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　“石”は石材、“榑”は木材を表わす文字です。大地の

ふたつの恵みをその名に冠した石
いしぐれ

榑小学校は、地域の

人々が自らの手でつくりあげた一粒の宝石のような「み

んなの小学校」です。

100 年前から受け継がれてきた
小学校への熱い思い
　鈴鹿山脈を望む豊かな田園地帯に建つ旧大安町（現い

なべ市大安町）のひとつの小学校に建替計画が持ち上が

り、住民たちが新校舎建設委員会を組織したのは 2001

年７月のことです。委員はすぐさま既存小学校に隣接す

る土地の取得を地権者に交渉するなど、さまざまな活動

を展開しました。

　この背景には、石榑地区の住民が教育に注いできた並

外れた情熱の歴史があります。100 年前に最初の木造の

小学校ができたとき、その費用の７割は地域の寄付によ

るものでした。1975 年に鉄筋コンクリート校舎に建替

える際にも多くの寄付や建設現場への労働力を提供し、

さらに新校舎はこう建ててほしいという図面付きの要望

書まで提出しています。そして今回の建替えも、校舎の

雨漏りがひどいことを知っていた地域の人々から行政に

対して働きかけて動き出したのです。

　まさに「おらが学校」を地で行く活動。建設委員会メ

ンバーで建替え計画の最初期から関わってきた石榑小学

校学窓会 ( 同窓会 ) 役員の森清光さんは

「委員会は設計者を選定する前からすでに自分たちのイ

メージを持っていましたね。それをプロポーザルの参加

者に提示するように働きかけました」

　学識経験者や建築家を入れず、地域住民の意向を十分

に汲んだ教育委員会などの行政が審査するプロポーザル

に勝って、設計を担当した石本建築事務所名古屋支所主

事の奥井康史さんは

「明確な考え方を持っているまちだからこそ、われわれ

の考え方が評価されたのだと思います」と振り返ります。

　こんな風土のなかで、奥井さんたちが主張した「設計

者が勝手につくるのではない、みんなで一緒につくる小

学校」というコンセプトが支持されたのはいうまでもあ

りません。さらにコンペ終了後の 2002 年 4 月、石榑小

学校は文部科学省の「コミュニティ拠点としての学校施

設整備に関するパイロットモデル研究」の対象校に指定

されます。そしてメインスローガンである「みんなでつ

くる　みんなのための　新しい石榑小学校」を合い言葉

に、学校づくりが始まりました。

みんなの夢をそのままかたちに！
ワークショップによる学校づくり
　計画が始まって竣工するまで５年の時間が費やされま

した。最初の 1 年で設計を行い、その後の２年で校舎の

工事、次の２年を体育館工事と屋外環境整備にあてると

いう、通常の倍以上の年月をかけた建替え計画です。

　ここで設計側から提案されたプロセスの手法がワーク

ショップ（ＷＳ）でした。堅苦しい「会議」ではなく、

計画に携わる人みんなが対等な立場で自由に意見を言

い、話し合いながら全体意思を決定していく……そんな

特徴を持つこの手法は地域の考え方と合致し、計 55 回に

ものぼったＷＳは学校づくりの屋台骨となったのです。

　ＷＳの構成員は原則として 20 ～ 30 名。設計者、事務

局としての教育委員会、アドバイザーとして名古屋大学

の小松尚准教授を迎えた以外は、校長を始めとする石榑

小の教職員、自治会長、学窓会や育友会（ＰＴＡ）会

三重県　いなべ市立石榑小学校

みんなでつくった「おらが学校」の
トイレは赤・青・黄

体育館

茶畑

校舎

配置図。校舎を含めた右半分の敷地が今回追加された。 子どもたちの活動の中心となっている中庭。敷地の勾配が生かされた構成となっている。
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次回いよいよ一つの案に
ま・と・ま・る?!

第８回ワークショップの概要

2002年 8月 29日（木）19:35～21:30
出席者数：20名 場所：石榑小 会議室

19:30 委員長あいさつ
ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ【環境教育、頭と心と手を使う教材】
児童と学校とPTAとが力を合わせて造るこ
とで意味がある。造って与えるものでない。

石榑小には庭木ばかりなので、雑木がほしい。

19:45 本日の内容説明（以下スライドにより説明）

前回のおさらい
「第7回わーくしょっぷだより」参照

19:50 平面計画の説明
A案について

・体育館とプールの位置を見直し、両者を校
舎の一部に取り込んだ計画とすると共に、
管理諸室と駐車場の関係を良くする。

・中庭を中心にまとまりある循環型施設配置。

B案について
・各機能配置が棟毎で明確。

A･B案共通事項
・ランチスペースを含む広いスペースに面し

て特別教室と体育館を配置。
・中庭、特別教室前スペース、図書コーナー、

ランチコーナーのイメージををスケッチに
て説明。

20:20 グループワークにより意見交換
・地域室が小さい。→200～400㎡とする。
・駐車場への出入りに北側道路を利用するの

であれば、道路を拡幅すべき。
・A案の循環型にまとまりが感じられて良い。
・軽運動室は、運動をメインに多目的に利用

できる部屋としたい。→四角い使い易い形
・強風による砂対策が今後の課題
・全体面積は文部省にて児童数により定めら

れている。
・障害児教室が普通教室から孤立している。
・低学年の教室は、職員室の近くがいい。現

石榑小の関係がいい。

21:30 閉会

次回ワークショップテーマ

１．平面計画のまとめ

第８回

Ａ案

Ｂ案

中庭を中心とした
循環型施設配置

３つの中庭を持ち
各機能構成が明快
な分棟型配置

模型を前にグループワークでの討議

中庭イメージ

中庭の大階段を
利用して演奏会
も開催できる

日常の移動
空間に面し
た利用しや
すい図書室

図書室イメージ

中庭イメージ

　2つの対照的な案を模型やスケッチを使いながら、前回
から変更・発展した点も含め、より具体的な説明がありま
した。各案の模型を囲むように2つのグループに分かれ、
共に特徴ある両案ですが、どちらのどの部分が良いのか、
良くないのか、どうあることが新石榑小に相応しいのかな
どを討議し、最終的な一つの案に絞り込むことを検討いた
しました。

員など、いわゆる「地元のおじさんおばさん」ばかりで

す。こんなメンバーが月１～２回、平日夕方から学校に

集まっては思うことを言い合いました。毎回テーマは決

まっていたものの、全員ＷＳは初めて。手探りで迷いな

がらも後戻りだけはしまいとがんばりました。

　そんな肩肘張らない姿勢がよかったのか、回を重ねる

ごとにＷＳは熱を帯びていきます。理念的な哲学から具

体的な話まで、出てくる話題を整理しては時期ごとに

テーマをつけていきました。第４回目を迎えたときに「新

しい石榑小の目標」として、（1）学習環境の充実、（2）

生活環境の充実、（3）地域開放、（4）地域性の反映とい

う４つのキーワードを抽出。これが以後の計画の基本と

して通奏低音のように流れていくことになります。

　配置計画・平面計画・デザイン・管理運営とテーマが

進むなかで、つねに設計者が基本的なアイデアを提案、

それに対して地元側がさらにアイデアを加え、こだわり

を説明し色づけをしながら話し合っていくという基本的

な形式が一貫して続けられました。

「かたちだけのＷＳでなく本当に地域のみんながどうい

うものを欲しているのかをよく聞いて設計してくれとい

う意向で、行政がレールを敷くこともまったくありませ

んでした」と奥井さん。

　いなべ市教育委員会教育総務課の多湖篤人さんも

「設計者は常に住民の立場に立って物事を進めていってく

れたと思います」と話します。なかなか見ることのない

地域と行政と設計者の幸福な関係がここにはあります。

　「今学校に行くと、当時描いたイメージのほとんどが

実現されている。ＷＳで出されたいろいろな意見通りに

なっているんですよ」という森さんのことばには、地域

の夢がかたちとなって結実したことへの喜びと誇りとが

にじみ出ているようでした。

　トイレがテーマの回はＷＳの中でもかなり盛り上がっ

たといいます。子どもたちのアンケートを集計してグラ

フをつくり、汚くて嫌だからと学校でトイレに行くのを

がまんすることは子どもたちの健康に関わる、また、明

るく行きやすいトイレをつくり、低学年のうちから「ト

イレはいやなところではない」ことを気持ちとして伝え

なければといった意見が出され、設計に反映されていき

ました。

特徴は豊かな中庭空間とオープンスクール
デザインモチーフは石と木とお茶畑
　計画は学校の敷地全体が地域に開かれることを前提と

したゾーニングから始まりました。西から東へゆるやか

に傾斜する地形を生かし、西側運動場と同じレベルにあ

る校舎の２階を学校専用階、東側の駐車場と同レベルの

１階を地域開放階とし、中央に双方を結ぶ中庭を配置し

た「わっか型」と呼ばれる、行き止まりのない回遊型の

プランです。

　教室から上ばきのまま直接出ることのできる中庭は、

石榑小のもっとも魅力的な場所。屋外ステージにもなる

大階段を中心に大きな石のすべり台や路地などさまざま

な仕掛けがほどこされ、短い休み時間でも飛び出してく

る子どもたちで大にぎわいです。校舎内から突き出てい

る丸い壁や四角い箱が中庭に空間的な変化を与えていま

すが、その中身はトイレです。違和感のまったくないそ

の配置には、つくる側の意識とセンスがうかがえます。

　「この学校は校舎の余りに中庭、でなくはじめに中庭

があってその周囲に部屋を配置するという考え方、つま

りここが中心です。そこにあえてトイレを目立つように

持ってきている、しかも丸や四角の楽しいかたちで。み

んなで大好きなトイレをきれいに使おうね、トイレはい

いものだよ、というメッセージを込めて堂々と大胆に配

置しました」と、奥井さんとともに設計を担当した石本

建築事務所の岡野俊二さんは語ります。

　建物のイメージと素材は石榑の名にふさわしく「石」

と「木」それも合板ではないヒノキやスギ材を用いるこ

原則として平日 19:00 から 21:00 まで行われたＷＳは、話に熱が入って時間をオーバー
することもしばしば。右はＷＳ後に毎回発行された報告書「わーくしょっぷだより」

建て替え計画のフローチャート。
資料提供：名大小松尚准教授
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とに、地域の人々はこだわりました。設計者もそれにこ

たえ、石と木とコンクリートの組み合わせを基本に校舎

を計画。外観は大地をモチーフにアースカラーのタイル

やコンクリートを多用し、各教室ごとに架けられた緩や

かなヴォールト屋根は、これも石榑地区の名産であるお

茶の畑をイメージしています。その一方で内部は床も壁

も木材を基調とするナチュラルで落ち着いた空間として

学習環境を整えました。

　子どもたちがもっとも多くの時間を過ごす普通教室の

計画は、ワークスペースを介して隣の教室とつながる

「オープンスクール」が採用されました。ヴォールト天

井の両脇から採り入れるハイサイドライトによって明る

く広々とした空間が実現しています。計画当初は仕切り

壁がないことから「隣の教室の声が聞こえてくるのに授

業に集中できるのか」といった意見がＷＳでも出されま

したが、音の問題解決は設計者ががんばりました。

　吸音素材を使い、天井の形状を工夫し、教室正面の壁

に凹凸をつけることで音の拡散・消音を高いレベルで実

現しています。中庭で不規則に突き出たトイレの壁も、

音の直接反射を和らげる効果に一役買っています。授業

中に訪れると、思った以上に隣からの声が聞こえないの

に驚きます。先生はことさら声を張り上げることもなく

普通に話し、子どもたちもごく自然にそれに聞き入って

いました。

　加えて重視されたのが色彩です。仕切りがなく連続し

た空間が続くオープンスクールでは、自分が今どこにい

るのか認識する手がかりが重要です。石榑小学校では全

体に石や木など素材の色を生かした色彩計画を行うとと

もに、各ゾーンごとに鮮やかな色彩をポイントに用いる

ことで校舎内の空間に変化をつけました。低学年は黄、

中学年は赤、高学年は青、特別教室や地域開放ゾーンは

緑をそれぞれの色とし、壁の一部や家具の一部に使われ

た色までがすべてこれに従っています。

　「そのゾーンに来たときにどういう空間だと色で識別

しやすいように。学年が上がるにつれて、教室の形は同

じでも周りの色が変われば自分の成長もわかるでしょ

う？」と岡野さん。

　トイレは中でもわかりやすく、扉・タイル・手洗いコー

ナーとも統一された色そのままに、生徒も先生も「黄ト

イレ」「赤トイレ」「青トイレ」と呼んでいるそうです。

男女別の色分けがなくとも、とくに問題はないとのこと

でした。

待ち合わせだってしたくなる
楽しさと思いやりあふれるトイレができた
　設計段階でとった子どもたちのトイレアンケートで

は、自宅のトイレは和式と洋式両方ある子が多いこと、

学校ではときどき順番待ちをしていること、室内の暗さ

や恥ずかしさから学校のトイレで大便をしない子どもた

ちが多いという事実が判明。自由記入欄では「ブースご

とに窓をつけて」「上ばきでそのままいけるトイレがい

い」「自動で水が出るように」といった希望が多くある

ことがわかりました。

　子どもたちの思いに加え、とくにお母さん方から多数

寄せられた「明るくきれいなトイレに」の要望、さらに

ＷＳ参加者からは「トイレは何かあったときひとりにな

れる学校で唯一の場所。だから明るくしてやりたい、も

ちろんいじめもできないように」といった声があがりま

した。また設計者には「使いたいときに使える、つまり

数や適正な位置は大事」という思いも。これらを総合し

凝縮した石榑小学校のトイレは、楽しさと工夫と思いや

りに満ちた明るい場所になりました。

　赤・青・黄のトイレは、どれも内側は各学年ごとのワー

クスペースに面し、赤トイレと青トイレは外側の壁が中

庭に突き出ています。

　低学年向けの黄トイレは中の様子を先生が把握しやす

いようオープンな入口です。アイランド型のかわいい手

洗いは、トイレは楽しいところだよ、と子どもたちに語

りかけているようです。

　一方、赤と青のトイレは手洗いが入口を隠しています。

「中高学年は少しプライベート性を持たせました。子ど

もの背では見えませんが、大人の目線の高さは通るよう

ヴォールト天井からのハイサイドライトでトイレ入口も明るい。

中庭の見下ろし。校舎はお茶畑をイメージしたヴォールト屋根の連続。
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にして何となく中の様子がわかるようになっています」

と岡野さん。

　内部は個室ブース内のほかに、男子小便器にもひとつ

ずつ明かりとりの窓がついています。これは中庭に突き

出した壁からの採光。明るさと楽しさを同時に実現した

好例でしょう。

　さらに岡野さんは続けます。

「きれいなトイレをつくる＝いつまでもきれいを保てる

トイレをつくること、と考え、掃除などしやすい材料選

定もしました」

　具体的には掃除しやすく滑りにくい床材を選んだほ

か、殺菌力のある電解水を流すことで雑菌の繁殖を抑え

て臭いを防ぎ、50％の節水もできるという自動洗浄小便

器など、快適さと環境とに考慮した器具も採用したとの

ことでした。

　青トイレのベンチにすわっておしゃべりしている６年

生の女の子ふたりに、前の校舎と比べてこのトイレはど

う？と聞くと

　「前のトイレはシューズで入れなかったし水がたまっ

ていて臭かった」「今はベンチで待ち合わせしたり、下校

の前にトイレに寄ったときにランドセルを置いたりでき

る」「洋式便器の方が好きで、使うのも洋式ばっかり。空

いていない時は待ってます」と、明るく答えてくれました。

　赤トイレを使っている中学年の子どもたちからも

　「おしっこがこぼれていたら自分で拭くよ」「誰かが流

していない時は自分がしてから流すの、水がもったいな

いから」

と、なんともしっかりしたことばが返ってきます。

　みんなで考えてつくったトイレは願い通り、もしかし

たらそれ以上に、子どもたちにかわいがられ、愛されて

使われているようです。

地域がつくり地域が育て地域が見守る
石榑風味のコミュニティスクール　
　2006 年度にすべての工事を終えて建替え計画を完了

した石榑小学校は、2007 年に創立 100 周年事業を行い

ました。「100 年を振り返り、現在を見つめ、新しい 100

年を展望する」これは記念事業に向けて地域のみなさん

が考えたスローガンです。10 月 21 日の記念式典当日は

子どもたちや地域の人々はもちろん、日頃は石榑地区か

ら離れて生活している卒業生たちも大勢駆けつけ、1,500

人もの出席者で学校はあふれたといいます。

　企画から資金調達、運営まで主催者としてすべてを

仕切ったのは「石榑の里共育委員会」。校舎竣工後に建

設委員会が発展してできた学校運営協議会にあたる組

織で、森さんを始め各自治会の会長、学窓会、育友会

（PTA）、老人会とさまざまな人々によって構成されて

います。教育委員会など行政はこの日は招待される側

だったそうで「自分たちでつくった地域の学校なのだ」

という共育委員会の強い意思が伝わってくるようです。

　この式典以外でも、新校舎の竣工式や学校を会場にし

た里まつりなどのイベント開催、総合学習の時間に行わ

れている炭焼きや米作りなど地域文化の指導、毎週水曜

日の子どもたちとの交流ボランティア「わくわくスクー

ル」、トイレ掃除や芝生広場の管理も含む月に一度の地

域清掃作業日、さらには下校時の見守り「子ども見守り

たい（隊）」に至るまで、学校を舞台に次々とわき上が

る活動は、そのほとんどが共育委員会を中心とする人々

によって、すべて手弁当で行われています。

　費用も市の税金は使わずに自治会を通じて寄付を募
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２階平面図。

１階平面図。

１階はおもに地域
開放のための教室
やスペースで構成
されている。

トイレまわりの平面詳細図。左から赤トイレ、青トイレ、黄トイレ、特別教室トイレ、地域開放用トイレ。
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り、イベントのお知らせなどで、子どもたちが地域の人々

の自宅を直接訪れて配布物を手渡しするシステム「子ど

もお届け隊」が大活躍。これを通じた高齢者や地域の人々

と子どもたちの交流も図られているとのことです。

　「石榑はもともと、小学校のためなら骨身を惜しまな

いという地域の方が大勢います。みんなが学校のために

何かしたいと思っていたところに今回の建替えの話が来

たのです。100 周年をきっかけに 30 歳代から 70 歳代ま

で、各年代で中心になる人が現れて活動の輪が広がって

きた。“石榑の味”が醸し出されてきた気がします」期

待に満ちた森さんのことばには、建物を本格的に使い始

めるこれからこそが地域拠点としてのコミュニティス

クールの真のスタートなんだ、という気概が感じられま

した。

 石榑小学校の小林共子教頭は微笑みながら

「この校舎になってから不登校はゼロ、子ども同士のけ

んかも先生が怒鳴っているのも見たことがありません」

と話します。  

　子どもたちにはオープンスクールのゆったりとした空

間が心に落ち着きを与え、先生にとってはいつも外部の

人の目があることによる適度な緊張感が、モラル形成に

役立っているそうです。しかし何よりも地域の人々に愛

され見守られていることが、この学校全体の空気を穏や

かであたたかいものにしているのではないでしょうか。

 2007 年春から、石榑小学校はいなべ市指定のコミュニ

ティスクールになりました。ＷＳを含めすべてのプログ

ラムを終えた設計の奥井さん、岡野さんのことばです。

「地域の人たちのおかげでいい建物ができ、しかもその

後ここまで盛り上げて行ってくれるとは思わなかった、

本当に感謝しています。主体になって学校に関わる人た

ちがずっと変わらずここにいて見守っていってくれるの

は、やっぱりいいですね」

小便器ひとつ
ひとつに小さ
な明かりとり
がついている
青トイレ。
隣接する女子
ト イ レ（ 上 ）
も同じ色調。
いずれも窓か
ら中庭のにぎ
わいを見るこ
とができる。
なお、すべて
の小便器には
殺菌力のある
電解水によっ
て尿石を制御
するシステム
が 採 用 さ れ、
あわせて節水
がはかられて
いる。

大人と子どもの目線の高さ
の違いを考慮して、巧妙な
目隠しとなった手洗い。

先生が把握しやすい
ようオープンな低学
年用の黄トイレ入口
と、小さな鏡がつい
たかわいらしく楽し
げなアイランド型手
洗い。

学校開放時の利用者のために、ベビーベッドも
用意された多目的トイレ。

青トイレが四角い箱に対して、赤トイレは円
筒状となっている。子どもたちの願いをかな
えて、ブースにもそれぞれ小さな明かりとり
が設けられている。




