも
のとして編成・実施する。小中一貫
教育は各中学校単位で行うものと
し、小中学校だけでなく保護者や地
域とも一体となって進めることなど
が記されている。さらにモデル校と
して第一中学校区と第三中学校区が
指定されており、当初は連携型とし
てスタートして後、第一中学校区は
一体型の小中一貫教育へと移行する
ことが考慮されていた。
　三条市では、モデル校での実践の
成果を踏まえ、平成22年度から市
内全小中学校で小中一貫教育の試行
実践に入り、各中学校区に学区の特

色の生かした小中一貫教育を展開す
るための「中学校区小中一貫教育推
進協議会」を設置した。また、市教
委では、平成25年度を小中一貫教
育の全面実施と位置づけ、これまで
小中一貫教育の導入に向けた検討の
ために設置した検討委員会を廃止
し、新たに小中一貫教育を効果的に
推進するための検討組織として「小
中一貫教育推進委員会」を設置、９
年間の学びの連続性を系列化したモ
デルカリキュラムの作成、実施に取
り組んでいる。

小中一体型校舎の概要

　第一中学校区は、第一中学校と条
南小学校・四日町小学校・南小学校
の１中３小で構成されている。この
３小学校を統合した小学校が嵐南小
学校である。一体型校舎がつくられ
た場所はJR信越線の三条駅に近く、
駅への主要道路とは接していないた

三条市立第一中学校・嵐南小学校 （新潟県）

新潟県三条市の三条駅前、県立高校跡地のおよそ35,000㎡に新しい地域のシンボルとして建てられたのが、三条市立第一中学校と嵐南小
学校の一体型施設である。第一中学校区は、市が進める小中一貫教育のモデル校区として取組を進めてきたが、統合小学校との一体型
施設を整備してより積極的な展開を進めていく

三条の伝統的景観である漆喰の白壁、焼き杉壁の黒をイメージしてデザインされ
た外観。窓の間のリサイクルウッドが色彩のアクセントとなっている。グラウン
ドはトラックの周囲を芝生としている

特別教室とその前に整備されたメディアコーナー。それぞれの室名
表示には「教科書体」が使われている

ニ ュ ー フ ェ イ ス 21

三条市立第一中学校・嵐南小学校 （新潟県）ニ ュ ー フ ェ イ ス 21

26 2014.6

024-034_NewFace21_本記_三条市一貫校.indd   26 14/05/20   17:36



シーズンオフの室内プールは、人工芝をしいて
多目的広場として使用する

２階メディアセンターにおかれている「本のかま
くら」。書棚で「かまくら」をイメージし、中では
座り込んでの読書の他、読み聞かせなどの活動
も想定されている

年表（概略）

めかとても静かな場所である。平成
16年度までは県立三条高等学校が校
舎を構えていた場所で、１区画隔て
たところの旧四日町小学校跡地は、
校舎解体後サブグラウンドやテニス
コートの整備が予定されている。
　三条市が、施設整備にあたって示
したコンセプトは
・ 児童生徒の交流が促進される施設
・ 小学校と中学校の教職員が協働
し、多様な教育活動が展開しやす
い施設設備
・ 小学校と中学校の施設設備を効果

積約29,000㎡）。そのため、「学校の
中に学校がある」と考えられるよう
なわかりやすいゾーニングとするこ
とで、１人ひとりの子どもたちに大
人の目が行き届くことを配慮されて
いる。
　校舎は４階建てで、大きく東側が
小学校、西側が中学校となってい
る。中央部が管理諸室とメディアセ
ンターで、体育施設は北側にまとめ
られた。アリーナを２階におき、プ
ールは室内プールを３階に配置して
いる。そしてアリーナ下部には児童
クラブ（放課後子供教室）や地域の
集会室など地域開放で使用できる部
屋などが集められており、駐車場
（北）側に設けられた出入口からの
アクセスが容易になるように配慮さ
れている。

三条市小中一貫教育基本方針
（http://www.city.sanjo.niigata.jp/
common/000046389.pdf）

的に共用できる施設整備
の３点である。
　施設整備にあたっては、先の３点
を踏まえて「小学校」や「中学校」、
「普通教室」や「特別教室」など機
能ごとの小さなゾーニングで独立性
を持たせた教室群を集め、それらを
つなぐ「交流・共有・連携」空間を
設けることで、緩やかに一体感を持
つ施設とすることが目指された。各
学年５学級規模で計画されているた
めに施設規模が大きくなる（延床面

配置図平成 19年１月 教育委員会に「教育制度等検討委員会」設置

平成 20年２月 検討委員会からの答申が教育委員会に示される

平成 20年７月 「三条市小中一貫教育検討委員会」設置

平成 20年８月 第１回三条市小中一貫教育検討委員会開催（平成 24年５月までで 24
回開催、解散後「小中一貫教育推進委員会」を設置）

平成 20年 11月 「三条市小中一貫教育基本方針」を策定。第一中学校区は一体型の検
討をすると明記

平成 20年 12月 教育委員会、第一中学校区と第三中学校区の計８校を小中一貫教育の
モデル校に指定

平成 21年１月 各中学校区単位で「小中一貫教育推進協議会」を設置（第一中学校区
は平成 25年５月までに 24回開催）

平成 21年４月 教育委員会に小中一貫教育推進室を設置

平成 21年 10月 就学前児童の保護者に対する小中一貫教育の説明を就学前健診とあわ
せて実施（毎年継続）

平成 22年２月 第一中学校区一体型校舎の基本・実施設計業務委託のプロポーザルを
実施し、株式会社石本建築事務所を選定

平成 23年 11月 第一中学校区で「小中一貫教育モデル中学校区中間発表会」開催

平成 24年１月 第一中学校区、小中一貫教育推進協議会に「小中一体校開校準備委員
会」を設置、第１回を開催（平成 25年５月までに 10回開催）

平成 24年２月 校舎着工

平成 24年 12月 第一中学校区の保護者・自治会に対して小中一体校についての説明会
を開催（１月上旬まで）

平成 25年３月 統合小学校の校名が嵐南小学校に決まる

平成 25年４月 市内全小中学校にて小中一貫教育を全面実施

平成 25年 12月 校舎完成・内覧会・竣工式

平成 26年４月 四日町・条南・南の３小学校が統合され嵐南小学校が開校。小中一体
校開校式

Ｎ

三条市立第一中学校・嵐南小学校 （新潟県）
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小中一貫教育、三条市の
ねらいと願い

　三条市が小中一貫教育の導入を考
えた背景には、少子高齢化の進行や
子供たちを取り巻く地域社会や家庭
環境の大きな変化、学校教育では中
１ギャップと呼ばれる教育課題が表
面化しつつあり、これらを克服した
いという願いがあります。私は昨年
度まで教育委員会で本校の準備を含
めてこれらの業務に携わって参りま
したが、取り組むにあたって私自身
もいろいろ考えてきました。小中一
貫教育あるいは小中一体校という教
育方法はこれまでなかったスタイル
ですが、よく考えてみればとても自
然なことではないかと思うのです。
　保護者は自分の子どもが「小学校
のときだけ幸せであってほしい」、
「中学校のときだけよければいい」
と思うはずがありません。小学校や
中学校はあくまで通過点であり、保
護者そして社会の願いはたくましく
生きる力をもった社会人の育成で
す。つまり、保護者からみれば小学
校と中学校の切れ目はつながりの中
の段差でしかありません。私は、過
度な段差は必要ありませんが適度な
段差は必要だと思います。そしてそ
の段差は乗り越えられるものでなけ
ればならないと考えたとき、現在は
その段差が大きくなってしまってい
るのではないかと考えたのです。海

に向かうサケが放流された直後に滝
に落ちてしまったら、無事に海に出
ることができるのか。海への傾斜を
ゆるやかにすることで、サケは安心
して海へむかうことができるのでは
ないか。もちろん、小学校と中学校
のおかれている環境の違いはありま
す。中学校は進学・就職など卒業後
を見据える必要があり、それと比べ
れば小学校は目標とするものが曖昧
です。そこで、まず教職員がお互い
を知りあって、互いの足りない部分
を無理なく補うようになれないか。
そのためには、別々にいるよりも一
緒にいる方がよいのではないかと思
うのです。
　小学校と中学校がお互いを知るこ
とはとても大事なことですし、三条
市として考えるならば、小中だけで
なく小学校と幼稚園・保育所のつな
がりも考えていかなければならない
と思います。

　小中一貫教育では小学校と中学校
の９年間を連続したものととらえる
見方がとても大切で、そのため、施
設一体で連携している形が最も取組
みやすいと思います。八百屋さんと
魚屋さんはともに私たちの生活に欠
かせませんが、それぞれが独立した
店舗を構えている場合、お店同士は

INTERVIEW

三条市立嵐南小学校　
校長　高橋 邦彦　氏
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互いのことはそれほどわかりませ
ん。しかし、両方が同じ建物にある
スーパーの食品売り場はそうではあ
りません。施設一体型の小中学校に
も同じところがあると思っていま
す。しかし、現実には校地の確保や
学校・地域が培ってきた歴史なども
あってすべてを一緒にすることは難
しいため、連携をする小中一貫教育
と、施設一体型での小中一貫教育に
分けました。どちらの形でも大事な
ことは、小学校と中学校を連続して
みることと、小学生が中学校に進学
したときに大きな抵抗を感じないこ
とです。この学校は、小学校と中学
校それぞれに校長がいます。施設一
体型でかつ学園方式をとる一貫校と
は異なるところです。
　校舎は大きく分けて西側が中学
校、東側が小学校、中央部が共用部
となっていますが、設計にあたっ
て、本市の小中一貫教育で最も配慮
すべき年代と考えている小５から中
１までの３学年の教室を校舎の３階
に配置しました。そして、小１から
小４は１階と２階、中２中３を２階
において、緩やかな交流ができるこ
とを意図しました。コンセプトの１
つである交流を施設で促すことを考
え、メディアセンターを校舎中央に
２つの階をつなぐように設けていま

す。特別教室の多くは４階に計画し
ました。使い勝手ももちろん考えま
したが、互いの活動、学習の様子が
見えること、自然に交流が生まれる
ことを中心に考えました。また、本
市は雪国です。玄関前に大屋根をか
けてプレイガーデンとしたり、３階
のプールには冬期、人工芝をしいて
屋内運動場とするなど、雪へのそな
えもいろいろ考えました。

　本市では以前から小中連携を続け
てきましたが、平成20年度に小中
一貫教育基本方針を作成後、第一中
学校区と第三中学校区の小中学校を
モデル校に取組を試行し、徐々に広
げて25年度から全市展開をしてい
ます。その結果不登校は減ってきて
います。以前は、子どもは減っても
不登校は減らないという状態でした
が、実質的に小中一貫教育をスター
トした平成22年度に107名いた不登
校は、昨年度末で81名までに減り
ました。また学力は、一般的に小５
小６と上がってきた学力が中１にな
って一度落ちこむ減少がみられるの
ですが、本市ではこの凹みが年を追
うごとに小さくなっています。これ
らが小中一貫教育によるものといえ
るかどうかは即断できるものではあ
りません。ただ、小中一貫教育とい

うコンセプトの中で、小中の先生方
が協働してモデルカリキュラムを作
成しました。その中で、小学校の算
数では「マイナス」を扱いませんが、
中学校の数学では１年生の５月から
当たり前のように使うのはなぜか、
など、指導の裏にあるねらいもひと
つひとつ確認していきました。こう
した取組から一体感が生まれ、よい
成果が出ているのだろうと感じてい
ます。

　開校にあたり、教育目標を「夢と
希望を持ってがんばる子」としまし
た。小学生には、ああいう中学生に
なりたいという、目の前のお兄さん
お姉さんに対する夢とあこがれを持
ってがんばる子どもを育てたいので
す。幸いにして、第一中学校の生徒
はそれに足る子どもたちです。一方
中学生も、自分が小学生だった頃を
振り返って優しさを醸成してほし
い。日常的な交流の機会は無限にあ
ります。そこが、連携型の学校と大
きく異なるところかと思います。か
つては家庭で「お兄ちゃんみたいに
しっかりしなさい」といわれていた
ことがあったと思います。そんなこ
とが自然にできる学校になればと思
います。
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株式会社　石本建築事務所　　長野豊、小野寺伸一、田中良平、野﨑寛司、齋藤健

地域と学校、小学校と中学校、
教室と共用部がそれぞれの領域を持ちながら
緩やかな一体感を持つ学校

設計ノート
Design Notebook

■はじめに

　新潟県三条市は新潟県のほぼ中央
に位置し、人口およそ10万人の「金
物のまち三条」として知られる「も
のづくりのまち」です。三条市では、
平成25年から市内のすべての中学
校区で小中一貫教育をスタートしま
した。そのシンボルとしてこのたび
完成したのが三条市立嵐南小学校・
第一中学校です。旧三条高校跡地を
敷地とし、第一中学校とその校区に
ある３つの小学校（四日町小学校、
条南小学校、南小学校）を統合し、
施設一体型校舎として新設された、
小・中学生合わせておよそ1,500名
の学び舎です。

設計コンセプト

　三条市が策定した「小・中学校一
体型教育施設整備にあたっての基本
的な考え方」を踏まえ、次の３点を
設計コンセプトとしています。
１ 、「小学校」・「中学校」・「それを
支える地域」がそれぞれの領域の
独立性を持ちながら緩やかな一
体感を持つ。

２ 、「学校の中に学校がある」学校
は小さな単位が集まる集合体と
考え、一人ひとりに目が行き届
く計画とする。

３ 、それらの単位をつなぐ仕掛けと
して交流・共有・連携空間を設ける。
そのコンセプトをもとに、「小学校」・

「中学校」・「地域」を３つの輪にた
とえ、それらの関わり方を表したゾ
ーニングイメージを作成しました。

２つの敷地を結びつける 
合理的な配置計画

　旧三条高校跡地と旧四日町小学校
校地の少し離れた２つの校地を所有
するため、南北に長い旧三条高校跡
地の北側に施設一体型校舎、南側に
300ｍトラックを確保した天然芝張
りのグラウンド、旧四日町小学校校
地は第２グラウンドと管理棟とし、
２つのグラウンドの間に校舎のある
合理的な配置としました。児童・生

徒が登校する３つの門は、統合され
た３つの小学校の名前から、四日町
門、条南門、南門と名づけました。
また、通学圏の拡張に伴うスクール
バスの乗降地を設け、屋根付通路で
エントランスまで結びました。

独立性を持ちながら緩やかな
一体感を持つ施設計画

　敷地の中央に、プレイガーデンと
名付けた半屋外空間を設け、そこに
面して小・中の昇降口を配置しまし
た。十分な広さと３層分の空間は、
登下校時の児童・生徒を受け止め、
日常あいさつの場となるなど、交流
を生み出します。また、大階段によ
って常時開放エリアと緩やかにつな
がり、施設の一体感を感じさせます。
　校舎は、ゾーニングイメージをそ
のまま落とし込んだような施設配置
としています。小・中が交わる校舎
の中心部分に、交流・共有・連携す
る小・中一体の校務センター、吹抜
けで上下階がつながるメディアセン
ター等を配し、そこから独立性の高
い各学年ブロックが、翼を広げたよ
うな配置としています。活動時間が
早い小学校は朝日が昇る東側に、部
活等で活動時間が長い中学校は夕日
を望める西側としました。各学年ブ
ロックは中庭などの外部空間を挟ん
で自分の学年の前後の学年が意識で
きる配列とし、特に小５、小６、中
１を同一フロアーとして日常的な交

ゾーニングイメージ：施設中央に交流・共有・
連携空間

鳥瞰CG：敷地南側にグラウンド、北側に校舎、
飛び地に第2グラウンド
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プレイガーデン：簡単な発表の場と
しても用いられる

武道場：畳は取り外し可能。可動間
仕切りで部屋を仕切ることも可能

流が生まれやすくしました。
　教室は、小学１・２年は教室内に
教師スペース、専用水周り、デン、
専用庭への出入り口を設けるなど、
児童・生徒の発達段階に応じた使い
方ができるつくりとしました。教室
と廊下の間仕切りは、同一仕様の引
き戸の建具とし、学習形態の違いに
応じて開閉の仕方を変えることで、
教室前のオープンスペースと合わせ
て効果的な学習空間をつくります。
　その他、学校は地域の財産であ
り、できる限り開放するという方針
から、施設を段階的に開放できるよ
う、丁寧に区分設定を行ないまし
た。また、積雪地域であることか
ら、プールを可動床として人工芝と
する、体育館の周囲にランニングギ
ャラリーを設けるなど、屋内スペー

スの有効活用だけでなく、屋外空間
にも屋根をかけるなど、冬場の活動
場所をできるだけ確保しました。

防災計画、環境配慮計画

　10年前に発生した7.13水害を鑑
み、体育館を２階に配置して防災倉
庫を併設するなど、避難施設を意識
した計画としました。
　環境配慮として、体育館は自然換
気の効率を最大限高める窓形状と
し、校舎は階段上部に誘引効果を利
用した換気窓を設けるなど、暑い新
潟の夏に配慮して自然通風をできる
だけ確保するようにしました。ま
た、雨水をトイレの洗浄水に再利用
しています。

周辺と調和し、子どもの 
活動が映える内外装デザイン

　外観は昔ながらの民家の漆喰の白
や瓦・焼き杉壁の黒をイメージし、
あくまで周辺環境との関係を考慮し
たシンプルな色彩構成としています。
白い外壁は光をやわらかく反射し、
中庭で対面する部屋も明るくなりま
す。また、窓の間にリサイクルウッ
ドを使用し、北欧の建物にあるよう
な、温かみがある表情としました。
　ガラスを多用し透明感のあるイン
テリアは、子どもの活動が賑やかに
表出するとともに教科に興味をもつ
きっかけづくりを意図しています。
各教科の機能と色彩の心理効果が適
合するように、また、学年の違いに

より色調が変化するようにアクセン
トカラーを選定しました。広い建物
なので、アクセントカラーでも自分
のいる場所が把握できることも意図
しています。

教材でもあり、秘密の発見も
楽しめるグラフィックサイン

　サインは案内用であると共に、普
段使う生徒にとっては発見を伴うよ
うな仕掛けを施し、色彩を含め建築
と一体となるようなデザインとして
います。フォントは手書きに近い
「教科書体」を用い、書き方の教材
にもなります。また、各教科メディ
アスペースはそれぞれにかかわるグ
ラフィックデザインとしており、子
どもたちにはそれらの秘密の発見を
楽しんでほしいと思います。

結びに

　「ものづくりのまち三条」の子ども
たちらしい、私たちが想像した以上
の創意工夫にあふれた使い方で、い
っぱい遊んでいっぱい勉強してほし
いと思います。プロポーザルでの選
定から校舎完成まで４年を費やしま
したが、この間、市関係者、教育委
員会、建築課、小学校、中学校、保
護者、地域、工事関係者の皆様のご
理解の結果、実現できたと思いま
す。これからは、計画・建設にかか
わった全ての人の思いを受け止め、
皆に愛されるすばらしい学校に育て
上げていってほしいと思っています。

体育アリーナ外観：屋根部に点在する
黒いパネルが換気誘引窓

教室（低学年）：デン、手洗を室内に設置。外に
は専用庭

大階段：昇降口か
ら各教室へのアプ
ローチに用いる

教室廊下：サインと内装アクセントカ
ラーを一体としてデザインしている
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　　 施 設 概 要
正式名称：三条市立嵐南小学校・第一中学校
所 在 地：新潟県三条市南四日町一丁目１番１号
用途地域：第一種住居地域
建ぺい率：30.91％（許容70％）
容 積 率：80.35％（許容200％）
敷地面積：35,075㎡　
建築面積：10,840.34㎡
延床面積：28,509.27㎡
構造規模：RC造（一部S造）地上４階
設計期間：平成22年３月～平成23年９月
工事期間：平成24年１月～平成25年12月
計画指導：柳澤要（千葉大学大学院教授）
設計監理：株式会社 石本建築事務所
施　　工： 校舎棟：小柳・桑原・フタバ特定共同

企業体（建築）、三条配管・神山配管
特定共同企業体（空調）、大方・大原
特定共同企業体（電気）、三条文化・
ナガオケ特定共同企業体（衛生給排
水）、ユアテック・大島特定共同企業
体（通信）

体育館棟： 水倉・外山・米山特定共同企業体（建
築）ケンオウ・新潟断熱特定共同企業
体（空調）、本間・須藤特定共同企業
体（電気）、 体育館棟：中越大栄・大
西設備特定共同企業体（衛生給排水）、
ユアテック・大島特定共同企業体（通
信）

建設総事業費： 61億5,082万6,500円（税込：用地
費除く）

■外部仕上げ
〈校舎〉
屋　　根：屋根保護防水絶縁断熱工法
屋　　上：屋根保護防水絶縁断熱工法
外　　壁： コンクリート打ち放しの上防水形複層

塗材E吹付仕上
開 口 部：  アルミ製建具、アルミ製カーテンウォ

ール
〈屋内運動場〉
屋　　根：可動屋根　金属平葺屋根
屋　　上：屋根保護防水絶縁断熱工法
外　　壁： コンクリート打ち放しの上防水形複層

塗材E吹付仕上、金属サンドイッチパ
ネル

開 口 部：アルミ製建具

■内部仕上げ〈代表的な部屋〉
〈普通教室〉
天　　井： 角孔吸音化粧石膏ボード、石膏ボード

の上EP塗装
　 壁　 ：普通硬質石膏ボードの上EP塗装
　 床　 ：複合フローリング

〈メディアセンター 〉
天　　井：アルミ製ルーバー天井
　 壁　 ：普通硬質石膏ボードの上EP塗装
　 床　 ：タイルカーペット

〈廊下等共用部〉
天　　井： 角孔吸音化粧石膏ボード、石膏ボード

の上EP塗装
　 壁　 ：普通硬質石膏ボードの上EP塗装
　 床　 ：ビニル床シート

■主な使用木材
県産杉集成材：メディアセンター　本棚

■空調設備
冷暖房方式： 空冷ヒートポンプエアコン（熱源：

ガス、電気）
その他設備： FF式暖房機（熱源：灯油）　給食調

理室は機械排煙
 
■電気設備

学 校 概 要
（平成26年５月現在）

校　　長：高橋 邦彦〈小学校〉　遠藤 精一〈中学校〉
開 校 日：平成26年4月1日（嵐南小学校）
学校ホームページ：〈小学校は準備中〉　
　　　　　　　　　http://www.city.sanjo.niigata.jp/dai1/ 〈中学校〉

電話：0256-33-3571〈小学校〉　0256-33-1093〈中学校〉
児童生徒数：1,437名（うち、特別支援学級 47名）
学級数：54（小学校34、中学校20、うち、特別支援学級９）
交通：JR三条駅から徒歩３分

受変電設備： 電気引込6.6KV、受変電方式：屋外
キュービクル、変圧器容量1850KVA
（単相：800KVA、三相：1050KVA）

照明器具： LED＋Hf蛍光灯明るさセンサー・人感
センサー

太陽光発電：屋上に5.0ｋｗ設置

■給排水衛生設備
水　　源： 上水、雨水（トイレ洗浄水利用　ろ過

は砂ろ過、塩素滅菌）
給　　水： 受水槽＋加圧給水、上水受水槽は鋼板

製一体型屋外設置
排　　水： 屋内分流、屋外合流、公共下水道へ放

流
給　　湯：局所式（ガス、電気、太陽熱利用）

■情報通信設備
校内LAN：有線式（端末約350台）
端末設置箇所：職員室、普通教室、特別教室等
その他設備： 太陽光発電表示モニター 　メディ

アセンターや音楽教室などにプロ
ジェクタ設置

■プール設備
構　　造：SUS製　可動床
水 面 積：425㎡
浄水設備：塩素滅菌機
ろ過設備：砂ろ過方式（高分子凝集剤）

■屋外環境
駐車場、駐輪場、ビオトープ、学校畑、低学年専
用庭、プレイガーデン、ランニング走路、かまど
ベンチ、マンホールトイレ、スクールバス乗降
地、飼育小屋

■給食調理室概要
栄 養 士：１名　
職 員 数：20名
調理能力：最大1,800　食／日（通常は1,600食）

三条市立第一中学校・嵐南小学校 （新潟県）ニ ュ ー フ ェ イ ス 21
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話題を追って

　数年前、神奈川県秦野市の「公共施設再配置計画」（注1）が、公表され、全国の自治体から
高い関心が寄せられ、話題となり現在でも内閣府、国土交通省などの中央省庁から全国の県、
市町村、学識者などが視察しているという。こうした中で、新潟県妙高市は市内の公共施設
に関する「有効活用・再配置計画」をまとめた。

　同市の公共施設は、これまで様々
な市民ニーズに応えるためや、活気
あるまちづくり推進に向けて整備を
行ってきた。それらの施設も経年に
より老朽化が進行、少子高齢化や市
民ニーズの多様化などにより利用者
数の減少も著しく増加してきた。
　また、遊休施設となってから長い
歳月が経ち、その施設の今後につい
て明確にされない施設も散見される
状況となっている。 
　そのまとめによれば、見直し対象
の61施設のうち、廃校の小学校や
体育館など16施設を廃止または他
地域の施設に機能移転させ撤去す
る。１施設は建替えることとした。
見直しの目的は、同市の人口１人当
りの公共施設面積は、6.2㎡（2012
年度）で、全国平均3.4㎡を大きく
上回っており、配置の適正化と維持
管理費の軽減などのため見直すこと
にした。見直しのねらいは、老朽化
や耐震性、地域の少子高齢化、民間
施設との競合による利用者減少など
を参考にしたという。 
　16施設のうち、旧矢代小学校校
舎など廃校の小学校、幼稚園など９
施設を廃止する。だが、このうち４
施設は現在も地域集会などに使用さ

れている。他施設へ機能移転させる
７施設は、新井南体育館など。ま
た、建替えは妙高高原体育館（表１） 
　このほか、地域集会施設は地元に
譲渡ないし利用方法を見直す。 
　再配置計画の期間は、2014年～
2024年までの11年間で、2019年の
中間で一度見直す予定。 
　本件に関しては、市民生活への影
響や財政面での負担も大きいため、
今後、国、県など関係団体、地域の
人びとなどに説明・協議を進めた上
で、具体的な実施計画を定めて、順
次施設の廃止、機能移転、譲渡を進
めていく。

（注１） 神奈川県秦野市が、学校施
設を中心とした公共施設をすべて維
持し続けていくためには、大規模改
修や更新に多額の費用がかかり、将
来的に大幅な財源不足が発生し、
2050年までの期間とする試算では、
現状のままではこの先40年間の財
源不足は346億円に達すると発表し
た。新しいハコモノは建設しない。
現在のハコモノは優先順位をつけて
圧縮し、同市の公共施設の面積
31.3%削減する計画。

妙高市（新潟県）
「妙高市公共施設有効活用・再配置計画」を公表

妙高市公共施設有効活用・
再配置計画（表１）

廃　止

勤労青少年ホーム
旧矢代小（校舎）
旧吉木小（校舎）
旧長沢小（校舎）
旧水原小（校舎、体育館）
旧平丸小（校舎、体育館）
新井北幼稚園
新井南幼稚園
姫川原保育園

他施設に機能移転させ撤去

新井南体育館
妙高高原スポーツ公園テニスコート
新井克雪管理センター
総合センター
杉野沢総合センター
姫川原コミュニティセンター
高齢者生産活動センター

建て替え

妙高高原体育館
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ニ ュ ー フ ェ イ ス 21

沼津市立静浦小中一貫学校（静岡県）

屋上の高さは海抜およそ19.25m。手前の太陽光発電の電気は緊急時に階下
の黒潮ホール（ランチルーム）の電力として使用することができる。左奥に
機械室や防災倉庫が並ぶ

交流スペースと普通教室。間仕切りを引戸式として子どもたちの活動に柔
軟に対応できるしつらえとした

特別教室は廊下との間仕切がディスプレイケースになっている

静浦小中一貫学校南側外観。手前に広がるのが小学校のプレイグラウンド。船を模したプールが右側につくられており、校舎からプールに沿って続くアプロー
チは、階段を上がってグラウンドに続く

普通教室は、床や腰壁、柱に木質化を施して落ち着いた印象の空間に仕上
げられている。右前方には天井に設置されたプロジェクタからデジタル教
材などをマグネット式のスクリーンに投影できる
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沼津市立静浦小中一貫学校（静岡県）

校　長：浅倉博文
所在地：静岡県沼津市獅子浜17

電　話：055-931-3017

沼津市で初めてとなる施設一体型小中一貫校、静浦小中一貫学校が開校した。教育施設としての最新
の環境だけでなく、防災面にも配慮した施設として地震や津波発生とその後の避難についても考えら
れた施設となっている

９学年の児童生徒が日常的に触れあうことのできる小中一貫学校施設

４階メディアセンター。１人ひとりが集中できる環境が整えられている。
貸出用ノートPCも用意されている

３階メディアセンター。コンピュータ教室と隣り合っており、調べ学習や
グループでの話合いがしやすい環境づくりがされている

２階メディアセンター。廊下を挟んで奥には畳敷きの読み聞かせスペース
が用意されている

採光性を高めて明るい教育環境づくりが行われている校舎。自然通風を促
す工夫もされている

淡島・そして駿河湾を一望できる黒潮ホール。奥の家庭科調理室と連続して
いる。災害発生時に地域住民の避難場所とすることも予め計画されている

保健室は相談室やカウンセリングルームと一体的に整備されている

VISUAL COMMUNICATION
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駿河湾に面して建てられた 
新校舎

　静岡県沼津市。静岡県東部の中心
都市であり、伊豆半島西側の駿河湾
に面して南北に伸びる市域には、お
よそ20万人の人びとが暮らしてい
る。この春、市の中心部からやや南
に位置する静浦地区で施設一体型の
小中一貫校、静浦小中一貫学校が開
校した。
　静浦小中一貫学校は、平成22年度
に地域の３小学校が統合した静浦小
学校の児童と静浦中学校の生徒が１
つの施設で一緒に学ぶ学校である。
校長１名のもと２名の教頭に、教員
は兼務発令を受けての船出となった。
校地は沼津市の中心部から伊豆半島
の中央を抜ける国道414号線に面し
た静浦小学校の校地とその隣接地
で、国道を挟んで目前に広がる駿河
湾まではおよそ70mの場所である。

９学年の児童生徒が日常的に触れあうことのできる小中一貫学校施設

ニ ュ ー フ ェ イ ス 21

小中一貫学校設置の経緯

　静浦地区の小学校統合は、少子化
によって想定された複式学級化の回
避がその大きな理由である。また、
山の中腹にあった静浦中学校は以前
より落石などの危険が指摘されてい
た。こうした課題がある中、平成
19年11月に「静浦地区小中一貫校
に関する提言」がまとめられた。提
言では、子どもたちにとっての最良
の教育環境という観点からの協議を
行い、小中一貫校設置の必要性を提
言するとともに、設置に向けた検討
課題が整理されている。これを受け
て平成21年に「静浦小中一貫校推進
委員会」を設置し、学識経験者や静
浦地区連合自治会、各小中学校と
PTAにより、制服や地域関連行事、
統合に向けた準備などを検討してい
った。
　平成22年９月に市教委がまとめ

た「静浦地区小中一貫校基本計画」
は、「９年間の連続性」「ことば」「地
域」の３つをキーワードに子どもた
ちの生きる力を育むことが示されて
いる（学校づくりの基本コンセプト
参照）。基本計画には施設整備に関
する基本的な考え方が以下のように
示されている。

　静浦地区小中一貫校は施設一体型
の小中一貫校とし、９学年のどの子
にも利用しやすい施設にするととも
に、子どもたちが自然に交流できる
場を設けます。
〈各施設の整備計画〉
① 校舎：発達の段階への対応、異学
年交流の促進、全室中学校基準、
校舎の中心に図書館
② 体育館等：武道の必修化に伴う施
設、９学年の子が安全に利用で
きるプール
③ グラウンド：大グラウンド・小グ

沼津市立静浦小中一貫学校 （静岡県）

静岡県内の公立の施設一体型小中学校としては、浜松市の引佐北部小中学校に次いで２例目、新たに施設を整備した例としては同県初と
なる静浦小中一貫学校の施設が静岡県沼津市に完成した。

校舎から、プール附属棟の屋上を通って体育館（裏山）まで抜け
る通路が用意されている

ニ ュ ー フ ェ イ ス 21

９年間の連続性
・ 教科等の縦のつながりと教科間及び学校行事等の横のつながりを重視

した教育
・ 子どもの育ちを重視した４-３-２制の区分で、中１ギャップの解消と

３回の最上級生体験

ことば
・学校図書館の充実による読書活動の推進
・ことばを大切にした人間関係づくり
・コミュニケーションの基盤となる「読解力」の育成

地域
・学校と地域の協働で創る双方向の交流
・「ふるさと静浦」から学ぶ子どもの育成
・学校・家庭・地域が連携して進める環境教育

学校づくりの基本コンセプト

沼津市立静浦小中一貫学校（静岡県）ニ ュ ー フ ェ イ ス 21
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交流スペースと普通教室

年表（概略）

ラウンド
（他略。）

校舎の特徴

　一体型校舎は、校地の北端に建て
られていた旧静浦小学校校舎のすぐ
南に建てられた。工事前には統合し
て児童数の増えていた静浦小学校に
仮設校舎を整備し、静浦中学校は旧
静浦西小学校の校舎を改修して使用
し、この春から新校舎を使用してい
る。なお、沼津市では静浦中学校の
跡地は校舎と一部のグラウンドを文
化財センター、体育館を社会体育施
設、グラウンドを多目的広場として
使用できるよう整備するとともに、
校舎と体育館は災害時の避難施設と
して位置づけている。新たに取得し
た敷地は、校舎建設地とは国道から
体育館（地区センター）に直接アク
セスできる通りで隔てられており、
ここにはグラウンド・テニスコート
が整備された（グラウンドは平成24
年12月から使用）。地区センターが
併設されている旧静浦小学校体育館
は、一貫学校でも継続して使用する
こととなっている。
　校舎は４階建てで、格子状にデザ
インされた外観が印象的な建物であ
る。旧小学校校舎の場所は、解体後
駐車場が整備される予定になってお
り、校舎と体育館の間には武道場、
さらには「静浦の森」を創るための
樹木が植えられている。そして校舎

所は海抜3.5m。平成26年３月に静
岡県がまとめた地震被害想定を踏ま
えて沼津市が発表した津波ハザード
マップによると、海岸部にはおよそ
6.0mの津波が想定されている。同
校施設は地域の津波避難ビルに指定
され、４階の黒潮ホールや屋上に避
難することになっている他、裏山へ
の避難路も整備された。校地の各所
から素早く避難するための避難経路
も確保されているので、災害発生時
にいる場所によって、どこに避難す
るか判断し、選択できるようになっ
ている。

の南側にはプレイグラウンドとプー
ルが整備されている。
　校舎内部の２階から４階の中央に
学校図書館を据えるとともに、２階は
読み聞かせスペース、３階はコンピュ
ータ教室、４階は個別閲覧ブースを
整備して、利用用途を分けている。
　各階の学校図書館の周囲に廊下を
配し、外側に各室をおく回廊型の教
室配置としているが、普通教室を配
した南側は教室と同じ広さの廊下と
し、交流スペースと名付けて様々な
活動に対応できるように計画されて
いる。
　静浦小中一貫学校の建っている場

平成 15年２月 「静浦中学校校舎移転並びに小学校統廃合協議会」の設置、第１回開催（以降第６回（平成 17年２月）まで開催）

平成 19年７月 「沼津市静浦地区小中一貫校検討委員会」開催（10月までに３回開催）

平成 19年 11月 検討委員会が教育委員会に対して「静浦地区小中一貫校に関する提言」を提出

平成 20年 12月 「静浦地区小中一貫校推進委員会」設置、第１回開催（平成 25年度まで継続）

平成 22年４月 静浦地区の小学校３校（静浦小学校・静浦東小学校・静浦西小学校）が統合、静浦小学校となる

平成 22年８月 静浦中学校を静浦西小学校校舎に移転

平成 22年９月 「静浦地区小中一貫校基本計画」策定

平成 22年 12月 静浦小学校校地南にグラウンド用地を取得

平成 23年４月 小中一貫校の基本・実施設計者選定の公募型プロポーザルの応募受付

平成 23年６月 公募型プロポーザル方式によって設計者に株式会社久米設計を選定

平成 24年３月 グラウンド造成工事着工

平成 24年３月 校舎裏山への避難舗装路の整備工事完了

平成 24年６月 施設計画に関する保護者説明会開催
校名募集および静浦地区住民へのアンケート調査実施

平成 24年９月 グラウンド南西側の「沼津の森」植樹祭

平成 24年 10月 校舎着工

平成 24年 11月 校名（通称名）が「静浦小中一貫学校」に決定
グラウンド完成

平成 24年 12月 グラウンド開き、使用開始

平成 25年７月 学校説明会（児童生徒の保護者・未就学児の保護者・隣接校の児童の保護者を対象）

平成 25年 12月 校舎完成

平成 26年１月 プール完成

平成 26年２月 新校舎内覧会（地域住民対象）

平成 26年４月 静浦小中一貫学校開校

「静浦地区小中一貫校に関する提言」
（http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/kyoiku/kyoiku/numazushi/teigen.htm）
「静浦地区小中一貫校基本計画」
（https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/kyoiku/kyoiku/keikaku/img/shizuura.pdf）
沼津市地震・津波ハザードマップ
（http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/anshin/bousai/tunamihazard/index.htm）

沼津市立静浦小中一貫学校（静岡県）
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沼津市の義務教育の拠点に

　本校のある沼津市静浦地区は静浦
漁港を中心とした漁村地域で、３つ
の小学校と１つの中学校がありまし
た。今から10年ほど前に少子化に
よる複式学級化が懸念され、また、
山の上にあった静浦中学校は通学路
などに落石の危険性がありました。
小中学校それぞれの課題を考える中
で、小中一貫学校が選択肢となり、
決めていったという経緯がありま
す。静岡県内では浜松市に次いで２
例目の施設一体型小中一貫校です
が、法律上は静浦小学校と静浦中学
校であり、教育課程も他の小学校・
中学校と同様学習指導要領に則って
行います。
　小さな学校には、先生と子どもが
家族のようになり、言わなくても分
かってしまうところがあります。そ
れは１人の子どもを丁寧にみている
反面、結果として、大勢の中でもま
れている子どもたちと比べたときに
積極性やコミュニケーション能力の
育成にマイナスの面もあると考えて
います。それが、進学などして学校
が変わったときに「何か違う」と壁
を感じることになるのではないでし
ょうか。さらに、子どもたち自身の
いろいろな人とのかかわり合いも薄
くなっていました。本校は、小学生
と中学生が１つの校舎の中で生活を
します。施設を１つにすることで同

年齢の子どもだけでなく、異年齢交
流を日常的に行うことで子どもたち
のかかわりの幅を広げたいと考えた
のです。そして地域から期待される
学校をつくることで、地域の人びと
とも積極的にかかわっていくことを
考えました。

　本校は教育目標を「大きな志を抱
き挑戦し続ける人づくり」とし、そ
の実現のため３つの柱となる教育内
容として①未来をデザインする力、
②未来を実現する知、③未来に挑戦
するための体・徳を定めています。
未来をデザインする力とはキャリア
教育をさします。未来を実現する知
とは、学力のことです。そして未来
に挑戦するための体・徳とは健康と
豊かな人間性のことです。このため
に、教育活動は「９年間の連続性」
を生かしてながら、学習活動や異年
齢交流において「ことば」の活用を
大切にしています。また、「地域」
における豊かな体験活動や交流活動
も重要視しています。　
　交流活動は、何か特別な活動をし
ようとすれば、先生方に負担を強い
ることにもつながってしまいます。
ですから、施設の中で子どもたちが
自然に交流することを考え、その仕
掛けづくりを設計コンセプトの１つ
に取り入れてあります。例えば、昇

INTERVIEW

沼津市立静浦小中一貫学校　
校長　浅倉 博文　氏
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降口を１つとして、子どもたちが毎
朝自然と顔を合わせるようにした
り、図書館に全学年の子どもたち用
の本を揃え、子どもたちが自然と集
まってくるようにしたりしていま
す。教室前の廊下も広くとって交流
スペースと名付けました。小規模な
集会ならばできる広さがあります。
吹奏楽部からミニコンサートをやり
たいという希望も出ています。ま
た、４階につくられた黒潮ホール
は、異学年交流の一環で給食をとる
ランチルームにもなります。こうし
たスペースによって、自然な交流を
促すことが校舎の特色の１つです。
　図書館は「ことば」を扱う場所と
して、２階から４階の各階中心に設
置しました。２階は読書の場として
小説や読み物などを集め、読み聞か
せコーナーもつくりました。３階は
調べ学習ができる環境として２類か
ら８類の図書を集め、隣にはコンピ
ュータ教室、さらには理科室がこの
場所を囲むように計画されていま
す。気になることはすぐ調べに行く
ことができるようになっています。

　本校では、小中の９年間を１～４
年生の初志部、５～７年生の立志
部、８・９年生の大志部と大きく３
段階に分けました。先生方には兼務
発令が出ていますのでどちらの学校

の指導も可能です。初志部では主な
教科は学級担任が授業を行います
が、３・４年生では教科担任が社会
科や理科の授業を行います。立志部
の５・６年生では教科担任の授業を
６～７割に増やし、７年生から教科
担任制となっていきます。これは、
小学校と中学校の教員が同じ施設に
いて、兼務発令を受けているからこ
そできることです。ここが施設一体
型のメリットであり、他の学校が取
り組みにくいところだと思います。
職員室では小中教員によるティーム
ティーチング指導を行うため小学校
の教員と中学校の教員が事前に相談
する姿が、日常的に見られていま
す。開校までに準備してきたことを
実際に行いながら、よりよい一貫教
育のあり方を研究しています。

　新校舎の設計プロポーザルに入る
直前に東日本大震災がありました。
本校は海に近いため地域からも災害
に強い学校としての要望は多く、設
計者にもこの点はお願いをしたとこ
ろです。構造を梁と柱で支える純ラ
ーメン構造としたために、１階は津
波によって壁が抜けても支えられる
設計になっていると聞いています。
屋上の高さと裏山の避難場所はほぼ
同じ高さなので、避難時はまず校舎
屋上への避難を考えていますが、裏

山への避難路も複数設置していま
す。非常時には早く行ける方に避難
するというきまりのもと、自分の命
を守る判断力を一人一人の子どもた
ちに育んでいきたいと考えていま
す。また、屋上には自立運転のでき
る太陽光発電、高架水槽、電気設備
のキュービクルを設置しています。
これにより、被災後のライフライン
復旧時には、いち早く施設機能を回
復させ、学校の教育活動が早期に再
開できるようにしています。さら
に、屋上の防災倉庫には３日間程度
の食糧や飲料水を備蓄しています。
この他、災害時は黒潮ホールを地域
の方の避難場所とする計画にしてい
ます。ここは隣に家庭科調理室が連
続してており、被災後の避難生活に
も配慮しました。

　本校は、沼津市で初めての小中一
貫校であり、施設一体型という特色
を生かして、子どもたちが将来の目
標を実現できる学校にしたいと考え
ています。そしてその中で得た様々
な知見を市内の他の小学校・中学校
に発信していくことが、本校の使命
と考えています。
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株式会社 久米設計　阿部宏志

静浦小中一貫学校の
設計にあたり

設計ノート
Design Notebook

はじめに

　沼津市立静浦小中一貫学校は、静
岡県内で初の試みとなる公立の新築
における施設一体型小中一貫校であ
る。
　当校は周辺地区の３つの小学校と
１つの中学校を統合して、そのうちの
１校である旧静浦小学校の敷地に建
設された。
　使いながらの建設であり、校舎と
プールが改築され武道場が新設され
た。体育館は従前の運用に準じて、
隣接する静浦小学校の体育館を利用
することになっている。
　敷地は沼津市南部の静浦という漁
港の近くにある。海岸線からおよそ
70m入った国道沿いに位置し、西側
には駿河湾のパノラマが広がり、東
側はかつて採石場であった切り立っ
た岩山が迫り、南側には江浦湾口に
浮かぶ淡島を、北側には富士山の全

貌を望むといった四方より雄大な自然
の景観に包み込まれた非常に恵まれ
たロケーションである。

大きな遊具をイメージした外観

　本プロジェクトでは水平ラインが強
調された一般の学校施設の外観イメ
ージを少し変え、タテヨコのラインが
同じ強さの格子の連なりで立面を構
成することで、子どもたちに意外性を
与え想像力を駆り立てるような、大き
な遊具（ジャングルジム）のような外
観をつくることを目指した。
　外観だけでなく、構造フレームも
ＸＹ方向とも7.8mの均等スパンによ
るラーメン架構を反復させて全体を
構成し、階高はスパンの半分である
3.9mで各階統一することで、一辺が
3.9mの立方体の単位ユニットが集積
して全体をかたち造っているような
構成とした。

　建物外周にはキャンティレバーの
バルコニーを廻らせて、その先端の
スラブ厚や3.9mピッチの間柱の見付
のサイズを絞ることで、校舎棟の外
皮に軽快な正方形の格子の面が現れ
るよう配慮した。因みにバルコニーの
スラブは現場打ちとし、間柱にはPCa
材を採用している。

ロノ字型に集約したプラン

　南北に長い敷地であり、高学年用
のグラウンドはすでに近接地に確保
されていたが、本敷地内には既存校
舎を避けつつ武道場やプール、低学
年用のプレイグラウンドのスペースも
考慮しなければならなかったことか
ら、校舎棟はロノ字型に集約させた
平面タイプを採用した。

「知の幹」を中心に据えた構成

　情報が集積し、知識の根幹をなす
「知の幹」と位置付けたメディアセン
ター（図書館）を２～４階の３層に分
けてロノ字型プランの中心に配置し、
その周囲に枝や葉が広がるように諸室
を配置した構成としている。このこと
で各階とも諸室からメディアセンター
へアクセスしやすいよう配慮している。
　一方、樹木が育つように、各階が
連続性を保ちつつも上階へ行くほど
高学年仕様の設えがそれとなく感じ

ランチルーム屋根越
しに静浦漁港と富士
山を望む

3.9ｍ×3.9ｍの格子が連続した校舎外観　
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各階のメディアセンター（図書館）を繋ぐ階段 普通教室バルコニーから見た駿河湾 ランチルームと連続した家庭科調理室

取れるような、学年群が緩やかに仕
切られるような構成にもなっている。
　そして随所に設けた吹抜けや屋外
テラス、階段室を通して差し込む光
により各階のつながりを意識できる
ような配慮もしている。

創意工夫で活用する 
オープンスペース

　子どもたちの主たる生活ゾーンに
なる２～４階はメディアセンターを廻
る回遊動線となっており、各階とも南
面した普通教室の廊下側は、教室の
奥行きと同寸法の幅がある東西を貫
くオープンスペースとしている。
　当初はオープンスペース内に、ある
程度の使い勝手を示唆するような半
固定式のスペースユニットを配置する
ことを想定していたが、運用に合せ
てできる限り自由に使いたいという現
場の先生方の意欲的な意見もあった
ので、あえて幅の広い廊下状の抽象
的なスペースのままとした。今後、試
行錯誤を重ねながら、先生方や子ど
もたちの創意工夫によりこのスペース
がどのような場へと成長して行くのか
興味深い。

廊下部分の快適性への配慮

　ロノ字型プランでは廊下部分の快
適性確保が懸案課題となる。
　本プロジェクトでは随所に吹抜け
を設け、デッキテラスなどの屋外空間

を貫入させることで廊下部分への通
気や採光に配慮した。
　また特別教室の廊下側の壁面を作
品や標本などを展示できるディスプレ
イケースとして、各室の個性を廊下側
に表すとともに、廊下側からもディス
プレイケース越しに授業の様子が見
えるようにすることで廊下部分の単調
さや閉塞感を軽減するよう配慮した。

見晴らしのよいランチルーム

　ランチルームは駿河湾や富士山な
ど静浦地区の原風景を一望する最上
階（４階）の西北の角に配置した。
　天井の高い、３クラス分を収容す
ることができるスペースで、西および
北面が総ガラス張りの開放的な設え
となっており、外側には張り出したデ
ッキテラスを設けている。
　学年を超えたランチの集い以外に、
父兄の集会など様々なイベントにも利
用できるフレキシブルで快適なスペー
スとしている。

非常時への備え

　本プロジェクトのプロポーザルが
公示されたのは東日本大震災発生の
直後であった。
　最初に敷地図を見たときは正直な
ところ海の近さに驚き、万が一東海
地震に伴う津波が発生した時にでき
るだけ安全に子どもたち避難させる
方法を考えた末、プロポーザルの提

案では、まず全員が集合できるスペ
ースを校舎の中心に配置し、その周
囲を頑丈な小部屋で囲みこむことで
浸水までの時間を稼ぎ、その間に上
階から裏山の高台へ逃げるという想
定をした。
　その後、東北の被災状況が明らか
になってくるにつれ、津波に抵抗する
よりむしろ受け流す方が安全であるこ
とがわかってきた。
　このことを踏まえ設計では当初の
考え方を見直し、校舎の１階部分に
津波を流入させることでその重みで
全体の浮き上がりを防ぐ方針に切り
替えた。１階は水の流れに対する障
壁を極力減らし、外壁には乾式壁を
採用した。
　本敷地の想定浸水深度は概ね１階
の高さなので、子どもたちの主たる生
活スペースは２階以上に配置し、職
員室などの管理中枢機能も２階に配
置した。一方で１階には比較的在室
頻度の低い室を配置した。
　２階のフロアレベルに裏山の高台
へ避難するための２か所のルートを
確保するとともに、校舎棟の屋上に
は1,000名程度が一次避難できるスペ
ースを確保した。
　また地域住民が屋上の避難スペー
スへ登るための緊急屋外避難階段を
校舎棟に取り込んで設置した。
　主要な設備機器類や防災倉庫は屋
上に設置し、直下階のランチルームに
は家庭科調理室を隣接させて有事の
際は相互連携ができるよう配慮した。
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　　 施 設 概 要
正式名称：沼津市立静浦小学校、静浦中学校
所 在 地：静岡県沼津市獅子浜17

用途地域：市街化調整区域
建ぺい率：34.6％（許容60％）
容 積 率：83.4％（許容200％）
敷地面積：13,428.67㎡
建築面積： 4,644.00㎡
延床面積：11,522.00㎡
構造規模：RC造（一部S造）地上４階
設計期間：平成23年６月～平成24年３月
工事期間： 平成24年10月～平成25年12月（プール

工事は別発注にて平成26年１月竣工）
アドバイザー： 柳澤要（千葉大学大学院工学研究科

教授）、杉坂智男（杉坂建築事務所）
設計監理： 株式会社久米設計（建築主体工事・プー

ル設置工事）
施　　工： 日本国土・川村特定建設工事共同企業体

（建築一括）、株式会社井戸松（建築主体
工事：空調）、小林・鈴木特定建設工事
共同企業体（建築主体工事：電気）、株
式会社シズデン東部支部（建築主体工
事：受変電）日管株式会社（建築主体工
事：衛生給排水）

建設総事業費： 3,080,564,578円（税込）（事務・備
品購入費含む）

〈主な内訳〉
（用地費）　　　 403,785,980円　　
（造成費）　　　 128,061,150円
（設計監理費）　　141,804,145円
（校舎建築費）1,771,293,964円
工事単価：　　　　197,278円
活用した補助事業など： 公立学校施設整備費国庫負

担金、学校施設環境改善交
付金など

■外部仕上げ〈校舎〉
屋　　根： フッ素ガルバリウム鋼板ダブル折板（ラ

ンチルーム屋根）
屋　　上： アスファルト断熱防水コンクリート押え
外　　壁： コンクリートの上フッ素系吹付塗装
開 口 部： アルミサッシ（一般部）、ステンレス建

具（出入口）
〈武道場〉
屋　　根： フッ素ガルバリウム鋼板ダブル折板
外　　壁： コンクリートの上フッ素系吹付塗装
開 口 部： アルミサッシ（一般部）、アルミ建具（出

入口）
■内部仕上げ〈代表的な部屋〉

〈普通教室〉
天　　井： 化粧吸音石膏ボード貼
　 壁　 ： シナ合板貼UCL仕上
　 床　 ：フローリング敷

〈ランチルーム〉
天　　井： 岩綿吸音板・繊維混入石膏板（パターン

貼）
　 壁　 ： シナ合板貼UCL仕上
　 床　 ： フローリング敷
■主な使用木材
県産木材粉混入： バルコニー再生木ルーバー、手すり
県産ヒノキ集成材： 事務室カウンター
県産ヒノキ材： コンピュータコーナー照明ボックス
■空調設備
冷暖房方式： 空冷ヒートポンプパッケージ方式（電

気式）
その他設備： ルーフトップ空調機（ランチルーム：

電気式）
■電気設備

学 校 概 要
（平成26年５月現在）

校　　長：浅倉博文
開 校 日：平成26年４月１日
学校ホームページ：http://www.numazu-szo.ed.jp/sizuura-ej/
電　　話：055-931-3017　　

児童生徒数：280名（うち、特別支援学級２名　）
学 級 数：13（小学校８、中学校５うち、特別支援学級２）
交　　通：JR沼津駅よりバス「獅子浜」停留所下車（およそ25分）

受変電設備： 屋外キュービクル、総変圧器容量
950kVA

照明器具： Hf蛍光灯、一部LED照明
■給排水衛生設備
水　　源： 市水
給　　水： 受水槽（鋼板製一体型）＋加圧給水方式

と高架水槽方式の併用
排　　水： 汚水・雑排水・雨水分流（屋内）、汚水・

雑排水合流、雨水分流（屋外）
給　　湯： 高効率型ガス瞬間湯沸器（マルチ型、単

体）、貯湯式電気温水器
ガ　　ス： プロパンガス（ガスバルクタンク方式）
■情報通信設備
校内LAN： 有線・無線併用
端末設置箇所： 普通教室、特別教室、管理諸室各室

に設置可能
その他設備： プロジェクタ（ランチルーム他） 
■プール設備
構　　造： ステンレス（構造はRC造）
水 面 積： 約330㎡＋約35㎡（低学年用）
浄水設備： 塩素減菌
ろ過設備： 全自動砂ろ過方式
■屋外環境
静浦の森（果樹園）
■給食調理室概要
栄 養 士：１名　
職 員 数：３名
調理能力：最大520食／日
主な調理器具
ガス回転釜（36kWフライヤー兼用：１）、ガス回転
釜（41.9kW：３）ガス回転釜（29.1kW：１）、ガス
コンロ（1）、スチームコンベクションオーブン（１）、
立体炊飯器（１）、食器洗浄機（1）

既存建物（屋内運動場・地区センター） 既存駐車場

避難口
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学校施設の老朽化対策は 
喫緊の課題

　今回の「学校施設環境フォーラム」
は、JFMA（公益社団法人日本ファ
シリティマネジメント協会）キャン
パスFM研究部会長の藤村達雄氏
（宇宙航空研究開発機構勤務）に、「学
校FMへの提言―ファシリティマ
ネジメントから見た学校施設」のテ
ーマで講義をお願いしました。
　市区町村が所有管理している公共
施設の約４割を占める学校施設は、
その多くが昭和40年代後半からの児
童生徒急増期に整備され、建築後25
年以上の建物が全体の約７割を占め
ています。日常的な維持管理や定期
的なメンテナンスの財源が十分に確
保されないために、老朽化が進行し
ている施設も多く、学校教育上有効
に活用できないばかりか、安全面か
らも大きな問題点を抱えています。
　東日本大震災の教訓からは、躯体
の耐震化だけではなく非構造部材の
安全確保や避難所としての機能、バ
リアフリー化や地域コミュニティ拠点
としての役割の重要性も指摘されて
います。また、インクルーシブ教育の
推進や環境保全対策、新学習指導要
領への対応等も課題となっています。
　藤村氏からは以上のような問題点
を踏まえ、老朽化した施設を復旧さ
せるだけではなく、総合的・長期的
な視点から学校施設を統括的に管理
し、より有効に活用していくFMの
手法に基づいた改善が重要であると

の指摘がなされました。

自治体の主体的施策としての 
学校FMプランを

　学校施設の老朽化に伴いその維持
管理に要する経費は増大しています
が、その一方で、各自治体では必要
な予算が十分確保されない状況が続
いています。本来であれば、設置者
の責任として計画的なメンテナンス
プランを策定し、必要な財源確保を
進めねばなりません。しかしながら、
従来、公立学校の建設費や大規模改
修費が国庫補助金によって措置され
てきたこともあり、多くの地方自治
体では、多額の財政負担を生じる老
朽化対策事業については、国の動向
を待ちながら対応するといった国依
存体質から抜け出せずにいます。
　フロアとの意見交換では、さいた
ま市行財政改革推進本部の職員から、
学校施設を含めた公共施設全般の長
寿命化や更新・改修を40年間の将来
推計に基づいて進める「公共施設マ
ネジメント計画」が紹介されました。
各自治体が安全・安心で持続可能な
施設管理を、主体的な判断と財源に
よって計画的に進めていくことは、
自治分権の視点からも重要です。
　この他にも、横浜市、千葉市、東
京都の事例や実践が紹介され、企業
や設計者、行政、学校職員による活
発な意見が交わされ、今後も学校で
のFMについて検討を進めていこう
との提案がなされました。

現場・ユーザーの視点から

　学校施設の建築や改修では、計画
や設計・施工を通じて現場職員の意
見が反映されるケースは少なく、ま
た、竣工後も設計者と意見交換する
等、問題点をフィードバックする機
会も十分とはいえません。そのた
め、設計上の問題点が改善されずに
繰り返され、イニシャルコストを抑
えたために多額のランニングコスト
を要する等、多くの問題点を抱えた
施設も数多く存在しています。さら
には、税の負担者でありユーザーで
もある保護者や市民、学校生活の主
体である子どもたちの意見を踏まえ
た建築・改修計画も不可欠となって
きています。
　文部科学省「学校施設の在り方に
関する調査研究協力者会議」は平成
25年３月、各自治体が「学校施設整
備基本構想」を策定して目指すべき
学校施設像を示し、中長期的な視点
に立った整備を計画的に進めること
が望ましいとの報告書をまとめまし
たが、この基本構想の検討に当たっ
ては、関係部局だけでなく、専門家
や保護者、地域住民、教職員の参画
が重要と指摘しています。
　現在、各自治体では高度経済成長
期に整備されたインフラの改修・更
新をどのように進めていくのかが最
大の課題となっており、学校施設の
FMを確立する上でも学校事務職員
の存在は重要性を増しています。
学校施設環境フォーラム・幹事／公立学校事務主幹
礒田 勝
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かなや幼稚園（学校法人志向学園：福島県いわき市）

かなや幼稚園外観。日中は純白が映え、夜間は内部から灯される光が印象的な園舎。整った形状がコンパクトさを感じさせるが園舎内は外観から受ける印象
よりはるかに広い。右に広がるのが前庭で園庭は園舎前と園舎の奥に整備されている※

１階中央のひろば（室内遊戯場）とそこをぐるりと囲む２階の回廊で、子どもたちが汗をかける空間を実現している。園庭前をステージに見立て、行事なども
行うことのできる広さがある。また２カ所の建築ガラリから地中熱で適度に温度調節された外気を室内に供給している※
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２階回廊からの園舎内観。正面２本のダクトは、
上部の暖気を下部に戻す温度調整機能※

活発な活動を想定してつくられた２階回廊（ランニ
ングコース）。床に設置した照明も屋外を連想させ
る※

屋内でも汗をかける場所を

　文部科学省が調査をしている平成
25年度学校保健統計調査で、福島
県の子ども（満５歳～ 17歳）は肥
満傾向の割合が高いと報告されてい
る。これは、原子力発電所の事故な
どという、先のみえない不安から、
子どもたちが屋外で活動する機会が
減少したことと無縁とはいえないだ
ろう。このような状況を「悔しい、
なんとかしたい」とかなや幼稚園（学
校法人志向学園）の神原章僚園長は、
新園舎のコンセプトに「汗をかける
幼稚園」を掲げた。
　老朽化を理由に移転して新園舎を
整備することとなったかなや幼稚園
だが、その場所は、これまでの場所
から２kmほど北、国道６号線（陸
前浜街道）を横断して新川を越えた
ところ。膜屋根が印象的な白い建物
である。通りを挟んだ東側にはJR
常磐線が走り、幼稚園の隣には同じ
グループの医療法人社団ときわ会が

子どもがはばたく力を育む “汗をかける幼稚園”

ニ ュ ー フ ェ イ ス 21

運営する介護老人保健施設仮設楢葉
ときわ苑が建っている。そのため北
西側の正面に設けられたアプローチ
は、園庭こそ仕切られているもの
の、幼稚園の家族、施設の高齢者、
老人介護保健施設を利用する家族、
さらには地域住民など誰もが利用で
きるベンチを設けるなど、両者にか
かわる多くの人びとが集う場となる
意図も込められている。

屋外をつくった園舎

　新園舎は木造２階建て、中央部の
大きな白い膜屋根だけでなく、外壁
も白いガルバリウム鋼鈑で仕上げた
純白の園舎である。園舎中央に大きく
室内遊戯場（ひろば）を設けて、南
東側の保育室、北西側の管理諸室で
挟み込むような構成である。預かり
保育室は職員・保健室の隣として、
園児帰宅後の機能を集約できる配置
ともなっている。２階はぐるりと回る
回廊（ランニングコース）の他、すべ
り台を設置し、ひろばがみえる場所に
は応接室を整備した。
　ひろばは、全園児とその保護者が
集まることのできる広さがあり、普
段の活動だけでなく式典や行事など
の催しにも使うことのできるスペー
スである。計画時より「ひろばは屋

かなや幼稚園 （学校法人志向学園：福島県いわき市）
　学校法人志向学園の運営するかなや幼稚園がいわき市内で移転、新園舎を整備した。「汗をかける幼稚園」をコンセプトにつくられた木
造２階建て園舎は、地域のランドマークとして輝き始めている。

前庭ごしに園舎をみる。前庭は誰もが訪れることのできるコミュニティスペースとして整備さ
れ、地域の拠点となることをねらう※
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外」という認識でつくられており、
膜屋根を通して柔かかつ明るい光が
射込む空間は、好天時はもとより、
雨天でも照明をほとんど必要としな
い明るさがある。各保育室の形状を
不揃いとして生まれた陰になるよう
な様々なスペースも、子どもたちに
とって屋外の様々な場所になること
が意図されている。

膜構造でコンセプトをかたちに

　膜屋根の形態は、「膜の最大の特
徴である透過性を重視した結果」（石
嶋設計室：石嶋寿和氏）だという。
意匠的にも優れブレースなど膜面の
透過性を阻害する部材がなくても成
立する形態を模索した結果、寄棟が
導き出された。さらに膜の継ぎ目を
登梁にあわせることで、膜の透過性
と木の暖かみを併せ持つすっきりと

　空調では、子どもの生活領域が天
井よりも床に近いことから床吹出空
調を採用し、床からの熱伝導や熱輻
射効果が得られるようにしている。
この手法により床暖房の設置は不要
になり、エアコン風の直撃はなく、
快適感が増す。また、湿度環境を整
え、過度なエアコンの運転による夏
の冷え過ぎ、冬の乾燥が起こらない
ようにもしている。
　保育室の天井はルーバー状の木の
梁をそのまま現わし、その間に照明
を組み込む仕上げとなっている。ち
なみに２階は床に照明器具を設置す
ることで、日没後に照明がともされ
ると、膜屋根越しにほっとできるよ
うな絶妙な明かりが地域を照らす。
　園舎内のサインは、思わず笑顔に
なるようなロゴがデザインされてい
る。このロゴは、子どもたちが生き
ている世界を感じられる、動物や虫
や花や虹などをデザインしたもの
で、壁のヒノキ材に映える明るく柔
らかい色が選ばれている。触って怪
我をしないように手の届かない高さ
と子どもの視線からもしっかりと捉

した膜屋根となった。
　一方で、膜構造は金属屋根のよう
な輻射熱の影響は低いものの断熱化
された建物と比べれば夏期の熱取
得、冬期の熱損失は大きい。そのた
め熱環境を整えるため、地中熱を利
用した外気供給システムと、冬季に
上部の暖気を回収する空調システム
としている。もちろん直射日光が遮
られるだけでもその効果は大きいだ
ろう。

快適さを支える工夫

　温熱環境は、保育室や職員室など
それぞれの部屋の断熱性を確保し
て、園舎の快適性を確保する計画と
なっている。断熱材はもとより、木
製複合サッシュとすることで断熱性
能が高められているのだ。保育室は
４室あり、３歳児室から「ゆめ」「に
じ」「つばさ」「あおぞら」と名付け
られているが「ゆめ」に向かって「に
じ」の橋を駆け抜ける「つばさ」を
手に入れた子どもたちが「あおぞら」
へはばたくための滑走路になるとい
う、かなや幼稚園が子どもたちに込
めたメッセージが込められている。
　各年齢いずれも預かる子どもの数
は同じだが、３歳児のみ２クラスと
している。これは「子どもたちの集
団に対する慣れと、子どもたちが慣
れるまでの間を教員がより注意深く
みることができるようにと考えての
こと」（神原園長）と、そのねらいを
説明してくれた。

園庭からみえる地中熱利用のための３本のダクト
（奥）は外気の取入口で、地中を通じて写真右の白
いダクトから園舎内へ

ひろばでは、ロッククライミングもできる※

道具箱の名札に「もり
のたまご」と名付けた
木片を使用。デザイ
ンを保護者ががんば
るなどいろいろな楽
しみを提供している

各所のサインは何を
モチーフにしている
か考えるだけでも楽
しくなるデザイン

４歳児保育室「つばさ」。窓際には空調用の吹出
口が整備されている※

テーブルや椅子は、園児が自分で片付けること
ができるように設計されたオーダーメイド※
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園庭は大きな屋外遊具が目をひくが、植栽も背後
の川と連続するよう工夫されている※

園舎外観夜景。
膜屋根越しのあ
かりが地域を照
らす※

えられる大きさで設置して、初めて
親と離れて過ごす場所への愛着を深
め、リラックスしてのびのびと開か
れてゆく機能のひとつとなることが
意図されている。

地域コミュニティの拠点として

　前庭は地域に開放した高齢者や近
隣住民との交流の場である。お祭り
やイベントもでき、災害時の一時避
難の場にもなる。舗装や芝生で覆わ
れた都市的なデザインの広場にはア
ートやストリートファニチュアが点
在しており、花や実がなる木等を中
心に植えることで鳥や虫も訪れて、
子どもの五感を刺激する庭となって
いる。また、園舎の奥には園児専用
の園庭も確保されている。園庭は遊

具や小山等を中心とした冒険心をく
すぐる遊び場として整備され、背後
の河川の緑と視覚的に連続するよ
う、たくさんの樹木を植え自然的な
デザインに仕上げられている。
　そして、園庭に設置されている遊
具も「こうやってみたい！」という子
どもたち１人ひとりの自発的な発想を
受け入れる遊具・考える力を育む遊
具として計画されている。ヒノキで
つくった斜めのスロープエントツにあ
けられた窓枠や壁の凹凸・突起物な
どの遊び始めの手がかりを残すこと
で、自分達の遊びの中で考え、発見
を促す遊具として計画したという。
　ときわ会グループ内の幼稚園と介

護老人保健施設が隣り合っているこ
とは志向学園でも強く意識してお
り、高齢者と園児の交流がお互いへ
よい効果を生む期待がある。核家族
化によって祖父母と孫の関係は日常
的にふれあいが減っているだけに、
交流を持つだけでも大きな体験にな
る。特に高齢者は子どもの声を聞く
ことが活力の源となるうえ、それに
伴って両者の家族同士の交流が始ま
れば、子育ての知恵の継承なども進
むことが考えられる。神原園長は、
こうした相乗効果が地域に広がって
いく、その中心にかなや幼稚園をし
たいと、幼稚園のこれからについて
語ってくれた。

かなや幼稚園 （学校法人志向学園：福島県いわき市）

512014.6

VISUAL COMMUNICATION

048-054_NewFace21_本記_かなや幼稚園.indd   51 14/05/20   17:40



子どもと高齢者を中心に、
地域の拠点となる幼稚園に

　新園舎の計画は東日本大震災の前
から模索しておりましたが、文部科学
省がとりまとめている平成25年度学
校保健統計調査によると、福島県の
子どもたちは肥満傾向が高いといわ
れております。震災後、街中の放射
線は除染され、例えば本園の園庭に
おいている測定機の値も基準未満を
示しています。しかし、前例がないこ
とだけにすべてが安心といいきれませ
ん。お子様を預かる立場として、積
極的に外で遊ぼうといえる状況にな
いのです。そこで、屋内でも子どもた
ちが活発に活動できる、「汗をかくこ
とのできる幼稚園」をつくることはで
きないか。設計者にそんな思いを伝
えて、スタートしました。
　１月の一番寒い時期から使い始め
ていますが、園児は毎日先生に「今
日は20周ね」などといわれて元気に
走っています。ひろばは天候の心配
をしなくてよく、３月も園児は半袖
のシャツ１枚で活動していました。
これから暑い季節になりますが、私
たちは「ひろばは屋外」と認識して
います。反対に、それぞれの保育室
はしっかりと断熱して空調効率を高
めるようにしています。
　幼稚園は、子どもたちが先生の指
導で集団活動をする初めての場であ
ると同時に、小学校へのスムーズな
移行も近年は重要視しています。そ
こで、本園では各年齢30人の園児
を、３歳児のクラスのみ15人×２

クラスとし、園児を集団生活の中で
行動できる子どもとして育てていま
す。また、５歳児に小学校同様１人
ひとりの机を用意しました。小学校
への準備とともに、ものを大事にす
る心についても教える、先生が教え
やすい環境を作ることを今回の新園
舎整備でかかわった多くの方がたと
考えてきました。
　本園の隣には震災前まで同グルー
プである医療法人社団ときわ会が楢
葉町で運営をしていた介護老人保健
施設があります。震災以降、避難を
余儀なくされ現在はいわきの地で双
葉郡の方々を受け入れるため「仮設
楢葉ときわ苑」として再出発をして
おります。そのため、ここには高齢
の方と子どもたちが集まる場ができ
ました。家族のみなさんや地域の方
がたまで、地域の多くの人びとが集
まることのできるコミュニティの拠
点になる可能性を持っているのでは
ないかと考えています。
　膜屋根を通した柔らかな照明は外
から見ると暗闇にポッとともり、近
くを走る常磐線や市立病院などの高
層の建物からもよく見えます。そう
したことで本園が話題となり、実際
に足を運んでいただき、子どもたち
や高齢者とふれあってつながりが生
まれる。地域のランドマークとなっ
て、卒園生が将来「君はあのかなや
幼稚園か」といわれるようになれば
と願っています。

INTERVIEW

学校法人志向学園　かなや幼稚園
園　長　神原 章僚  氏 （右）　

副園長　圷    有加 氏（左）
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　　 施 設 概 要
名　　称：学校法人志向学園 かなや幼稚園
所 在 地：福島県いわき市内郷高坂町四方木田153

用途地域：準工業地域
建ぺい率：40.28％（許容60％）
容 積 率：46.45％（許容200％）
敷地面積：1,642.65㎡
建築面積：   661.74㎡
延床面積：   763.08㎡
構造規模：木造　地上２階
設計期間：平成24年７月～平成25年３月
工事期間：平成25年６月～平成26年３月
設計監理： 石嶋設計室（統括・意匠）、小松豪一級建築士事務所（意匠）、KAP（構

造）、テーテンス事務所（設備）、ぼんぼり光環境計画（照明）、高橋
ランドスケープ（外構）、laboratory（家具）、コト葉LAB.（屋外遊具）、
藤城光（サイン）

施　　工： 福浜大一建設（建築・外構）、興盛工業所（空調・給排水衛生）、ユア
テック（電気）、協立工業（膜屋根）、laboratory（家具） 、アネビー（屋
外遊具）

■外部仕上げ
屋　　根：テフロン膜
下 屋 根：シート防水
外　　壁：カラーガルバリウム鋼板　横葺き
開 口 部：木製複合サッシ

■内部仕上げ〈代表的な部屋〉
〈保育室〉
天　　井：梁、構造用合板あらわし
　 壁　 ：ビニルクロス
　 床　 ：杉フローリングｔ30

〈ひろば〉

天　　井：テフロン膜屋根、構造材あらわし
　 壁　 ：檜羽目板横貼り
　 床　 ：杉フローリングｔ30

■主な使用木材
杉（県産材）：柱・垂木等（25㎥）
ベイマツ：梁（65m3）

■空調設備
冷暖房方式： 空冷ヒートポンプチラー＋空調機・ファンコイル（ひろば：電気

式）、ガスヒートポンプエアコン（床吹出空調）＋デシカント式
換気装置（保育室：ガス式）

■電気設備
受変電設備：低圧受電設備（弾力運用）
照明器具：LED

■給排水衛生設備
水　　源：公共上水道
給　　水：直結給水方式
排　　水：公共下水道
給　　湯：ガス給湯器、電気温水器
ガ　　ス：都市ガス

■防災設備
屋外消火栓設備、自動火災報知設備

■情報通信設備
校内LAN：有線式（端末９台）
端末設置箇所：玄関・職員室・予備室・保育室・控室

幼 稚 園 概 要
（平成26年４月現在）

園　　長：神原章僚
ホームページ：http://www.shiko-gakuen.ed.jp
電　　話：0246-26-3225

園 児 数：70名
学 級 数：４
交　　通：常磐線内郷駅より徒歩20分

断面図

※写真撮影：黒住直臣
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特別連載

校舎棟の屋根

　ひたち野うしく小は瓦屋根の学校。住宅の屋根の大

半が瓦屋根であること、歴史があり耐久性があること、

あたたかみのある色合いなどから校舎の屋根を瓦屋根

とした。

　軒の出は、雨の多い日本の気候に合わせ深くした。

南北方向に１m80cm、東西方向に１m20cm あり、

雨の日でも窓を開けることができる。サッシュのシー

リングが劣化しても雨漏りがしにくく、外壁も長持ち

する。

　これまでの学校は屋上防水をした平らな屋根の学校

がほとんどである。屋上防水は 20年ほどで劣化が目

立ちはじめ、30 年経過で数千万円かけて防水工事を

行う。外観も四角いビルのようになってしまう。

体育館棟の屋根

　体育館棟の屋根は、大スパンになることから、軽量

の金属屋根とした。天然の砂をガルバリウム鋼板に接

着させた屋根材を採用している。遮音性があり、瓦の

ような形状をしていて、金属には見えない温かみのあ

る屋根材である。

　これまでの体育館は大雨が降ると、ゴーという大き

な音で先生の話が聞こえないことがあり、屋根材は遮

音性を重視した。

　屋根を構成する桁
けた

は鉄骨鉄筋コンクリート造、梁は

鉄骨造の混構造としていたため、構造の境目の部分の

屋根材が地震に対して安全か、メーカーからの回答に

3ヶ月を要した。

　太陽光発電パネルの設置場所は、普段児童が見るこ

とができること、パネルの取り付け金物の後付けが困

難なことから体育館とした。

　太陽光発電パネルの容量は屋根の大きさから 50kw

とした。設計当時は近隣の学校の設置事例が 10kw程

度だったので、学校の太陽光発電パネルの大きさとし

ては県内最大級である。二酸化炭素の排出量削減を市

が率先してアピールしたいという趣旨であった。

ひたち野うしく小学校開校

校舎全景

体育館全景

想いをかたちに　設計から開校 3年までの記録
高野  裕行
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内装

　内装は、事例集『あたたかみとうるおいのある木の

学校』（文部科学省）に掲載されていた新潟県下田村

立荒沢小学校の玄関や、熊本県坂本村立八竜小学校の

廊下の事例を参考にした。

　学校の壁は、１m付近がとても汚れる。また、冬

場はコンクリートの躯体から体温が奪われる冷輻射が

あることから、断熱作用のある無垢の杉板を床から２

mまで縦張りした。

　木の年輪の模様は「ゆらぎ※」があって心地よく感

じる作用があると言われている。また、同じ模様がな

いことから適度なバラツキ感があって飽きがこないと

思っている。

　杉板は茨城県産材を使った。杉の節は黒くて「お化

けの目に見える」と怖がる児童もいることから節の小

さな上小節※とした。節のある特一等※は物入れに利

用した。

　杉板の上部は、石こうボードの上に、漆
しっ

喰
くい

をローラー

で塗った。漆
しっ

喰
くい

は、古くから住宅の壁に使われている

自然素材の建材で、調湿作用や防カビ性があることか

ら、最近の健康住宅によく使われている。

　校舎内の色使いは、白とベージュにまとめた。学校

が始まると絵画の展示や子ども達のカラフルな服で華

やいだ感じになるからである。

床と天井

　床材は、当初、茨城県産の杉の圧縮材を使う計画で

あった。杉は柔らかい材木なので、床に使った場合、

物を落としたりすると表面が凹んでしまう。その杉の

表面を特殊な技術で圧縮することで、サクラやナラの

ように床材に適した材料に変わる。当初計画していた

杉の圧縮材は、テレビ東京の番組でも放映された水が

付いても膨らまないすぐれた圧縮材であった。しかし、

高価な材料だったため、積算の段階で栗の無垢材に変

更した。栗材は山栗の木から製材されるもので、北茨

城市などで伐採された。栗材は水に強いことから住宅

の土台に使われていたが、防腐処理された価格の安い

注入土台の普及で、最近は使われなくなり、チップに

されているとのことである。玄関とトイレの床仕上げ

をタイルとしたので、児童の利用する場所にビニル系

の床材はない。

　教室及び廊下の天井は、杉板とロックウール吸音板※

である。音楽室、図工室、昇降口、廊下の天井は杉板、

ノートを使う教室及びワークスペースは暗くならない

ように、白いロックウール吸音板としている。

　杉板の天井は、ボード天井より重くなるため、メー

カーに荷重計算をお願いし安全性を事前に確認した。

安全な学校

　ベランダは転落防止のために高さを１m20cm以上

とし、各教室に設置した。ワークスペース北側にもベ

ランダを設置した。

　不審者対策は防犯カメラなどの設備面だけでなく、

給食室や保健室などからの大人の目で校舎全体を見渡

せるように教室の配置や窓の位置を検討した。

エレベーターホール

２階廊下
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　児童が生活する教室や廊下にはコンクリート打ち放

し仕上げはなく、コーナーも曲面に加工した杉材で仕

上げている。防火シャッターのガイドにはゴムの養生

材を取り付けた。

　室内建具のガラスは強化ガラスとし、図書館の出入

口以外、腰板を取り付けている。ベランダ出入口のサッ

シュは指挟み防止仕様とした。

　テラスや昇降口の階段には、段差が分かりやすいよ

うに段鼻※タイルの色を変えた。図面を作成している

段階でタイルの品番を決めていたので、メーカーに

段鼻タイルとの色の組み合わせの提案を依頼したが、

メーカーでは提案できないとの回答だったので、サン

プルを取り寄せ色を決めた。校舎が完成する頃、メー

カーのカタログに段鼻タイルの色の組み合わせ例が新

たに載っていたことには驚いた。

　廊下と階段が交差する場所には衝突防止用の安全ミ

ラーを取り付けている。

廊下

　廊下は牛久二小の根本教頭先生はじめ多くの先生か

ら、安全管理上直線が望ましいとの意見を頂いた。ひ

たち野うしく小の廊下は曲げたりせず直線で構成し、

管理・特別教室棟の廊下は 98mの直線廊下になった。

廊下の両側に教室があるため、建築基準法の規定によ

り廊下の有効幅が２m30cmあり、二人並んで歩いて

もすれ違うことができる。子ども達が会話しながら歩

ける廊下は明るく微笑ましい。

職員室

　職員室は中根小の先生方から意見を伺った。安全管

理上グラウンドが見渡せること、来校者の受付ができ

ること、校長室と接することを要望された。職員室─

湯沸室─校長室の配置は牛久二中同様の配置である。

　床は、衛生面と清掃委託費の削減から、カーペット

タイプのOAフロアー※とせず、鋼製束の二重床とし

て木質フロアーとした。開校後、職員室に何度か訪問

したが、コンクリート直張り仕上げより足元が暖かく

感じた。

　廊下からの出入り口は、管理職の机の配置を考慮し

て計画した。

　家具はファイリングシステム※の関係から、窓下家

具のみとしている。

　校内電話は、保護者からの欠席連絡を直接教室の担

任に転送できるように、内線電話方式としている。

　開かれた職員室が主流となっているため、廊下側は
階段タイル

１階廊下

職員室
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ガラス戸にした。建具も入れない職員室の事例もある

が、職員会議の内容が聞こえてしまったり、エアコン

の効率も悪くなることからガラス戸で仕切った。

　岡田小の職員室は出入り口がくもりガラスになって

いて、職員室に入るのに少し勇気がいる。子ども達も

同様だと思い透明ガラスにした。

校長室

　校長室は、神谷小の染谷校長先生、牛久二小の椎名

校長先生から意見を伺った。安全管理上グラウンドが

見渡せることと職員室に接することを要望された。

　廊下側の出入り口は、当初、子ども達から見えるよ

うにガラス戸で考えたが、人事などの話もあるとのこ

とから、遮音性能を重視し板張りのドアにした。

　校長室は応接室を兼ねているので、家具は展示棚の

あるものとした。掲示板は校長室に来られるお客様に、

学校の様子をたくさん紹介できるよう、大きめに作っ

た。校旗や歴代校長先生の写真額のスペースも展開図

の段階で検討した。

湯沸室

　湯沸室は、牛久二中と同様、職員室と校長室の間の

窓側に配置した。教育委員会の施設係のとき、湯沸室

でよく打ち合わせをしたが、南向きで明るく小さな

テーブルがあるので、先生方も休憩や打ち合わせに

使っていた。

　詳細は牛久小、岡田小、牛久二小、奥野小、中根小

の用務員の方々から意見を聞き、湯沸室以外にも学校

生活で感じていることや、花壇のことも聞いた。

　校長室のお客様にお茶出しする際、廊下を通らず、

直接校長室に入れることを要望された。お茶菓子が

あったとき、児童に見られると気まずいとのことで

あった。

　出張で早めに給食を食べる先生も利用できるよう

に、廊下から見えないような位置の要望もあった。

　また、入学式などの式典で、お客様が多い場合、電

気ポットを同時に３台使うことからコンセントを３箇

所設置した。電気ポットは電気をたくさん使うことか

らそれぞれ専用回路とている。

　内装を教室同様板張りとしたため、コンロは電気式、

給湯は電気温水機になっている。

放送室

　放送室は岡田小、中根小の先生方から意見を聞いた。

グラウンドに面すること、放課後小人数の会議にも利

用できること、職員室に接することを要望された。ス

タジオは、既存の小学校が物置状態になってしまって

いることから設けず、放送室一体型とし広さを教室の

半分とした。

　放送室は残響しないように、グラスウールボード※

をジャージクロス※で巻き込み、表面に保護と意匠を

兼ねた杉板を張った。この仕様は音楽のレコーディン

グスタジオによく見られる仕様である。

　放送卓は、トイレに BGMを流せるように２元放送

ができる仕様にした。このため、トイレまでのスピー

カー配線は、教室系統と別系統になっている。

　児童は通常、放送卓についているマイクの前に立っ

校長室

湯沸室
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て放送しているが、ラジオ局のように、先生や児童同

士で対面放送ができるように放送室内にワイヤレスア

ンテナを設置した。職員室の来校者カウンターを優先

したことから、職員室に接することはできなかった。

昇降口

　昇降口は、グラウンドに面した南側とした。先生と

児童を分けず一体としている。天井を高くしても、空

調に影響がない場所なので、吹き抜けとして、開放感

のある昇降口とし、また、暗くならないように天井に

はトップライトを３台設けた。

　サッシュは風が強い日のことを考え引き戸にしてい

る。引き戸とすると出入り口が柱間で２箇所になり、

下駄箱の通路を３箇所取ると、傘置き場が制限される

のでレイアウトに苦労した。

　サッシュ上部には、出入り口を施錠しても通風が取

れるようにオペレーター付の窓を設けた。（出入り口

の施錠は不審者の進入防止のため）

　下駄箱は、当初、上履き用と外履き用を分けるため

に中仕切りを設けた設計にしていたが、一年生には高

めになってしまうことから、中仕切りを取り止め高さ

を１m20cmにした。外履きの泥が上履きに付かない

ように人工芝を敷き、一番端の下駄箱を使う児童が使

いやすいように、床を下駄箱より 30cm 伸ばして施

工してもらった。

　天井仕上げは木造校舎のイメージを出すため杉板張

りとした。高天井の照明は、先生方で電球交換できる

ように昇降装置にしている。

ポーチ

　ポーチは、雨の日に児童が傘をさすためのスペース

として設けた。天井が低くならないように、桁の高さ

を校舎と同様 GL から４m40cm の高さとした。ポー

チの柱の出は３m40cmとし、屋根勾配に昇降口の天

井を張って、二階廊下の天井高さを確保できるように

している。

　ポーチのデザインは、新聞広告に入ってくる住宅展

示場の玄関を参考にした。

　グラウンドに面しているので、休日のサッカークラ

ブや野球教室の保護者見学のスペースとしての利用も

できる。

　天井仕上げは、木造校舎のイメージを出すため杉板

張りとした。

　ポーチの照明は、夜間先生が鍵を締めてから電気を

消せるように外にもスイッチを付けている。

放送室

昇降口

ポーチ
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保健室

　保健室は牛久小、岡田小、中根小、牛久一中の先生

方から意見を聞いた。特に牛久小の永井先生からはた

くさんアドバイスをもらった。

　校舎内の位置はグラウンドから入れる位置とした。

これは、一年生の児童が、グラウンドでかすり傷を負っ

たとき、児童が保健室に入るのをグラウンドから担任

の先生が確認するためである。（担任は他の児童をグ

ラウンドに残して保健室までいっしょに行くことがで

きない。）　

　足洗い場は、出入り口近くに設け、テラスは布団を

干せるような広さとした。廊下側の出入り口は、健康

診断時の動線から２箇所とし、ベッドは廊下から離れ

た窓側にした。

　先生の机、診察台、保健委員会が活動するための大

きなテーブルのレイアウトを考え、コンセントや造り

付け家具を設計した。

　保健室から各教室、病院、保護者に直接連絡できる

ように多機能電話機を設置している。

　造り付け家具は、薬品の他、トイレットペーパー、

洗剤、学年別の男女着替えなどの収納を考えた。ベッ

ド上部の布団収納は圧迫感があるので、相談室の物入

れを布団収納とした。

　掲示板は保健室内と廊下側に大きいものを設置し

た。

保健準備室

　水枕用の氷を作る冷蔵庫、湯たんぽを作るためのコ

ンロ付ミニキッチン、汚物流し、洗濯機などを準備室

にまとめた。冷蔵庫はいたずらでドアを開けられる心

配もなく、洗濯機はベッドに児童が休んでいても使う

ことができる。

シャワー

　一年生には、集会などトイレに間に合わない児童も

いる。また、転んでけがをしたときにも汚れた部分を

洗うことができる。

　体育館にシャワーを設けないことから、災害時避難

所になった場合には、保健室のシャワーを利用するこ

ととした。

多目的トイレ

　廊下と保健室両方から利用できるようになってい

る。視察先では利用されず物置になっている多目的ト

イレがいくつか見られた。通常の利用は保健室側から

としている。ドアが２つあるので表示錠の工夫をした。

　床は嘔吐したときのことを考えタイル貼りとした。

多目的トイレは機器が多く、手術室のような白い壁の

トイレをよく見かけるが、校舎同様温かい感じにした

かったため、壁を杉板張りとした。

相談室

　保健室は、ケガの手当や体調不良の児童が休みに来

るほか、友達とのトラブルや家庭での悩み事の相談の

場にもなっている。市立図書館にも、保健室に関する

本が多くあり、さまざまなドラマがあることを知った。

相談室は保健室登校児童の学習スペースとしても利用

できるような広さとした。運動会のときは、臨時の授

乳室として使っていると養護の宮本先生が話されてい

た。

図書館

　図書館を中心とした学校づくりをテーマにしている

こともあり、最も重要視した教室である。市内全校の

学校司書から意見を求め、図書館計画の第一人者であ

保健室
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る平湯文夫先生に計画指導してもらった。調べ学習、

読み聞かせ、貸し出しスペース、標準蔵書数を考慮し

４教室分の広さとした。

　学校内の位置は、奥野小の小久保司書、向台小の高

橋司書からの意見で、昇降口に隣接する児童の主動線

上に計画した。また、調べ学習でのコンピュータ利用

から、コンピュータ教室と隣接させた。本の日焼け防

止のため、北窓からの採光としている。書架は展示形

で、本が主役となるような書架になっている。カウン

ターバックがすっきりするように、専用の倉庫を職員

室前に設置している。

　最近の学校建築でよく見られるのが、廊下や図書館

を一体化し、吹き抜けの大空間にしている図書館であ

る。ひたち野うしく小だけ他校より電気代を多く使う

ことはできないため、図書館の本来の目的、照度、空

調効率を考え、天井高さは普通教室と同じ２m80cm

とした。

　コンピュータ教室との出入り口には、カーテンを設

図書館

平湯先生による図書館レイアウトプラン（最終案）

平湯先生からいただいた手紙や資料
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置して、コンピュータ教室を使用していないときのガ

ラスが黒くならないようにしている。

コンピュータ教室

　コンピュータ教室の設計は、既存の小学校にコン

ピュータ教室を整備した経験が役に立った。

　コンピュータ教室は画面への写りこみから、南採光

の学校は暗幕を終日閉めている。ひたち野うしく小で

はコンピュータ教室は北採光とした。

　調べ学習への対応から図書館に隣接させている。授

業はコンピュータの基本操作など、コンピュータ教室

だけで行う授業が多いので、図書館との間は壁として

出入り口を２箇所設けた。準備室は、他の特別教室ほ

ど備品がないことから小さめである。床は児童のアレ

ルギーに配慮し、カーペットタイプのOAフロアーと

せず、鋼製束の二重床とし木質フロアーとした。

　校内 LAN は、コンピュータ教室系統と職員室系統

の二系統に完全に分かれている。

用語の解説
※ゆらぎ
　「１／ fゆらぎ」ともいう。自然界で生み出されたリズムパターンで、人
に心地よさを与える効果がある。小川のせせらぎや波の音、星の瞬きが代
表例。木の年輪木目も等間隔に見えて微妙なズレがあり人の感覚を心地よ
く刺激する。

※上小節（じょうこぶし）
　木材の見た目のランク、直径 10mm以下のごく小さな節が一枚の板にほ
んの数個しか入っていないもの。

※特一等（とくいっとう）
　木材の見た目のランク、節はあるが良質なもの。

※ロックウール吸音板
　無機質繊維の岩面（ロックウール）を主原料として板状に成型し、表面
仕上げをした天井材で、吸音性、防火性に優れている。

※段鼻（だんばな）
　階段先端の踏面に使われる役物タイル。

※ OAフロアー
　多くの配線を必要とする職員室やコンピュータ教室の床を二重化したも
ので、OAはオフィス・オートメーションの意味。

※ファイリングシステム
　文書整理をシステム化したもの、専用のキャビネットを使って文書を集
中管理する。

※グラスウールボード
　ガラス繊維でできた綿状の断熱材をボード状に成型したもの、優れた吸
音効果がありスピーカーや防音室の素材としても用いられる。

※ジャージクロス
　スピーカーの表面に張る生地のこと。サランネットとも呼ばれる。

コンピュータ教室
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　校庭芝生化は、気温上昇を抑制し、
また、砂ぼこりの抑制や水はけの改善
により、外で遊ぶ子どもの増加や怪
我の減少を促すなど様々なメリットが
あり、近年、学校、幼稚園でもグラウ
ンドや園庭の積極的な芝生化が進ん
でいる。 

　日本の芝刈機のスタンダードモデ
ルを構築し、消費者が安全且つ、最
適に利用できるように、芝刈機への
理解と普及に注力する企業で構成さ
れ、平成 20年に設立された一般社団
法人 日本芝刈機規格工業会。 

　同工業会では、このたび学校・幼
稚園・保育園における芝生活用の実
態や現場の生の声を収集・調査する

「第一回日本校庭芝生化活用調査大作
戦」を実施する。 

　同事業は、どのように校庭芝生化
を活用しているかなどのアンケート調
査を通じて芝生化の課題や新たな活
用方法を探り、さらなる校庭芝生化
の普及を推進する取組みである。 参
加対象は、学校・幼稚園・保育園。
締切日は平成 26年９月末。なお、参
加校すべてに芝生管理関連用品のプ
レゼントが用意されている。

詳しいお問い合わせは
一般社団法人 日本芝刈機規格工業会　
第一回日本校庭芝生化活用調査大作戦係 
〒675-1372　
兵庫県小野市本町10番地 
TEL：0794-62-2391 　FAX：0794-63-5211 
Mail：kinboshi@golden-star.co.jp

第１回日本校庭芝生化活用調査大作戦　
活用アンケート参加校　大募集 
一般社団法人 日本芝刈機規格工業会 

632014.6
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新情報ファイル　New information file

01
操作性の高い乗用芝刈機

芝刈用乗用トラクター「LT126」

　NECディスプレイソリューションズは、同社プロジェ
クター「ビューライトシリーズ」の新製品として、小型・
軽量で、明るさ1000ルーメンのLEDプロジェクター「NP-

L102WJD」を発売開始した。同製品はLED光源を採用し、
2012年８月に発売し、好評いただいているLEDプロジェ
クター「NP-L51WJD」の２倍の輝度となる1000ルーメン
を実現、より見やすい映像を投映可能にした。また、本体の大きさはB５サイズ以下で、高さ44mm、質量は1.4kg

と小型・軽量で持ち運びにも適している。 【特長】○無線LANに対応、○パソコンレスでの投写に対応、○使用時
の消費電力110W、スタンバイ0.5Wの省電力設計、○高い色再現性とコントラスト比を実現、○すばやく設置、片
づけができる「クイックスタート＆ダイレクトパワーオフ」 

　ハスクバーナ・ゼノアは30万円を切る、お求め易い価格帯で、校庭・園
庭の芝生管理に最適な乗用芝刈機として、芝刈用乗用トラクター「LT126」
を発売した。刈幅770mm、刈高20～ 80mmの６段階調整式で、刈芝を横
から排出する（側方排出）タイプの乗用芝刈機で速度や方向制御が容易に
行え、難しいクラッチ操作は一切なし。初心者も安心して簡単に、正確
に、そして楽しく操作できる。重量バランスに優れた設計で安定した走行
を実現。安全性への配慮と工夫として、作業者がシートを離れるとエンジ
ンとカッティングデッキが自動的にスイッチオフとなり、また、リバース
オペレーティングシステム（ROS）が、後退時にカッティングブレードを
分離する。希望小売価格は298,000円（税抜）。

ハスクバーナ・ゼノア株式会社 
国内営業本部 

TEL：0570-084987 

NEC
プロジェクター・カスタマサポートセンター 

TEL：0120-610-161 

02
明るさ1000ルーメンのLEDプロジェクター

「NP-L102WJD」

　エービーシー商会は幼児用・小学生用手洗いカウンターに「美しさ」を
追求した、人工大理石製の幼児用手洗いカウンター「フラップ キャンチ
（Flapp CANTI）」と小学生用手洗いカウンター「フラップ ES キャンチ
（Flapp-ES CANTI）」を新たにラインアップし、全国販売を開始した。保
育園・幼稚園や小学校等の教育関連施設での手洗いカウンターの素材は現
在まで長い間、ステンレス製の手洗いカウンターが利用され現在でも設計
され続けている。しかし、ステンレス製は耐久性の面では優れているもの
の、衝撃による凹みや水垢による汚れが目立つ、さらには決して安価ではないという短所も併せ持っている。こう
した背景から次世代の新たな素材として、意匠性・メンテナンス性に優れる人工大理石を提案する。

株式会社エービーシー商会 
デュポンコーリアン事業部 

TEL：03-3507-7158
03

アクリル系人工大理石製　幼児用・小学生用手洗いカウンター

「フラップ キャンチ（Flapp CANTI）」
「フラップ ES キャンチ（Flapp-ES CANTI）」
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北から南から

　５月７日、幼保連携推進室では平成26年４月１日現
在の認定こども園の認定件数を発表した。全体では昨年
度調査から260件増加の1,359件、最も認定件数が多いの
は兵庫県の118件、昨年度からの１年間で最も増えたの
は茨城県の60件。

認定こども園は1,359件
文部科学省・厚生労働省

　北会津地区の２つの幼稚園と２つの保育園を統合して
幼保連携型認定こども園を整備する計画の会津若松市が
基本構想の素案を公表、パブリックコメントを募集して
いる。５月26日まで。

認定こども園基本構想
福島県会津若松市

　５月７日、旧有磯高等学校体育館を改修した新庁舎で
の業務が開始された。防災、市民サービス、財政の課題
を考慮しての新庁舎整備である。

体育館を新庁舎に
富山県氷見市

　４月23日、文部科学省では各学校設置者における屋
内運動場等の天井等の総点検と落下防止対策の一層の推
進を図るため、既存の屋内運動場等の天井等落下防止対
策に関する事例集をとりまとめ、公表した。

屋内運動場等の天井等落下防止対策事例集
文部科学省

　南門付近にある国の登録有形文化財、三重大学レーモ
ンドホールの耐震改修工事が完成し、４月15日にリニ
ューアルオープニング式典及び展示会が行われた。ま
た、第一体育館東側に建設されていた第一体育練習場も
完成、４月16日に竣工式が行われた。

施設完成を祝う
三重大学

　平成27年４月に一体型施設での開校を計画している
土佐山小中一貫教育校（土佐山小学校・土佐山中学校）
の通称募集を高知市教育委員会が行っている。募集受付
は５月30日まで。

施設一体型小中一貫校整備
高知県高知市

　新校舎（３号館）が完成した今治明徳短期大学で４月
21日に落成式が行われた。３階建て校舎は、300名収容
の大講義室の他、100インチに投影するプロジェクタと
48インチテレビを備えた講義室が２・３階に整備されて
いる。

新校舎完成
今治明徳短期大学

　耐震改修が行われていた３号館のリニューアル完成式
が同校センタースクウェア（中庭）で開催された。３号
館は主に特別教室が配置されている校舎で、１階の図書
室の他、２階の図書閲覧室をラーニングコモンズとして
整備している。

リニューアル校舎完成式
北陸高等学校・北陸中学校

　４月22日、全国の地方公共団体に対して、公共施設
等の総合的・計画的な管理を推進するための公共施設等
総合管理計画を策定を速やかに取組む要請を行った。あ
わせて、計画への記載事項や留意事項をまとめた指針も
通知している。

公共施設等総合管理計画
総務省

　浪速区の恵美小学校・日東小学校・日本橋小学校を統
合して、日本橋中学校に施設一体型の小中一貫校を整備
すると発表した。平成29年４月の開校を目指し、全市
から児童生徒募集する。

小中一貫校整備
大阪市



	 	 	

　わが国の教育力の低下は、顕著であるとする意見が多く見られる。それは、初等中
等教育、特に義務教育段階で顕著に見られる。これまでの高度成長期では、画一的な
公教育に重点を置いたことは、その時代に適合していたといってよいと思う。しかし、
現在の社会ニーズの多様化、個性化には次第に対応できなくなってきている。つまり、
現行制度の初等中等教育では、教員数などの基準に教育予算、助成が拠出される仕組
みとなっており、学校や教員が自ら課題を見つけ、自律的、授業内容に改革して、教
える力の強化を促すような教育システムにはなっていないように思う。このことは、
まさに教員の「教員力」低下にもつながっているといえる。
　また、わが国の教育制度は、「特色ある学校づくり」を求めながらも、その手段　や
権限を教育委員会、学校に十分与えておらず、教育委員会、学校、教員が創意工夫し、
発揮することも阻んでいるのかと思えることもある。
　学校の経営・管理・運営などの問題からは、学校や教員の特色ある教育の取組みな
どに対し、評価したり、その評価を踏まえ改善する方向のシステムが根付かず、学校
の経営、管理、運営など新しいシステムの導入ができにくい。各々の教員が学校方針
に従って努力できる組織となっていないことも要因のようである。
　さらに、学校教育以前の問題として、家庭が社会生活に必要な倫理観、道徳観など
教えていないことも問題であるし、家庭と地域社会の「教える力」も低下している。
　こうした現代の教育の問題点、課題を述べたが、子ども達に「生きる力」を育むた
めには、こうした問題の改善が必要だと痛感する。	 泰平
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編 集 後 記

▶http://www.voi-x.com/
＜内容＞
学校施設に関連する最新情報
定期刊行物・出版物案内
各種イベントのご案内

＜お問い合わせ先メール＞
school@voi-x.com

　編集部では、皆様からの情報をお待ちしております。
　新しく整備された、もしくは現在計画の進んでいる学校や、生涯学習施設の情報、もしくは催し（セミナー、シンポジウム他）などがご
ざいましたらぜひ、お知らせください。編集部で検討させていただき、掲載させていただきます。
　情報をお寄せくださる場合には、
・	対象施設の写真や完成予想図
・	平面図・配置図など図面類
・	設計のコンセプトや施設の概要など
・	開催する催しの内容やその趣旨がわかるもの
・	開催後であれば、内容・様子などを記録したもの
をお送りください。掲載させていただく場合には、こちらからご連絡させていただきます。
　なお、お送りいただく資料につきまして、返却を希望される場合は必ずご明記ください。
　また、選考の結果についてのお問い合わせはご遠慮ください。

編集部より
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小学校と中学校と地域を「つなぐ」一体型校舎
三条市立第一中学校・嵐南小学校（新潟県）

９学年の児童生徒が日常的に触れあうことのできる
小中一貫学校施設
沼津市立静浦小中一貫学校（静岡県）

子どもがはばたく力を育む“汗をかける幼稚園”
かなや幼稚園（学校法人志向学園：福島県いわき市）
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