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陸前高田市立高田小学校

「福島の再生なくして日本の再生なし」　
久慈設計は「Fukush ima  w i th  a  SM ILE !」を通じて福島の魅力を発信していきます。
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取締役専務執行役員

設計担当 武田 脩平一級建築士

　陸前高田市立高田小学校を新築するに当たり、山林を造成した敷地の基礎、
及びキャノピー等が突出したデザインに配慮して進めました。
　高台に造成された敷地は、切土と盛土部分があり建物の不同沈下を防ぐ為に
は同一の地層に支持させる必要があります。幸い造成前の地形図がありました
ので、等高線から地層を読み解き盛土部分はコンクリートに置換えして同一層
に支持させるようにしました。
　主要な柱・梁から突出したキャノピーや袖壁については、地震時の振動の励
起に対しても検討を加えています。
　大スパンのプレストレスト梁を採用した体育館とともに安全に配慮した設計
となっています。安心して使用していただければ幸いです。

　東日本大震災で被災した旧校舎の高台移転となる新校舎が完成いたしました。
敷地は山を切り開き造成された場所であり、広田湾の眺望が美しい場所です。建
物は鉄筋コンクリート造ですが、大階段や昇降口周りの天井など内装の木質化を
図り、児童が木の温かみに触れられる校舎を目指し計画いたしました。計画にあた
っては菅野校長先生をはじめ教職員の方々に何度も意見を伺い、児童にとってよ
りよい学校を目指しました。夏休みが明け、新たな校舎で児童がのびのびと学び、
海と共に生活する、笑顔であふれる学校となることを願っております。
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大階段
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大階段と中央廊下

　岩手県三陸沿岸南部に位置する陸前高田市は東北
復興の象徴である奇跡の一本松を有し、太平洋へと広
がる広田湾からは牡蠣、ワカメ、ホタテなどの新鮮な海
産物にも恵まれる漁業が盛んな町であります。
　2011年3月11日に発災した東日本大震災の大津
波により、市内の99.5％以上の世帯が被災し、明治13
年開校の歴史ある陸前高田市立高田小学校も校舎1階
が浸水するなど市全体が大きな被害を受けました。
　被災後すぐに、近隣小中学校が避難所・仮設住宅用地
になるなど、市全体で連携し人々の助け合いの中で子
どもたちの学校教育再建と復興に取り組んでまいりま
した。安心安全のまちづくりを目標とする市内整備事業
が進む中、この度海岸から直線で1.5km海抜約50ｍ
の高台に待望の新校舎が移転完成いたしました。

施 工 地／岩手県陸前高田市高田町
竣工年月／2019年6月
敷地面積／18,459.10㎡
延床面積／校舎・体育館　6,286.62㎡
　　　　　プール棟　  　  842.70㎡　
　　　　　多目的棟　  　  245.95㎡

構   造／校舎・体育館、RC造３F
　　　　プール棟、S造平屋
　　　　多目的棟、木造平屋

陸前高田市立高田小学校 配置図

平面図 　新設する校舎は、グラウンドを最大限に広く活用するため敷地に沿った平面形状とし、圧迫感を
感じないよう高さにも配慮したデザインといたしました。また、全ての普通教室を南向きにするこ
とで海（広田湾）への眺望が開けた校舎といたしました。
　内装はスギを始めとした気仙産材を多く使用し、木のぬくもりのある開放的な空間づくりに努め
ました。昇降口から続く大階段を中心に子どもたちと職員のメイン動線が重なり合ういつもみん
なが顔を合わせる“あいさつのあふれる学校”をコンセプトに設計いたしました。　　　　
　大階段と図書館が隣接することで【本が日常的に子どもたちの目に触れる構成】とし、また各階
には多目的教室を設けるなど多様な学習環境の実現にも取り組みました。
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