
善福寺川からの外観（手前側既存桜・南面）

環八からの外観（南西面鳥瞰）

[one school]「こどもたちが活き活きと活動できる学校」

話題の施設

杉並区立桃井第二小学校

　杉並区では、学校改築時期を築後 50～ 60年と定
めており、桃井第二小学校は、平成 27年度に築 50
年を迎えたことから、既存校舎老朽化による全面改築
を実施した。
　改築計画の実施にあたっては、教育環境の向上を図
るとともに、同時期に実施された近隣の複合施設改築
に伴う、一部機能の移転が求められた。そのため、学
童クラブ・小学生の放課後等の居場所、近隣の保育園
児等の小規模な遊び場、地域の集会スペースについて
も併せて整備する計画とした。
　建物は、限られた敷地を最大限確保するため、校舎
棟と体育館及びプールを一体として計画した。また、
建物形状を敷地形状に合わせてた台形型とすること
で、整形かつ既存校舎よりも広い校庭面積の確保を行
った。その他、建物中央部の中庭による明るい空間の

実現、敷地南側の善福寺川を望む教室配置や内装の木
質化、可動間仕切りによる多様な教育活動に対応する
多目的スペースの設置等、教育環境の充実を図った。

（（株）綜企画設計　本文　頁）
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所在地：東京都杉並区

中庭からの外観（一体利用考慮した、廊下よりの長い連窓）

昇降口内観（床天井に木調を多用・受付口脇に太陽光発電エコ表示モニター）

階段室内観（大型ピクトサイン・ナミスケ（杉並公式キャラクター）オリジナルサイン）

体育館側の外観（形状テクスチャー考慮・西面）

２階 体育館ホワイエ

理科室内観（先生を中心とした扇型レイアウト） ２階 体育館アリーナ ５階 プール外観（夏季の日除けを考慮した庇を設置）
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話題の施設

所在地：東京都杉並区
カラーグラビア●頁参照

計画概要

　本計画は、築50年を経過して老朽化した既存校舎
の全面改築である。最新の教育環境に合わせた空間づ
くりを行うことに加え、近隣複合施設の「あんさんぶ
る荻窪」の一部機能(165人規模の児童クラブ・小学生
の放課後等の居場所、近隣の保育園児等の小規模な遊
び場、地域の集会スペース)の移転が求められた。　
　改築計画にあたっては、学識経験者、学校関係者、
保護者及び近隣住民の意見が取り入れられ、3つの柱
「多様な学びの場を備え、質の高い学習環境を備えた
学校をつくる」「安全・安心で快適な生活空間として
の学校をつくる」「地域に開かれ、地域と共に子ども
たちの健やかな成長を育む学校をつくる」を基本方針
として取組んだ。

[one school]「こどもたちが活き活きと活動できる学校」

杉並区立桃井第二小学校 （株）綜企画設計

鳥瞰イメージパース

善福寺川からの外観（南西面・手前側小規模遊び場）

多様な学びの場を備え、質の高い学習環境を
備えた学校をつくる

　一斉指導、ティームティーチング（ＴＴ）、個別・少
人数指導、グループ学習など多様な学習形態に対応で
きる施設を目指し、電子黒板やタブレット型情報端末
などのＩＣＴ教育環境を充実、きめ細かな学習・生活
指導ができるよう特別支援学級の施設環境を充実させ、
ユニバーサルデザインに配慮した施設とした。

安全・安心で快適な生活空間としての学校を
つくる

　学童クラブを学校内に併設するとともに、大型の多目
的室を隣接して設置することで、小学生の放課後等居場
所事業を合わせて実施できるようにし、放課後等に子ど
もたちが安心して伸び伸び過ごせる居場所をつくった。

地域に開かれ、地域と共に子どもたちの健や
かな成長を育む学校をつくる

　地域住民が使える会議室を設け、地域と学校との「か
かわり」を伸ばし、地域コミュニティの核となり、地
域の防災拠点となる施設としている。また近隣の保育
園児等が遊べる小規模の遊び場を整備した。

鳥瞰イメージパース

計計画画概概要要

本計画は、築 50 年を経過して老朽化した既存校舎の全面改築である。最新の

教育環境に合わせた空間づくりを行うことに加え、近隣複合施設の「あんさんぶ

る荻窪」の一部機能(165 人規模の児童クラブ・小学生の放課後等の居場所、近隣

の保育園児等の小規模な遊び場、地域の集会スペース)の移転が求められた。

改築計画にあたっては、学識経験者、学校関係者、保護者及び近隣住民の意見

が取り入れられ、3 つの柱「多様な学びの場を備え、質の高い学習環境を備えた

学校をつくる」「安全・安心で快適な生活空間としての学校をつくる」「地域に開

かれ、地域と共に子どもたちの健やかな成長を育む学校をつくる」を基本方針と

して取組んだ。

・・多多様様なな学学びびのの場場をを備備ええ、、質質のの高高いい学学習習環環境境をを備備ええたた学学校校ををつつくくるる

一斉指導、ティームティーチング（ＴＴ）、個別・少人数指導、グループ学習

など多様な学習形態に対応できる施設を目指し、電子黒板やタブレット型情報端

末などのＩＣＴ教育環境を充実、きめ細かな学習・生活指導ができるよう特別支

援学級の施設環境を充実させ、ユニバーサルデザインに配慮した施設とするした。

・・安安全全・・安安心心でで快快適適なな生生活活空空間間ととししててのの学学校校ををつつくくるる

学童クラブを学校内に設置併設するとともに、大型の多目的室を隣接して設置す

ることで、小学生の放課後等居場所事業を合わせて実施を行ないできるようにし、

放課後等に子どもたちが安心して伸び伸び過ごせる居場所をつくるつくった。

・・地地域域にに開開かかれれ、、地地域域とと共共にに子子どどももたたちちのの健健ややかかなな成成長長をを育育むむ学学校校ををつつくくるる

地域住民が使える会議室を設け、地域と学校との「かかわり」を伸ばし、地域

コミュニティの核となり、地域の防災拠点となる施設とするしている。また近隣

の保育園児等が遊べる小規模の遊び場を整備するした。

設設計計時時のの検検討討事事項項

・・建建物物配配置置検検討討

改築校舎は近隣施設の複合化等により、建物ボリュームの増加が予想された。

よって、このため校庭面積をが確保できるように、RC 造 4 階、体育館とプール

を別棟としていた既存校舎の配置計画をコンパクトに見直す必要があった。これ

らを踏まえそこで、改築校舎は体育館とプールを一体とした RC 造 5 階約 10,000

㎡のボリュームとして計画した。

・・敷敷地地形形状状にに合合わわせせたた建建物物配配置置とと形形状状

建物配置は整形な校庭を確保できるよう不整形な南側に寄せるて計画とした。

一般的には校舎棟を北側に配置し、校庭を南面させることが多いが、本計画では

工事中に北側の既存校舎を使用する必要があったことと、民家が集中する北側及

び東西への圧迫感の軽減を図るため、改築校舎を南側に配置した。北面したする

校庭は自己投影校舎の影による冬季の霜柱、雨天後の泥濘化の問題が予想された

がので、校庭舗装材や浸透管の設置により対策を行った。

建物形状は敷地形状に合わせた台形型とした。この建物配置と形状により、整

形かつ既存校舎の時よりも整形で広い校庭面積を確保した。建物中心には中庭を

配置し、校舎中央部分への通風と採光に配慮した。

基本設計時の配置検討案

・・幹幹線線道道路路かからら騒騒音音影影響響のの配配慮慮

敷地南西側は環状八号線が近接し、距離減衰を考慮しても 70dB 程度の騒音を

受けることが想定された。建物を北側に配置した場合、環状八号線に対して遮蔽

物が無いため、校舎や校庭で多大な騒音を受ける可能性があった。採用案は環状

八号線側(下図左下)に遮蔽用の体育館のボリュームを配置し、教室部分や校庭へ

の影響を抑制するように配慮した。

環状八号線からの騒音影響の検討
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物が無いため、校舎や校庭で多大な騒音を受ける可能
性があった。採用案は環状八号線側(下図左下)に遮蔽
用の体育館のボリュームを配置し、教室部分や校庭へ
の影響を抑制するように配慮した。

既存校舎利用による工事コスト削減

　工事中は、敷地内に仮設校舎を設ける必要があった
が、敷地面積が限られているため、既存校舎棟の一部
を解体、残りの部分と仮設校舎を併用する計画として、
仮設校舎建設コストの縮減と子どもへの負担軽減を図
った。

複合化に対する配慮

　多用途を複合化するため、管理動線を明確化できる
よう平面計画を検討した。小学校と学童クラブにそれ
ぞれ独立したエントランスを設け、学童クラブは道路
からアクセスしやすく、校庭や体育館の利用が容易な
配置とした。放課後の特別教室利用においては、階段
及び廊下部分にアコーディオンカーテン等の設置によ
る開放利用区画を設定し、複合施設の管理運営に配慮
した。

建物配置検討

改築校舎は近隣施設の複合化等により、建物ボリュ
ームの増加が予想された。このため校庭面積が確保で
きるように、RC造4階、体育館とプールを別棟として
いた既存校舎の配置計画をコンパクトに見直す必要が
あった。そこで、改築校舎は体育館とプールを一体と
したRC造5階約10,000㎡のボリュームとして計画した。

敷地形状に合わせた建物配置と形状

　建物配置は整形な校庭を確保できるよう不整形な南
側に寄せて計画した。一般的には校舎棟を北側に配置
し、校庭を南面させることが多いが、本計画では工事
中に北側の既存校舎を使用する必要があったことと、
民家が集中する北側及び東西への圧迫感の軽減を図る
ため、改築校舎を南側に配置した。北面する校庭は校
舎の影による冬季の霜柱、雨天後の泥濘化の問題が予
想されたので、校庭舗装材や浸透管の設置により対策
を行った。
　建物形状は敷地形状に合わせた台形型とした。この
建物配置と形状により、既存校舎の時より整形で広い
校庭面積を確保した。建物中心には中庭を配置し、校
舎中央部分への通風と採光に配慮した。

幹線道路から騒音影響の配慮　
　敷地南西側は環状八号線が近接し、距離減衰を考慮
しても70dB程度の騒音を受けることが想定された。
建物を北側に配置した場合、環状八号線に対して遮蔽

鳥瞰イメージパース

計計画画概概要要

本計画は、築 50 年を経過して老朽化した既存校舎の全面改築である。最新の

教育環境に合わせた空間づくりを行うことに加え、近隣複合施設の「あんさんぶ

る荻窪」の一部機能(165 人規模の児童クラブ・小学生の放課後等の居場所、近隣

の保育園児等の小規模な遊び場、地域の集会スペース)の移転が求められた。

改築計画にあたっては、学識経験者、学校関係者、保護者及び近隣住民の意見

が取り入れられ、3 つの柱「多様な学びの場を備え、質の高い学習環境を備えた

学校をつくる」「安全・安心で快適な生活空間としての学校をつくる」「地域に開

かれ、地域と共に子どもたちの健やかな成長を育む学校をつくる」を基本方針と

して取組んだ。

・・多多様様なな学学びびのの場場をを備備ええ、、質質のの高高いい学学習習環環境境をを備備ええたた学学校校ををつつくくるる

一斉指導、ティームティーチング（ＴＴ）、個別・少人数指導、グループ学習

など多様な学習形態に対応できる施設を目指し、電子黒板やタブレット型情報端

末などのＩＣＴ教育環境を充実、きめ細かな学習・生活指導ができるよう特別支

援学級の施設環境を充実させ、ユニバーサルデザインに配慮した施設とするした。

・・安安全全・・安安心心でで快快適適なな生生活活空空間間ととししててのの学学校校ををつつくくるる

学童クラブを学校内に設置併設するとともに、大型の多目的室を隣接して設置す

ることで、小学生の放課後等居場所事業を合わせて実施を行ないできるようにし、

放課後等に子どもたちが安心して伸び伸び過ごせる居場所をつくるつくった。

・・地地域域にに開開かかれれ、、地地域域とと共共にに子子どどももたたちちのの健健ややかかなな成成長長をを育育むむ学学校校ををつつくくるる

地域住民が使える会議室を設け、地域と学校との「かかわり」を伸ばし、地域

コミュニティの核となり、地域の防災拠点となる施設とするしている。また近隣

の保育園児等が遊べる小規模の遊び場を整備するした。

 

設設計計時時のの検検討討事事項項  

・・建建物物配配置置検検討討

改築校舎は近隣施設の複合化等により、建物ボリュームの増加が予想された。

よって、このため校庭面積をが確保できるように、RC 造 4 階、体育館とプール

を別棟としていた既存校舎の配置計画をコンパクトに見直す必要があった。これ

らを踏まえそこで、改築校舎は体育館とプールを一体とした RC 造 5 階約 10,000

㎡のボリュームとして計画した。

・・敷敷地地形形状状にに合合わわせせたた建建物物配配置置とと形形状状

建物配置は整形な校庭を確保できるよう不整形な南側に寄せるて計画とした。

一般的には校舎棟を北側に配置し、校庭を南面させることが多いが、本計画では

工事中に北側の既存校舎を使用する必要があったことと、民家が集中する北側及

び東西への圧迫感の軽減を図るため、改築校舎を南側に配置した。北面したする

校庭は自己投影校舎の影による冬季の霜柱、雨天後の泥濘化の問題が予想された

がので、校庭舗装材や浸透管の設置により対策を行った。

建物形状は敷地形状に合わせた台形型とした。この建物配置と形状により、整

形かつ既存校舎の時よりも整形で広い校庭面積を確保した。建物中心には中庭を

配置し、校舎中央部分への通風と採光に配慮した。

基本設計時の配置検討案

・・幹幹線線道道路路かからら騒騒音音影影響響のの配配慮慮

敷地南西側は環状八号線が近接し、距離減衰を考慮しても 70dB 程度の騒音を

受けることが想定された。建物を北側に配置した場合、環状八号線に対して遮蔽

物が無いため、校舎や校庭で多大な騒音を受ける可能性があった。採用案は環状

八号線側(下図左下)に遮蔽用の体育館のボリュームを配置し、教室部分や校庭へ

の影響を抑制するように配慮した。

環状八号線からの騒音影響の検討

鳥瞰イメージパース

計計画画概概要要

本計画は、築 50 年を経過して老朽化した既存校舎の全面改築である。最新の

教育環境に合わせた空間づくりを行うことに加え、近隣複合施設の「あんさんぶ

る荻窪」の一部機能(165 人規模の児童クラブ・小学生の放課後等の居場所、近隣

の保育園児等の小規模な遊び場、地域の集会スペース)の移転が求められた。

改築計画にあたっては、学識経験者、学校関係者、保護者及び近隣住民の意見

が取り入れられ、3 つの柱「多様な学びの場を備え、質の高い学習環境を備えた

学校をつくる」「安全・安心で快適な生活空間としての学校をつくる」「地域に開

かれ、地域と共に子どもたちの健やかな成長を育む学校をつくる」を基本方針と

して取組んだ。

・・多多様様なな学学びびのの場場をを備備ええ、、質質のの高高いい学学習習環環境境をを備備ええたた学学校校ををつつくくるる

一斉指導、ティームティーチング（ＴＴ）、個別・少人数指導、グループ学習

など多様な学習形態に対応できる施設を目指し、電子黒板やタブレット型情報端

末などのＩＣＴ教育環境を充実、きめ細かな学習・生活指導ができるよう特別支

援学級の施設環境を充実させ、ユニバーサルデザインに配慮した施設とするした。

・・安安全全・・安安心心でで快快適適なな生生活活空空間間ととししててのの学学校校ををつつくくるる

学童クラブを学校内に設置併設するとともに、大型の多目的室を隣接して設置す

ることで、小学生の放課後等居場所事業を合わせて実施を行ないできるようにし、

放課後等に子どもたちが安心して伸び伸び過ごせる居場所をつくるつくった。

・・地地域域にに開開かかれれ、、地地域域とと共共にに子子どどももたたちちのの健健ややかかなな成成長長をを育育むむ学学校校ををつつくくるる

地域住民が使える会議室を設け、地域と学校との「かかわり」を伸ばし、地域

コミュニティの核となり、地域の防災拠点となる施設とするしている。また近隣

の保育園児等が遊べる小規模の遊び場を整備するした。

設設計計時時のの検検討討事事項項

・・建建物物配配置置検検討討

改築校舎は近隣施設の複合化等により、建物ボリュームの増加が予想された。

よって、このため校庭面積をが確保できるように、RC 造 4 階、体育館とプール

を別棟としていた既存校舎の配置計画をコンパクトに見直す必要があった。これ

らを踏まえそこで、改築校舎は体育館とプールを一体とした RC 造 5 階約 10,000

㎡のボリュームとして計画した。

・・敷敷地地形形状状にに合合わわせせたた建建物物配配置置とと形形状状

建物配置は整形な校庭を確保できるよう不整形な南側に寄せるて計画とした。

一般的には校舎棟を北側に配置し、校庭を南面させることが多いが、本計画では

工事中に北側の既存校舎を使用する必要があったことと、民家が集中する北側及

び東西への圧迫感の軽減を図るため、改築校舎を南側に配置した。北面したする

校庭は自己投影校舎の影による冬季の霜柱、雨天後の泥濘化の問題が予想された

がので、校庭舗装材や浸透管の設置により対策を行った。

建物形状は敷地形状に合わせた台形型とした。この建物配置と形状により、整

形かつ既存校舎の時よりも整形で広い校庭面積を確保した。建物中心には中庭を

配置し、校舎中央部分への通風と採光に配慮した。

基本設計時の配置検討案

・・幹幹線線道道路路かからら騒騒音音影影響響のの配配慮慮

敷地南西側は環状八号線が近接し、距離減衰を考慮しても 70dB 程度の騒音を

受けることが想定された。建物を北側に配置した場合、環状八号線に対して遮蔽

物が無いため、校舎や校庭で多大な騒音を受ける可能性があった。採用案は環状

八号線側(下図左下)に遮蔽用の体育館のボリュームを配置し、教室部分や校庭へ

の影響を抑制するように配慮した。

環状八号線からの騒音影響の検討
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建物形状は敷地形状に合わせた台形型とした。この建物配置と形状により、整

形かつ既存校舎の時よりも整形で広い校庭面積を確保した。建物中心には中庭を

配置し、校舎中央部分への通風と採光に配慮した。

基本設計時の配置検討案

・・幹幹線線道道路路かからら騒騒音音影影響響のの配配慮慮

敷地南西側は環状八号線が近接し、距離減衰を考慮しても 70dB 程度の騒音を

受けることが想定された。建物を北側に配置した場合、環状八号線に対して遮蔽

物が無いため、校舎や校庭で多大な騒音を受ける可能性があった。採用案は環状

八号線側(下図左下)に遮蔽用の体育館のボリュームを配置し、教室部分や校庭へ

の影響を抑制するように配慮した。

環状八号線からの騒音影響の検討

既既存存校校舎舎利利用用にによよるる工工事事ココスストト削削減減

工事中は、敷地内に仮設校舎を設ける必要があったが、敷地面積が限られてい

ることを考慮しため、既存校舎棟の一部を解体、残りの部分と仮設校舎を併用す

る計画とした。て、仮設校舎建設コストの縮減と子どもへの負担軽減を図った。

・・複複合合化化にに対対すするる配配慮慮

多用途を複合化するため、管理動線の管理を明確化できるよう平面計画を検討

した。小学校と学童クラブにそれぞれ独立したエントランスを設け、学童クラブ

は道路からアクセスしやすく、校庭や体育館の利用が容易な配置とした。放課後

の特別教室利用においては、階段及び廊下部分にアコーディオンカーテン等の設

置による開放利用区画を設定し、複合施設の管理運営に配慮した。

平面ダイアグラム

各各室室計計画画のの詳詳細細

・・普普通通教教室室

全ての普通教室を善福寺川に面した南側配置とし、良好な学習環境となるよう

配慮した。廊下とのパーティションや柱隅のコーナーガードﾞや、黒板や・サッシ

の枠を木質化することで、暖かみに溢れる温かみのある空間とした。

木質材を多用した普通教室

・・多多目目的的室室

多目的スペースとしてを普通教室エリアの中央に配置し、一斉授業だけでなく、

多目的室このスペースを活用したして様々な授業形態に対応可能なできる教室の

構成とした。建具には軽量折れ戸を採用することで、使用形態に応じて容易に開

放・閉鎖空間に変更することが可能となりでき、普通教室との一体的な利用や学

年単位の集団活動、きめ細かな個別学習の利用など、多様な教育活動を行いやす

い計画とした。

軽量折れ戸による開放的な多目的室

(１)学年内の合同学習

2 つの多目的室は軽量折れ戸を動かすことで一つのスペースになり、学年単位

のグループ学習を活発に行うことが可能となったである。模造紙のまとめ作業や

「円たくん」（円卓型コミュニケーションボード）を活用した協同学習などを一体

的なスペースを設けることで、子どもたちの主体的な学びを助長できるよう配慮

した。また、学習成果を展示しておくこともでき、学習成果の共有と定着を図っ

た。

(２)少人数指導の活用

多目的室を間仕切ることで、1 学年を 5 ～ 6 グループに展開した少人数指導

が可能なスペースとした。また、普通教室と多目的スペースを連携させることで、

キャリア教育の活動時に多数の社会人講師を招いた授業形態が可能となり、子ど

もたちが自らの興味関心に応じた学習ができるように配慮した。

(３)特別活動における異学年交流の促進

開放的な空間は、集会・委員会活動の練習・発表、運動応援団の練習、ダンス・

昔遊びなどのクラブ活動などを行いやすい環境となり、縦割り活動による異学年

(２)少人数指導の活用

(１)学年内の合同学習

設計時の検討事項

環状八号線からの騒音影響の検討

平面ダイアグラム

基本設計時の配置検討案
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各室計画の詳細

普通教室
　全ての普通教室を善福寺川に面した南側配置とし、
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ィションや柱隅のコーナーガードや、黒板・サッシの
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一斉授業だけでなく、このスペースを活用して様々な
授業形態に対応できる教室構成とした。建具には軽量
折れ戸を採用することで、使用形態に応じて容易に開
放・閉鎖空間に変更することができ、普通教室との一
体的な利用や学年単位の集団活動、きめ細かな個別学
習の利用など、多様な教育活動を行いやすい計画とし
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共有と定着を図った。
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各各室室計計画画のの詳詳細細

・・普普通通教教室室

全ての普通教室を善福寺川に面した南側配置とし、良好な学習環境となるよう

配慮した。廊下とのパーティションや柱隅のコーナーガードﾞや、黒板や・サッシ

の枠を木質化することで、暖かみに溢れる温かみのある空間とした。

木質材を多用した普通教室

・・多多目目的的室室

多目的スペースとしてを普通教室エリアの中央に配置し、一斉授業だけでなく、

多目的室このスペースを活用したして様々な授業形態に対応可能なできる教室の

構成とした。建具には軽量折れ戸を採用することで、使用形態に応じて容易に開

放・閉鎖空間に変更することが可能となりでき、普通教室との一体的な利用や学

年単位の集団活動、きめ細かな個別学習の利用など、多様な教育活動を行いやす

い計画とした。

軽量折れ戸による開放的な多目的室

(１)学年内の合同学習

2 つの多目的室は軽量折れ戸を動かすことで一つのスペースになり、学年単位

のグループ学習を活発に行うことが可能となったである。模造紙のまとめ作業や

「円たくん」（円卓型コミュニケーションボード）を活用した協同学習などを一体

的なスペースを設けることで、子どもたちの主体的な学びを助長できるよう配慮

した。また、学習成果を展示しておくこともでき、学習成果の共有と定着を図っ

た。

(２)少人数指導の活用

多目的室を間仕切ることで、1 学年を 5 ～ 6 グループに展開した少人数指導

が可能なスペースとした。また、普通教室と多目的スペースを連携させることで、

キャリア教育の活動時に多数の社会人講師を招いた授業形態が可能となり、子ど

もたちが自らの興味関心に応じた学習ができるように配慮した。

(３)特別活動における異学年交流の促進

開放的な空間は、集会・委員会活動の練習・発表、運動応援団の練習、ダンス・

昔遊びなどのクラブ活動などを行いやすい環境となり、縦割り活動による異学年

(２)少人数指導の活用

(１)学年内の合同学習

交流を推進する計画とした。

・・個個別別活活動動室室

学習支援教員による個別の指導のほか、児童のクールダウンスペースなどで使用

できる計画とした。また、多目的室と隣接させた特徴を生かし、グループ学習の

発表や学芸会オーディション時の個別活動室の空間とすることで、緊張度の高い

場面で実力を発揮できる学習機会場を設けた。

・・特特別別教教室室

特別教室はを校舎の北側に集約し、学童利用等、地域開放する際に開放区画の

設定が容易な計画とした。

図書室の平面計画は「楽しみ読みのエリア」と「調べ学習エリア」にゾーニン

グし、多様な使われ方に対応できるように配慮した。家具は平湯モデルを採用し、

ディスプレイ性の高い書架や読み聞かせのためのデンを配置する等、など子ども

が本に親しみやすく温かみのある空間づくりを行った。全体的に館内の視線をさ

えぎらない書架高さとし、開放的で子どもへ視線が行き届きやすい計画とした。

読み聞かせスペース「デン」を設けた図書室

・・開開放放施施設設

地域との交流の核となる開放施設（グラウンド、体育館、プール、多目的室等）

は、地域開放時や災害時に単独利用がしやすく、区画が行いやすい位置にゾーニ

ングし、様々な利用形態に対応可能な平面配置とした。

1 階開放区分

2 階開放区分

・・断断面面計計画画

断面は 4 階の一部セットバックし、北側を屋上緑化かつとデッキ空間とするこ

とで、校庭や敷地北側への日影の影響の低減を図った。プールは校庭面積を確保

するため、体育館の屋上部分に配置した。

断面ダイアグラム

(３)特別活動における異学年交流の促進 

個別活動室の活用

木質材を多用した普通教室

学年内の合同学習

少人数指導の活用

軽量折れ戸による開放的な多目的室
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個別活動室
　学習支援教員による個別の指導のほか、児童のクー
ルダウンスペースなどで使用できる計画とした。また、
多目的室と隣接させた特徴を生かし、グループ学習の
発表や学芸会オーディション時の個別活動の空間とす
ることで、緊張度の高い場面で実力を発揮できる場を
設けた。

特別教室
　特別教室を校舎の北側に集約し、学童利用等、地域
開放する際に開放区画の設定が容易な計画とした。
　図書室は「楽しみ読みのエリア」と「調べ学習エリ
ア」にゾーニングし、多様な使われ方に対応できるよ
うに配慮した。家具は平湯モデルを採用し、ディスプ
レイ性の高い書架や読み聞かせのためのデンを配置す
るなど子どもが本に親しみやすく温かみのある空間づ
くりを行った。全体的に館内の視線をさえぎらない書
架高さとし、開放的で子どもへ視線が行き届きやすい
計画とした。

開放施設
　地域との交流の核となる開放施設（グラウンド、体育
館、プール、多目的室等）は、地域開放時や災害時に単
独利用がしやすく、区画が行いやすい位置にゾーニン
グし、様々な利用形態に対応可能な平面配置とした。

断面計画
　断面は4階の一部セットバックし、北側を屋上緑化
とデッキ空間とすることで、校庭や敷地北側への日影
の影響の低減を図った。プールは校庭面積を確保する
ため、体育館の屋上部分に配置した。

交流を推進する計画とした。

・・個個別別活活動動室室

学習支援教員による個別の指導のほか、児童のクールダウンスペースなどで使用

できる計画とした。また、多目的室と隣接させた特徴を生かし、グループ学習の

発表や学芸会オーディション時の個別活動室の空間とすることで、緊張度の高い

場面で実力を発揮できる学習機会場を設けた。

 

 

 

・・特特別別教教室室

特別教室はを校舎の北側に集約し、学童利用等、地域開放する際に開放区画の

設定が容易な計画とした。

図書室の平面計画は「楽しみ読みのエリア」と「調べ学習エリア」にゾーニン

グし、多様な使われ方に対応できるように配慮した。家具は平湯モデルを採用し、

ディスプレイ性の高い書架や読み聞かせのためのデンを配置する等、など子ども

が本に親しみやすく温かみのある空間づくりを行った。全体的に館内の視線をさ

えぎらない書架高さとし、開放的で子どもへ視線が行き届きやすい計画とした。

読み聞かせスペース「デン」を設けた図書室

・・開開放放施施設設

地域との交流の核となる開放施設（グラウンド、体育館、プール、多目的室等）

は、地域開放時や災害時に単独利用がしやすく、区画が行いやすい位置にゾーニ

ングし、様々な利用形態に対応可能な平面配置とした。

1 階開放区分

2 階開放区分

・・断断面面計計画画

断面は 4 階の一部セットバックし、北側を屋上緑化かつとデッキ空間とするこ

とで、校庭や敷地北側への日影の影響の低減を図った。プールは校庭面積を確保

するため、体育館の屋上部分に配置した。

断面ダイアグラム

(３)特別活動における異学年交流の促進

個別活動室の活用

交流を推進する計画とした。

・・個個別別活活動動室室

学習支援教員による個別の指導のほか、児童のクールダウンスペースなどで使用

できる計画とした。また、多目的室と隣接させた特徴を生かし、グループ学習の

発表や学芸会オーディション時の個別活動室の空間とすることで、緊張度の高い

場面で実力を発揮できる学習機会場を設けた。

・・特特別別教教室室

特別教室はを校舎の北側に集約し、学童利用等、地域開放する際に開放区画の

設定が容易な計画とした。

図書室の平面計画は「楽しみ読みのエリア」と「調べ学習エリア」にゾーニン

グし、多様な使われ方に対応できるように配慮した。家具は平湯モデルを採用し、

ディスプレイ性の高い書架や読み聞かせのためのデンを配置する等、など子ども

が本に親しみやすく温かみのある空間づくりを行った。全体的に館内の視線をさ

えぎらない書架高さとし、開放的で子どもへ視線が行き届きやすい計画とした。

読み聞かせスペース「デン」を設けた図書室

・・開開放放施施設設

地域との交流の核となる開放施設（グラウンド、体育館、プール、多目的室等）

は、地域開放時や災害時に単独利用がしやすく、区画が行いやすい位置にゾーニ

ングし、様々な利用形態に対応可能な平面配置とした。

1 階開放区分

2 階開放区分

・・断断面面計計画画

断面は 4 階の一部セットバックし、北側を屋上緑化かつとデッキ空間とするこ

とで、校庭や敷地北側への日影の影響の低減を図った。プールは校庭面積を確保

するため、体育館の屋上部分に配置した。

断面ダイアグラム

(３)特別活動における異学年交流の促進

個別活動室の活用

交流を推進する計画とした。

・・個個別別活活動動室室

学習支援教員による個別の指導のほか、児童のクールダウンスペースなどで使用

できる計画とした。また、多目的室と隣接させた特徴を生かし、グループ学習の

発表や学芸会オーディション時の個別活動室の空間とすることで、緊張度の高い

場面で実力を発揮できる学習機会場を設けた。

・・特特別別教教室室

特別教室はを校舎の北側に集約し、学童利用等、地域開放する際に開放区画の

設定が容易な計画とした。

図書室の平面計画は「楽しみ読みのエリア」と「調べ学習エリア」にゾーニン

グし、多様な使われ方に対応できるように配慮した。家具は平湯モデルを採用し、

ディスプレイ性の高い書架や読み聞かせのためのデンを配置する等、など子ども

が本に親しみやすく温かみのある空間づくりを行った。全体的に館内の視線をさ

えぎらない書架高さとし、開放的で子どもへ視線が行き届きやすい計画とした。

読み聞かせスペース「デン」を設けた図書室

・・開開放放施施設設

地域との交流の核となる開放施設（グラウンド、体育館、プール、多目的室等）

は、地域開放時や災害時に単独利用がしやすく、区画が行いやすい位置にゾーニ

ングし、様々な利用形態に対応可能な平面配置とした。

1 階開放区分 

2 階開放区分

・・断断面面計計画画

断面は 4 階の一部セットバックし、北側を屋上緑化かつとデッキ空間とするこ

とで、校庭や敷地北側への日影の影響の低減を図った。プールは校庭面積を確保

するため、体育館の屋上部分に配置した。

断面ダイアグラム

(３)特別活動における異学年交流の促進

個別活動室の活用

個別活動室の活用

読み聞かせスペース「デン」を設けた図書室

1階開放区分

2階開放区分

断面ダイアグラム
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構造計画
　構造は建物の規模と屋上にプールが設置されること
を考慮し、RC造耐震壁付ラーメン構造とした。体育
館上部は幅24m × 長さ40m、高さ8.5m（梁下）の大
空間であるため、プレストレストコンクリート梁を併
用した。また、不整形で複雑な平面・立面計画の力学
性状を単純明快とするため、エキスパンションジョイ
トにより構造的に2棟に分割した。架構は教室配置が
片廊下形式であるため、普通教室の基準スパンは約
8.0ｍ、廊下部分は多目的室を含めた1スパンとして構
成した。
　杭は１本あたりの先端支持力が大きい既成コンクリ
ート杭を採用し、コストと工期の削減を図った。

環境配慮
　エコスクール計画として自然通風の確保、内断熱や
Low-Eペアガラスによる断熱性能の向上、屋上緑化や
雨水再利用等の様々な環境配慮省エネルギー手法を採
用し、高いコストパフォーマンスでの環境負荷低減実
現を目指す計画とした。屋上の太陽光発電設備は発電
量を昇降口の「エコ表示モニター」に表示し、自然エネ
ルギーの見える化を図った。

災害対策
　周辺地域は過去に床上浸水被害があるため、1F グ
ラウンドレベルを過去の浸水レベル以上として設定し
た。2階には災害時の避難場所として体育館と共に、
防災倉庫等を配置することで、周辺地域の災害拠点と
して機能する学校を目指した。
　災害時は避難施設として地域住民が共用する計画で
あり、一部の部屋(職員室・体育館)及びユーティリテ
ィ、消火ポンプ等に電源を供給できるよう屋上に非常
用発電設備を設置した。電源種別は三相三線式40kVA
とし、水冷ディーゼル発電機のラジエータ冷却方式で
計画した。
　断水時の対策としては、校庭に5 基（内、車椅子対
応１基）のマンホールトイレを設置し、上流側に設置
した防災井戸を洗浄水として利用できる計画とした。
また、建物内の避難時に使用するトイレは、屋上のプ
ール水を洗浄水として利用できるようにした。

景観計画
　当該敷地は荻窪駅南側に位置し、周囲は善福寺川と
駅周辺の商業地系の地区に囲まれた住宅地である。ま
た、善福寺川河川区域から30m 以内に位置し、「水と
みどりの景観形成重点地区(善福寺川)」に指定されて
いた。これらの周辺環境を考慮し、敷地南の善福寺川
に面する敷地内の既存の桜並木を可能な限り保存しつ
つ、落ち着いたアースカラーや打放しコンクリートの
外壁を採用した。改築校舎が長大な面となり善福寺川
に圧迫感を与えないよう、縦マリオンによるファサー
ドの分節化やバルコニー手摺や色彩に変化を与えるこ
とで、落ち着いたデザインで景観形成に寄与するよう
配慮した。

・・構構造造計計画画

構造種別は建物の規模と屋上にプールが設置されることを考慮し、RC 造耐震

壁付ラーメン構造とした。体育館上部は幅 24m x× 長さ 40m、高さ 8.5m（梁下）

の大空間であるため、プレストレストコンクリート梁を併用した。また、不整形

で複雑な平面・立面計画の力学性状を単純明快とするため、エキスパンションジ

ョイトにより構造的に 2 棟に分割した。架構は教室配置が片廊下形式であるため、

普通教室の基準スパンは約 8.0ｍ、廊下部分は多目的室を含めた 1 スパンとして

構成した。

杭は１本あたりの先端支持力が大きい既成コンクリート杭を採用し、コストと

工期の削減を図った。

・・環環境境配配慮慮  

エコスクール計画として自然通風の確保、内断熱や Low-E ペアガラスによる断

熱性能の向上、屋上緑化や雨水再利用等の様々な環境配慮省エネルギー手法を採

用し、高いコストパフォーマンスでの環境負荷低減実現を目指す計画とした。屋

上の太陽光発電設備は発電量を昇降口の「エコ表示モニター」に表示し、自然エ

ネルギーの見える化を図った。

４階 屋上緑化外観（多様な草花をパッチワーク状にレイアウト）

・・災災害害対対策策

周辺地域は過去に床上浸水被害があるため、1F グラウンドレベルを過去の浸

水レベル以上として設定した。2 階には災害時の避難場所として体育館と共に、

防災倉庫等を配置することで、周辺地域の災害拠点として機能する学校を目指し

た。

災害時は避難施設として地域住民が共用する計画となっておりであり、一部の

部屋(職員室・体育館)及びユーティリティ、消火ポンプ等に電源を供給できるよ

う屋上に非常用発電設備を設置した。電源種別は三相三線式 40kVA とし、水冷

ディーゼル発電機のラジエータ冷却方式としてで計画した。

断水時の対策としては、校庭に 5 基（内、車椅子対応 1 基）のマンホールト

イレを設置し、上流側に設置した防災井戸を洗浄水として利用できる計画とした。

また、建物内の避難時に使用するトイレは、屋上のプール水を洗浄水として利用

できるように計画した。

・・景景観観計計画画

当該敷地は荻窪駅南側に位置し、周囲は善福寺川と駅周辺の商業地系の地区に

囲まれた住宅地系の地区となるである。また、善福寺川河川区域から 30m 以内

に位置し、「水とみどりの景観形成重点地区(善福寺川)」に指定されていた。これ

らの周辺環境を考慮し、敷地南の善福寺川に面する敷地内の既存の桜並木を可能

な限り保存しつつ、落ち着いたアースカラーや打放しコンクリートの外壁を採用

した。改築校舎が長大な面となり善福寺川に圧迫感を与えないよう、縦マリオン

によるファサードの分節化やバルコニー手摺や色彩に変化を与えることで、落ち

着いたデザインで景観形成に寄与するよう配慮した。

教室側の外観（色彩・素材等分節を考慮したバルコニー）

・・ババイイオオ桜桜にによよるる白白幡幡桜桜のの保保全全

敷地北側の白幡桜は、開校６年後の昭和９年に小石川白山神社よりから譲り受

けて植樹されたものである。長年永く学校のシンボルとして愛されてきたが、残

されたのは１本のみとなっており、近年は開花量が減少していた。また、工事動

線の支障となることが予想されたが、高齢樹のために移植は困難であった。

工事では、従来の移植に加えて組織培養による後継樹の植樹「バイオ桜」を採

用した。なお、新芽部分から組織培養をした場合、には樹齢は 0 年からのリスタ

ートとなり、若返り、開花量の増加が見込まれる。白幡桜が新たな学校のシンボ

ルとして成長し、地域に親しまれる学校となることを期待したいしている。

Exp.J

４階 屋上緑化外観（多様な草花をパッチワーク状にレイアウト） 教室側の外観（色彩・素材等分節を考慮したバルコニー）
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バイオ桜による白旗桜の保全

　敷地北側の白旗桜は、開校６年後の昭和９年に小石
川白山神社から譲り受けて植樹されたものである。永
く学校のシンボルとして愛されてきたが、残されたの
は１本のみとなっており、近年は開花量が減少してい
た。工事動線の支障となることが予想されたが、高齢

樹のために移植は困難であった。
　工事では、従来の移植に加えて組織培養による後継
樹の植樹「バイオ桜」を採用した。新芽部分から組織培
養をした場合には樹齢は０年からのリスタートとなり、
若返り、開花量の増加が見込まれる。白旗桜が新たな
学校のシンボルとして成長し、地域に親しまれる学校
となることを期待している。

配置図

配置図

施設概要

名称：杉並区立桃井第二小学校
所在地：東京都杉並区荻窪五丁目10番25号
用途地域：第二種住居地域　近隣商業地域　
建ぺい率：83.44％
容積率：304.14 %
敷地面積：8,867.41㎡
延べ床面積：10,020.95㎡
構造形式／階数：RC造／5階
設計期間：2016/5 ～2017/2

工事期間：2017/7～2019/3

設計：株式会社　綜企画設計
監理：株式会社　綜企画設計

施工
建築：興建社・佐藤・矢島・友伸 建設共同企業体
電気設備：牧野・清田 建設共同企業体
空調設備：峯尾・黒澤 建設共同企業体
給排水衛生設備：シンコー・新開 建設共同企業体
昇降機設備：日本オーチス・エレベータ 株式会社

主な外部仕上げ
屋根：アスファルト防水押えコンクリート
外壁：コンクリート打放し補修の上、無機質系
浸透疎水材 

開口部：アルミサッシ

主な内部仕上げ
天井：岩綿吸音板
壁：EP-G塗装
床　一般部：複層フローリング　教室：複層フ
ローリング

電気設備：電気設備、自家発電設備、自動火災
報知設備、非常用照明設備
空調設備：空気調和設備、換気設備、排煙設備
衛生設備：給排水衛生設備、
その他（特殊設備・外構等）：井戸設備、ガス設
備、昇降機設備、太陽光発電設備
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1 階平面図 2 階平面図

3 階平面図 4 階平面図 

5 階平面図 

1F
平面図

5F
平面図

2F
平面図

3F
平面図

4F
平面図
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