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南東側外観　View from southeast

□ 見守り保育と家庭らしさ
　同保育園は，「見守り保育」を保育理念としており，０
～１歳児と３～５歳児でそれぞれ合同の異年齢保育を行っ
ている．一方，２歳児は自我が芽生える難しい発達過程に
あり，単独のクラスとする方針であった．これを踏まえ，
園舎の東端に家型のやや独立した空間を配置し２歳児室と
することとした．２歳児室はロフトやキッチンを備え，ロ
フト下の低い天井のスペース，ロフトへの階段下のもぐり
こめるスペースなど，家庭らしさと同時に多様な場を建築
的に造りこむことを目指した．こうした設えは米国での保
育施設を参考にした．米国では個人を重視し，子ども 1人
ひとりの居場所となり得る場を備えることに関心が強いと
感じる．本保育園でも，体調の悪い子が階段下のスペース
で休んでいたり，ロフトで集団でダンスをする間，下のフ
ロアでは静かにあそびたい子どもがひとりで絵を描いてい
たりなど，同時多発的で多様な子どもの意思・状態を包含
することのできる空間となった．
　一方，３～５歳児室は約 140 ㎡のオープンスペースで，
様々な制約の中で最低基準面積ギリギリとなったが，隣接
してランチルーム兼遊戯室（約 60 ㎡）を配置することで
保育室と一体的に利用してもらうことを意図した．初年度

□ はじめに
　2016 年 9 月の事業者選定プロポーザル，その後半年間
の基本設計，実施設計，１年間の工事を経て，2018 年４
月に開園した杉並区の認可保育園と認知症高齢者グループ
ホーム，地域交流スペースの合築施設である．藤木隆男建
築研究所は，これまでに多くの児童福祉施設を手掛けてき
た経験豊富な設計事務所だが，短期決戦の設計であったこ
となどから子ども施設計画の研究を行っている筆者も設計
要員としてプロジェクトに加わることとなった．本誌では，
筆者が関わった保育園の計画とその後の使われ方について
紹介したい．
□ 敷地の特性
　公務員宿舎のあった国有地を区が借り受け，当該法人に
転貸借する敷地は，閑静な低層住宅地に位置する．敷地内
には南北に幅員６ｍの位置指定道路とみなされる道路が
通っており，西側の敷地内に建築をおさめる必要があった．
また敷地中央の桜の大木を残し，それを囲うようにコの字
型の外形となっている．１階部分が保育園，２階がグルー
プホームとフロアで機能を分けることが設計条件であった
が，桜の木を囲むようにそれぞれテラスを配置したことで，
桜が共通の景観として機能している．

Related Information
Location：Suginami, Tokyo．Architect：Fujiki Takao Atelier
＋ Saori IMOTO．Number of capacity：Nursery School；102,  
Group Home；18．Site area：1,973 ㎡．Total fl oor area：1,498 ㎡．
Structure：Wooden frame,；three stories．Completion：March 
2018

Nursery school, group home and community 
space are housed in one building.
2 -year-old is considered a special age level 
in development, and 2-year-olds are assigned 
a separate classroom with design features to 
accommodate their needs.

・

・

SUGINAMI TAKAIDO NURSERY SCHOOL & GROUP HOME FOR 
ELDERLY WITH DEMENTIA TAKAIDO-NO-SATO
Fujiki Takao Atelier ＋ Saori IMOTO

藤木隆男建築研究所＋井本 佐保里

杉並たかいどいちご保育園・
グループホームたかいどの里
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2歳児室　Nursery room for 2-year-oldsままごとコーナー　Playing house corner

ランチルーム・遊戯室＊　Lunch room, play room

グループホームルーフテラス　Roof terrace
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は３～５歳児 60 名定員に対し 18 名の入園であったため保
育室面積に余裕はあるものの，ランチルームは給食，おや
つ，その他夕方の保育の場として積極的に使われている．
またランチルームを保育園の中央，テラスと連続した位置
に配したことで，保育園全体に開かれた場となっている． 
□ 空間の使いこなし
　開園後の使われ方を見ていると計画時の想定と異なる使
われ方も一部みられる．例えば保育園へのアクセスが計画
時の各保育室へ直接アクセスする形式から，中央玄関から
のアクセスへと変更されている．結果，保育室内の動線が
大きく変わり，ロッカーの位置などが変更されている．ま
た，保育室内に設けた段差も時間によって安全を理由に閉
じられている箇所がある．子どもの成長に伴い環境に慣れ，
徐々に使いこなしていけるようになる（したい）という保
育士の言葉や，現場で試行錯誤しながらレイアウト変更が
行われているように，十分に使いこなしていくにはいくら
かの時間が必要かもしれない．こうした状況を見守りなが
ら，計画のあり方を検証し次に活かすこともまた計画者（設
計者 /研究者）の果たすべき重要な役割・責任であると考
える．
（井本：東京大学　The University of Tokyo）

建 築 概 要　　
名　　称 杉並たかいどいちご保育園・
　　　　　グループホームたかいどの里
所 在 地 東京都杉並区高井戸東 4-5-7　
建 築 主 社会福祉法人福翠会
設計監理 藤木隆男建築研究所＋井本佐保里
施　　工 ㈱西洋ハウジング
定　　員 保育園：102 名，認知高齢者グループホーム：18 名
敷地面積 1,973 ㎡
建築面積   792 ㎡
延床面積 1,498 ㎡
構　　造 木造
階　　数 地上 3 階
工　　期 2017 年 4 月～ 2018 年 3 月

写真撮影 北田英治（＊を除く）


