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池田小学校の立地する神戸市長田区は11年前の阪神・

淡路大震災の被災地の中でも、もっとも壊滅的な被害を

受けた地域のひとつです。今回の取材では震災の爪痕をほ

とんど感じられないくらい、街の外見は復興していました。

池田小学校は幸いにも奇跡的に被害は軽微で、昭和32

年に竣工した校舎を一昨年まで使い続けてきました。と

ころが大震災に耐えた校舎も老朽化には勝てず、建て替

えることになりました。工期は平成15年７月から17年３

月までの約１年半。子どもたちが参加したユニバーサル

デザインが大幅に導入されて完成しました。

「ユニバーサルデザイン」とはお年寄りでも子どもで

も、あるいは車いすを使う人などでも、誰にとっても使

いやすいデザインのことです。

神戸市では大規模な公共建築物の建設に当たっては、

このユニバーサルデザイン（以下「ＵＤ」と表記します）

を採り入れる方向で進められていました。「池田小学校の

先生が長田区ユニバーサルデザイン研究会（以下「ＵＤ

研」と表記します）に所属していた。ほんとうにグッド

タイミングでした」とは神戸市都市計画総局の坂口勤建

築技術部建築課建築第３係長の言葉です。

学校建築に対して、市は耐震補強をメインに、どうし

ても強度不足なものは改築という方針をとってきました。

被災校の建替え工事においては建築構造の耐震性の強化、

ライフライン途絶時の水・エネルギーの確保のためにプ

ールの耐震性を強化し、消防用採水口を設置、飲料水と

雑用水の系統を分け、雑用水槽を設置（雨水等も利用）、

避難所の強化等、防災対策は慎重に検討されています。

池田小学校は老朽化と体育館やプールの設備拡充、環

境の変化への対応などを目的とした改築ですが、これら

の項目はすべてクリアしており、体育館の拡大に伴い、

屋上に設けられたプールには300tの水が常時湛えられ、火

災時の消防用水として利用されます。

トイレは「ゆとりのあるスペース、使いやすさ、コミ

ュニケーションの場」となるように配慮されています。

学校でＵＤの学習について担当したのは岡村仁美教諭。

池田小学校では以前から総合学習の中で福祉教育を継続

していました。この延長上でＵＤ研と子どもたちが一体

となって、学校のＵＤ化に取り組んだのです。

このような構想が平成16年３月にスタートしてから、

まずＵＤ研が実施案の企画をつくり、各学年の先生たち

と実施内容の摺り合わせが連日のように繰り返されまし

た。そして６月17日、５年生を皮切りにユニバーサルデ

ザインに配慮した学校づくりの授業がスタート。派遣講

師は延べで61人、実施時限は21時限に上りました。

子どもたちの取り組み

校舎のＵＤ化に挑戦したのは２年生から６年生までの

全員。学年によってＵＤ授業のテーマは違います。

まず、共通して「ＵＤって何？」という授業を受けま

す。その上で、各学年とも少人数のグループをつくって、

ユニバーサルデザインの学校づくり
神戸市立池田小学校と長田区ユニバーサルデザイン研究会

校庭から見た校舎棟（右側）と体育館棟。体育館棟のピロティ部に外からも利用できるオストメイト対応のトイレが設けられた。



３階平面図 体育館のアリーナはこのレベルに設けられている。
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それぞれの作業に当たりました。

２年生は「新しいトイレをつくろう～モザイクタイル

づくり～」に挑戦。各トイレのシンボルともなるモザイ

ク画に使うためのタイルのデザインを、「誰もが行きやす

い、一目でわかるようなのがいいね」ということから考

え始めました。３～６年生は「わかりやすいピクトグラ

ム（絵文字）を作ろう」と、教室を始め特別教室などの

サインデザインに取り組みました。

さらに５、６年生は「みんなにやさしい新校舎にしよ

う」というテーマで、どうすればよいかを考えました。

明るく楽しいトイレづくりのために内装を選び、自分が

取り組みたいところを分担して制作するなど、実際に形

にして提案していきました。

トイレの色調を決めるにあたって、いってみたいトイ

レはどんな色か、みんなで話し合いました。塗り絵のよ

うにデザイン画（透視図）に着色しながら検討したのです。

「はじめは奇抜な色も出ていました。ところが話し合

いを進めるうちに、落ち着かへんのとちゃう？ という

意見も子どもたちから出てきたので安心しました」とは

岡村先生の言葉。タイルの色彩に関しては、実物を見な

がら検討されました。

また、「みんなで考えよう」というテーマでは、次のよ

うに具体的に考えるための手引きを用意しました。

①岡村さんは、初めて池田小学校に来ました。

②岡村さんは、来る途中にころんで、足をケガしています。

③岡村さんは、両手に荷物を持っています。

④岡村さんは、トイレに行ってから３階の教室に行き、

そのあと１階の職員室に行こうとしてます。

この４つの条件に対して「どのような工夫があったら

いいのかな？」と問いかけて、子どもたちの考え方を引

き出していきます。

このようにして検討されたさまざまなアイディアは、

グループごとにまとめられた上で、それぞれがひとつの

提案として、神戸市へ伝えられ、反映されました。

学校全体の構成

坂を上がって校門にたどり着くと、グラウンドの山側

に校舎棟が、そして奥に体育館棟が配置されています。

グラウンドからは町並みが一望の下に見渡せます。

校舎棟の１階には職員室や保健室、事務関係諸室、障

害児学級などがあり、２階から４階までが一般教室、５

階には特別教室が設けられています。２～４階には学校

開放にも利用される、教室ふたつ分ほどの広さの多目的

室が用意されています。

５室ある多目的室は多様な学習形態に対応するととも

に、地域との交流のために設備的な配慮もなされていま

す。このことがいかに重要かは、後ほど説明します。

体育館棟の１階は給食室と特別教室の一部、外部から

も利用可能なトイレなど、２階には図書館と特別教室が

あり、アリーナは３階のレベル、屋上はプールです。

体育館棟と校舎棟との
間の玄関ホールには丸
太を利用したいすと、
触知図の平面図が置か
れている、とくに外来
者の利用頻度が高い１
階の平面図は低い位置
に、傾斜をつけて見や
すいように設けられて
いる。

１階平面図

一般教室前の廊下。 床はコルクタイル、教室とのパーティションは木質
系の素材が用いられ、柔らかく優しい雰囲気となっている。

廊下からいったん奥へ入ったところにトイレへの入り口がある。
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快適で機能的なトイレ回り

一般教室階のトイレは、男女それぞれ独立しており、

トイレ入り口は廊下から奥まった位置に設けられていま

す。一般的には廊下に配置されることが多い洗い場は奥

まって設けられており、廊下がすっきりするとともに、

流しからはねた水が通行する子どもたちの上履きに引き

ずられて廊下に汚れが広がるのを防いでいます。また、

２方向に窓があり、明るく気持ちのよいスペースとなっ

ています。一般的な流しは使用する学年の体格に応じて

高さが調整されて使いやすいように考えられています。

それぞれトイレの入り口は有効幅970mmの広い引き戸

で、下部にはガードプレートが設けられて車いすがぶつ

かっても疵付かないように配慮されています。また、扉

自体も小さな力で開けることができます。

色調は男子トイレが水色を主体とした寒色系で、女子

トイレはオレンジ系を主体とした暖色系でまとめられて

おり、清掃は入り口から洗面までがドライ方式、便器の

置かれている部分はウェット方式の併用となっています。

１階のトイレは、基本的には学校開放時のことを考慮

に入れて計画されています。教室棟のトイレは職員用と

来客用をメインとして考えられており、男女いずれにも

ベビーチェアやベビーシート、広めの多目的トイレもこ

こに設けられています。

なお、体育館棟の教室棟寄りの１階には外部からも直

接使えるトイレが設けられています。校庭開放などによ

る近隣住民の利用に対応するため、多目的トイレとして

の機能は当然のこと、オストメイトにも対応した装備と

なっています。

ＵＤ活動が子どもたちの自信と積極性を育んだ

子どもたちが具体的な体験としてＵＤに取り組んだの

は、校舎の工事が続いている最中でした。運動場に建て

られた仮校舎という不便な環境です。体育の時間には近

くの学校の校庭を借りての授業でした。学校の敷地は町

から坂を上った小高いところにあります。このようなこ

とが逆に、ＵＤやバリアフリーを子どもたちに考えさせ

るモチベーションを高めたのでしょう。

５年生の子どもたちは、車いすで街中を探検し、ＵＤ

を実地に検証していきました。どんなところにＵＤの考

え方が生かされているか。一方では通りにくいのはどこ

か、なにが車いすにとって邪魔になるのか。ふだん気に

ならないことに気がつくようになったのです。いつもと

は違った視点を持てたことは、子どもたちにとっても大

きな発見であり、喜びだったのではないでしょうか。

今年度に入り、このような経験をしたお知らせ委員会

の子どもから、学校のＵＤをビデオ化したいという声が

上がり、制作することになりました。これを聞いたとき、

岡村先生は「子どもたちからの発信が始まったと感じま

した。これで下の学年につながる素地ができました」と

顔をほころばせました。

男子トイレ。右手の壁にかかっているのはモザイクタイル画。 女子トイレ。通路の奥にも大きな開口部があって内部は明るい。

男子トイレ小便コーナー。低リップの小便器が用いられている。 女子トイレ大便ブース。
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教諭、行政などがメンバーとなって、これまでにもさま

ざまな活動を繰り広げています。

代表を務めている森崎清登さんはタクシー会社の経営

者で、阪神・淡路大震災以降、さまざまな活動をしてき

た人です。森崎さんは地元住人と地域とのかかわりをユ

ニバーサルデザイン（ＵＤ）という視点で築くことを実

践してきました。「ＵＤとは根底に優しい気持ちを持つこ

とです」とは森崎さんの言葉です。

ＵＤ研の主な活動のひとつとして、小中学校への出張

授業があります。池田小学校の教諭のひとりがメンバー

だったこともあって、以前から総合学習の一環として２

年生から６年生までを対象とした授業を続けてきました。

その中で今回の校舎改築の話が持ち上がったのです。

ＵＤ研のメンバーにとって、仮校舎の中で行なわれる

ＵＤの授業に、子どもたちをどう巻き込むかが課題でし

た。それまでの学校トイレは３Ｋであり「トイレの花子

さん」もいて、ほとんどの子どもが学校のトイレにはい

きませんでした。これを何とかしなければいけません。

そこで、まずＵＤについて「総合的な学習の時間」に

解説することから始めました。そしてＵＤを学んだ上で、

いまつくっている校舎がどのようになったらいいかを子

どもたちに問いかけ、アイデアを募集しました。「子ども

たちのアイデアはたくさん取り入れることにしました。

ただピクトとトイレについては、もっと具体的なアイデ

アを出して欲しいと、さらに子どもたちに投げかけまし

下 １階職員用女子
トイレには来客等に
対する配慮としてベ
ビーシートが設けら
れている。

１階トイレ回り平面詳細図

１階職員用男子トイレに設けられた多目的トイレ。ここにも
ベビーチェアが備えられている。

１階職員用男子トイレ。ここにもベビーシートが設けられている。

また神戸市で予定されていたユニバーサルデザイン全

国大会において、ＵＤ研は池田小学校での取り組みを発

表しようと準備しており、子どもたちの視点から、全国

からの大会参加者に学校をガイドして欲しいと、小学校

に相談しました。ところが会期は夏休み中のため子ども

たちに参加してもらうことはできませんでしたが、６年

生の国語の教科書に取材をして新聞をつくる単元があり、

学校のＵＤを取材してガイドブックを制作することにな

りました。

取材のゲストティーチャーとして、ＵＤ研会員であり

長田区内で情報誌を発行している小規模作業所のスタッ

フが取材から編集まで指導し、平成17年８月に出来上が

ったのは『ユニバーサルデザイン・イン池田小』という

Ａ４オールカラー、本文26ページの立派な冊子です。こ

こには池田小学校におけるＵＤがどのようなものか、ほ

とんどすべてがわかるほど網羅されていますし、それを

見出した子どもたちの視点の確かさや熱心さがうかがわ

れます。もちろん、編集にあたってはＵＤ研会員の長田

区内の印刷屋さんがお手伝いしたことはいうまでもあり

ません。

長田区ユニバーサルデザイン研究会の活動

長田区ユニバーサルデザイン研究会は平成13年７月に、

区民と行政とが一体となって発足しました。企業、障害

者団体、ＮＰＯ、ボランティア、住民組織、小中学校の

３階トイレ回り詳細図
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た」とはＵＤ研の言葉です。

具体的な話しとしては、トイレを快適で誰でもいきた

い場所にするためにはとの問いかけに、なにか飾るもの

があったらいいという意見が出ました。では何を飾ろう

かという話しからモザイクタイル画が浮上しました。こ

れならば低学年でもいっしょにつくることができます。

ではどのようなデザインにしようかと、いろいろと話

し合った結果、女の子は太陽やミカンを、男の子たちは

海などをテーマとしてイメージを広げることとし、グル

ープをつくって作業が進められました。

自分たちで絵を描き、それを塗り絵のようにしてみん

なに着けてもらった色を参考にして、タイルのサンプル

を見ながら色見本で選択しました。このころから子ども

たちに参加しているリアリティが感じられたと森崎さん

は回顧します。

モザイクタイルの制作に当たったのは地元のタイル屋

さんで、しかも池田小学校の卒業生でした。本業そっち

のけで一所懸命に参加したそうです。

ピクトグラムに関しては、たまたま開催されていたア

テネ・オリンピックが格好の説明材料となりました。オ

リンピックには世界中の選手が集まります。でも言葉は

みな違います。だから文字で説明してもわからないので、

見ただけでわかるもの、それがピクトグラムだ、という

説明をしました。職員室や特別教室、一般教室など、そ

れぞれの機能やイメージを表現するデザインに、全校で

取り組みました。

学校のＵＤ化のために、ＵＤ研と池田小学校の子ども

たちが行なった活動について、ひとつひとつ取り上げた

らきりがありません。車いすに乗って街に出て体験した

ことなども、子どもたちにとっては刺激的で、楽しかった

ことと思われます。

このような話をうかがっていて疑問がわきました。阪

神・淡路の大震災の被害をもろに被っていながら、建物

や設備などについて、強く具体的な要望が聞かれなかっ

たことです。その点を森崎さんに尋ねてみました。

震災から始まった新たなコミュニティ意識

「震災を経験してわかったことのひとつに、目に見え

るものは壊れるということ。これは当たり前です。周囲

は廃墟のようになっても、その中で見る子どもたちや大

人の笑顔が輝いているようで嬉しかった。

それから、自分でできることは自分でやる、自律した

存在でなければダメだということです。震災の後、全国

から優しい心をいただきました。自分たちは見捨てられ

てはいなかったということを実感しました。

震災復興に向けた活動をしている最中には人の顔が見

えてくるんです。活動の目的はさまざまです。壊れたと

ころを直したり、困っている人に手を貸したり。そこに

は自分だけという考え方はなかったように思います。

このような活動をとおして、みながそれぞれに積み上

体育館棟１階トイレ平面図

体育館棟と教室棟との間の玄関（右）と外からのトイレ入り口。

オストメイト対応の多目的トイレ。 オストメイト対応の多目的トイレにはベッド、ベビーチェアなど、十分な設備的対応が
なされている。
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げてきたものを振り返ってみると、非常時だけではなく

日常的にも大切なことがたくさんありました。それらを

組み合わせたらもっといい町ができるのではないか、そ

ういった思いでいろいろな人たちに声をかけてＵＤ研を

立ち上げました。現在取り組んでいるのは「長田発こう

べユニバーサルデザインフェア」などＰＲイベントの開

催やアイデアコンテストの実施（「神戸ユニバーサルデザ

イン大賞」）、小中学校への出張授業、ＵＤ商品の販売や

展示などです。

震災やその後の活動を通じて、私たちには「優しさ」

や「感謝」という言葉が実感として感じられます。それ

を皆に伝えたいし、持ち続けたいと思います。

今回の池田小学校についても、すでにＵＤ化という社

会的なムーブメントはあったわけで、私たちにできたこ

とは仕上げだけです。子どもたちも含めて関係した人た

ち全員が、肩にちょっと優しさを背負っていると思いた

いですね」とは森崎さんの控えめな言葉でした。

実践を通して子どもたちには洞察力が身に付いた

防災対策に十分な費用がかけられるかどうか、これは

行政の経済力や力の入れ方にもよるでしょう。しかし、

それを期待して待っているわけにはいきません。住民と

しては、いざとなったら「バケツリレー」ができる体制

を整えること。そのためにこそ地域のコミュニティが健

全であることがもっとも大切なことなのかもしれません。

池田小学校に５つもの多目的室が設けられていること

は、地域コミュニティの核として位置づけられているか

らです。子どもたちを災害から守るには、施設の物理的

な安全性や機能の充実も大切ですが、それだけに頼るの

ではなく、大人たちが常に子どもたちとのコミュニケー

ションを保ち、いっしょに地域づくりに参加していると

いう意識を持ち続けるために、多目的室での活動は重要

な役割を果たしています。

学校では震災の記憶を語り継ぐために集会を続けては

いるものの、だんだん体験のない子どもたちが増えるに

したがって、それも難しくなってきているようです。し

かし、大切なのは震災の記憶ではなく、震災のような非

常時における対処の仕方ではないでしょうか。何を守る

ために、どのように行動するのか、そこに必要なものは

何なのか。

これらのことを、池田小学校の子どもたちは日常的に

取り組んでいるＵＤ授業や街中に出ての体験を通して感

じ取るに違いありません。

学校の改築を通して、子どもたちがつくった冊子を見

ると、彼らの目がデザインが持つ意味からディテールに

まで行き届いていることがわかります。神戸市も子ども

たちの目を通してＵＤを再認識したようです。

森崎さんは、ＵＤは運動論だといいます。常に次があ

り、よりよいものを求め続けることだとも。これからの

展開がどのようになるのか、楽しみです。

池田小学校６年生がつくった冊子から表紙など一部を転載。

教室に用いられたピクトグラム。
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