第

回

す︒とにかく保育室からトイレ
が遠いし︑集団で入るトイレで
した︒少しでも居心地がいいも
のを目指して取り組んできまし
た︒トイレが子どもの人格を育
てることにつながりますよね︒
松井 排泄はとても大事なこと
です︒子どもの自立につながり
ますから︒
■さまざまな保育の﹁かたち﹂

■大人が気持ちいい空間は
子どもも気持ちよい

記録：桜井郁子 企業組合 Fuu 空間計画

空間は重要な要素です︒また保
育はチームワークでやるので︑
チーム全体が見えて自分の動き
ができることは大切です︒
松井 保育園の運営をしている
ので︑神野さんの話しに共通す
るところがあります︒保育士に
は﹁私の保育﹂という考え方を
持っている人がいて︑そういう
人は周りからブーイングが出ま
す︒子ども一人ひとりの情報を
保育士たちが共有情報にしてい
くことが大切です︒それをやり
やすくする空間づくりをしてい
かないといけません︒
保護者のゆとりの時間を作っ
てあげることも大切にしていま
す︒例えば︑裁縫をするような

堀井慎太郎 神戸芸術工科大学 環境・建

からではない縦割り保育をして
いるんですよね︒どういうふう
にしているのだろう︒
高田
歳児は 歳児棟で全く
別になっていますが︑ 歳児か
ら 歳児までの縦割り保育で
す︒こぐま保育園では﹁きょう
だい保育﹂と呼んでいますが︑
伴さんのいう地域コミュニティ
が崩壊する中で︑保育園では昔
の地域の子どもたちのコミュニ
ティを作り出していこうとい
う︑保育園の考え方を持って造
られていました︒
﹁おうち﹂と
呼ぶ空間 つで構成されていま
す︒
伴
歳児から 歳児までとは
幅が広くてすごい実践ですね︒
大塚 新建東京支部の企画で数
年前にやった﹁民家を園舎に﹂
の﹁野外保育﹂は面白かったで
すね︒長野県安曇野で野外保育
を実践されている依田敬子さん
に色々教えて頂きました︒古い
養蚕農家を園舎にして保育をさ
れていますが︑土間や畳︑広縁
をうまく活用されていました
し︑
子どもたちが水を運んだり︑
栽培した食材を切ったりする炊
事場が野外に気持ちよく整えら
れていて︑あらゆる部分が保育
の場になっているのが新鮮でし

伴年晶 株式会社 VANS

高田 子どもにとっていいと感
じる空間はどういうものかを考
えたいと思います︒神野さんは
設計した保育園で保育士として
仕事をして検証していますね︒
保育を実践して見えてくること
はありますか︒
神野 設計者や保育園の人たち
は︑子どもにとって気持ちのい
い空間と考えますが︑一緒に時
間を過ごす保育士にとって気持
ちのいい空間が︑やはり子ども
にとっても気持ちのいい空間と
感じると私は思っています︒
やりたい保育が自由にできる

って丁寧な保育をする︒設計者
はそれに応える設計をする︒そ
れが基本ですね︒
地域のつながりがなくなった
話しをしましたが︑ ︑ 歳児
と 〜 歳児を分けて︑ 〜
歳児での縦割り保育をするとこ
ろが増えましたね︒設計者は縦
割り保育の時にどういう空間づ
くりをしたらいいのかも考えて
いかないといけません︒
東京のこぐま保育園は︑ 歳

級建築士事務所

つも検討している保育園の仕様
とは異なったもので驚きました︒
乳児室でもRCにクッションフ
ロアを敷いただけのもので身体
への危険がありますし︑底冷え
も保育士は心配していました︒
自治体から設計を受けた設計事
務所は入札で選ばれているので︑
保育園の経験がないということ
が全国で起こっているのではな
いでしょうか︒
川本 私は保育園の部分改修に
多く係ってきました︒なかでも
トイレのつくりがひどすぎまし
た︒だからまず一番に改修しな
くてはいけないことだったので

●設計者からみた子どもたちの豊かな空間づくり●

機会があると保護者の顔が緩く
なっていきますよ︒
例えば︑水跳ねするような手
洗い場を造ってしまうと︑保育
士が床を拭く作業が増えてしま
います︒本当はその時間を使っ
て子どもたちに目をむけてほし
いわけです︒そういう一つひと
つのことが大切だと思います︒
神野 大人が気持ちよい︑働き
やすいという空間を造ること
が︑結局は子どもたちのために
なっていくと思います︒
■気になる保育園の﹁つくり﹂
木村 保育園を造る時に︑設計
者からの決めつけ過ぎは良くな
いと感じています︒よく可変性
があるものと言われますが︑開
口部では︑掃き出し窓でも︑腰
窓でも使い方ではどちらにも可
変性があると思っています︒可
変性と言われた時に︑一つしか
回答がないとはしたくないで
す︒
高田 公立保育園から民間委託
される保育園が多くなりました︒
民間委託でもその方法は自治体
で様々です︒昨年︑公立児童館
を自治体が改修した上で社会福
祉法人に運営委託した保育園の
相談を受けました︒私たちがい
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た︒いわゆる保育園ではありま とってもいい空間と感じていま
せんが︑こういう発想は大事だ すので︑大人にとって気持ちの
いい空間とは何かをテーマにし
と思います︒
高田 依田さんのところは民家 たいです︒
前の庭も工夫されていました 松井 私は保育園の運営をして
ね︒
とにかく自然がいっぱいで︑ いますから保育制度のことでし
子どもたちはその自然の中で色 ょうね︒保育のこともテーマに
々なことに気づいていく育ち方 したいですね︒
をしていました︒前回︑園庭の 川本 私は子どもの自主性の育
ない保育園が増えている話が出 ちと空間との関係をテーマにし
ました︒園庭と保育も重要な要 てみたいです︒
素ですね︒
大塚 日常の業務の経験から園
川本 確かに保育園に園庭は必 舎づくりの実態をテーマにして
要だと思います︒ただ︑園庭の みたいです︒
ない保育園でも近くの公園や山 堀井 学生の私にとって︑これ
や川に出かけて︑頑張っていい だけ保育と建築の話しをする人
保育をしている保育園もありま が集まっているのを見たり︑聞
した︒保育園がどんな地域環境 いたりするのは初めての経験で
の中にあるかが大切ですね︒
した︒鳥肌がたちました︒私は
海外の先進的な保育園の事例︑
■連載でテーマにしたい課題
例えばオランダの保育園などを
紹介できたらと思います︒
木村 今日も大塚さんと私は保
育園のコンペプレゼンに行って
きました︒保育園で行われてい
るコンペやプロポーザルのあり
方もテーマにしたいですね︒
高田 皆さん︑
ご苦労様でした︒
連載を通して見学会など交流も
していきましょう︒連載自体が
新建活動になるようにしたいで
すね︒
高田 座談会の最後に︑自分に
とってこの連載でテーマにした
いことをあげてください︒
木村 保育と空間との関係を掘
り下げてみたいと思います︒ま
た︑保育園づくりの過程をテー
マにしたいです︒
神野 保育園で子どもの近くに
いますから︑子どもの生活のこ
とを書きたいです︒大人にとっ
て気持ちのいい空間が子どもに
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