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　「あぷりこっと保育園　エミタス久本」は定員70名の保育園です。敷地は川崎
市高津区溝の口駅にほど近い多摩丘陵の東端部から駅のある平地に下る斜面地に位
置しています。駅前での開園では土地取得の問題からビルテナントとせざるを得ま
せんが、それでは十分なスペースを確保できません。私たちは保育園は子どもを預
かり育てるという「保育」の枠組みを超えて、地域と連携した街づくりのインフラ
となる地域開放機能を持つことが重要との考えから、住宅街と丘上の住宅地から駅
へ至る中間地点であり、通勤ルートで子供を預けることができる利便性と、さらに
北側に道を挟んで園庭として安全に活用できる公園があり、結婚式場の森が眼下に
見渡せる奇跡的なロケーションから当地に計画をいたしました。

しかしこの敷地には大都市近郊の丘陵地が抱える以下の大きな問題がありました。

・間口が狭く奥行きが長い狭小地。
・奥行き方向中央が極端に括れた変形地。
・南北で８mのレベル差がある。

待機児童の問題を抱えた場所に保育園を新たに開園する際、土地の狭い我が国にお
いて平坦で広く安価な敷地を手に入れることは至難の技です。本敷地も上記の問題
があり、開発が難しい土地でした。私たちはこのような敷地の持つ三重苦を克服し
つつ許認可保育園として必要な機能と子育てをバックアップする地域開放機能を持
つ施設を実現するために、以下の3つのコンセプトを手がかりに一つ一つ課題を解
決して、敷地問題を抱える保育園のプロトタイプとなる保育園を実現しました。

１.森に面した傾斜地を効果的に利用した断面構成
　＝4段に積み上げた個性のある地域開放スペース

２.伝統町家に学ぶ巧みなゾーンニング
　＝廊下空間も無駄にしない「通り庭」のある保育園

３.フレキシビリティと見守りを両立した保育室
　＝保育士の見守りの視線が届く「トイレが中心にある保育室」

　　　　

施設概要
所在地：神奈川県川崎市高津区久本2丁目
用途：民間保育園（許認可申請中）
定員：70名
建物形態：個別建物

敷地面積：398.14㎡
建築面積：276.97㎡
延床面積：620.88㎡構造：RC造　木造
規模：地下２階　地上２階  屋上階

各階構成
地下２階：地域開放（身障者）玄関）、車庫(身障者送迎車両)
地下１階：地域開放スペース4（交流スペース・職員休憩室）更衣室、洗濯室
      1階 ：保育園玄関、「通り庭」廊下、0,1,2歳児保育室、地域開放スペース3（食事室・厨房）、事務室
      2階 ：3,4,5歳児保育室、地域開放スペース2(スタジオ)
      屋上：地域開放スペース1(屋上広場）

作品名：あぷりこっと保育園　エミタス久本 施設概要・課題の着眼点

工事前の敷地の状況
マンションと大きく敷地内に擁壁が入り込んだ墓地
に挟まれた高低差8Mの変形地であることから施工
には困難が伴いました。

施工に際して、軽量化としてRC造の地下階の上に
２層の木造が乗る混構造を採用。隣接する擁壁基礎
が敷地内に大きく張り出していることから建物上層
部をオーバーハングさせる構造を採用。

配置図　1:1200

高                         多摩丘陵東端部の高低差　　  　　　　　　 低

北側外観南側外観



１.森に面した傾斜地を効果的に利用した断面構成＝4段に積み上げた地域開放スペース

敷地は南北で8Mの高低差があり上下2箇所で接道していることから、比較的に広いスペースが取れる南側に保育スペースを配置し、変形した北側スペースに地域開放スペースを重層化して配置しました。玄
関を南北の道路に2箇所に分けることで機能を分離し、地域開放スペースの各室からは公園の緑に開かれています。北側公園側から保育園を見上げると、公園の木々の上に浮かぶ「天空の城」に見え、シンボ
リックな景観を作り出しています。

地域開放スペース4：交流スペース
（コワーキングスペース・職員休憩室）
保育園と切り離された空間と時間の中で交流が生まれ
、あたらしい何かが生まれる事”を期待しています。
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▼玄関

保育園2階
広い空間と高い天井が確保でき
る2階南側に活動的な3~5歳児の
保育スペースを配置しました。

保育園1階
南側に保育園玄関を設け、
職員室と隣接した0~2歳児
保育室を配置しています。

中央に階段とEVがあり、保育機能と地域開放機能を分離

地域開放入り口
高低差を利用して地下２階に地域開放入り口と障害者
送迎用の車庫を設け動線を分離しています。

職員休憩
多目的室

地域開放スペース2：スタジオ
ダンスや音楽教室を目的としたスタジオ型のスペース
です。外部テラスには児童用プールを設置することが
可能です。

階段

EV
食堂

北南
地域開放スペース保育園スペース

地域開放スペース１：屋上広場
狭い敷地での貴重な屋外での遊び場であり、地域に開
かれたグランピングスペースです。

地域開放スペース3：食堂（厨房）
料理教室や会食に利用できます。保育園の食育の場で
もあります。

地域開放スペース１：屋上広場
屋外での活動スペース

地域開放スペース2：スタジオ
ダンス・音楽会などアクティブな活動スペース

地域開放スペース3：食堂（厨房）
食をテーマにしたスペース。食育の場

地域開放スペース4：交流スペース
森に開いた静かなスペース

保育園入り口

地域開放入口

作品名：あぷりこっと保育園　エミタス久本 課題へのアプローチ



◯ゾーンニング
中央が狭くくびれた変形地を有効活用するため、伝統的な町屋建築に習い
って中央に垂直動線として階段とエレベーターを配置し、敷地が広がった
南側に保育室、北側に地域開放室を配置し、各室を通路（通り庭）をで連
結する構成としました。北側の公園は園庭として利用します。

◯通り庭
1階で施設を南北に縦断する通路「通り庭」は単なる移動のための廊下で
はなく、保護者の待合、展示、階段状の本箱（シアター）、手洗いなどの
機能を持ち、コミュニケーションを誘発する施設の象徴的な場所です。ネ
ット遊具のある2階につながる吹き抜けによって上下階の気配が伝わり、
防犯面でも有効です。

◯防火・避難
施設は準耐火構造として防火性能を持たせ、中央の屋内階段の他、南側に
スパイラル状の避難滑り台（乳幼児園庭）、北側に避難階段を配置して避
難に万全を期しています。東側の墓地との間の擁壁の影にエアコン屋外機
など騒音となる設備を集約しています。

（伝統的な町家の平面：例）
土間（通り庭）に面して部屋が連
なり中央に採光換気の吹抜けがあ
る。間口が狭い敷地における生活
の知恵
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室外機・配管集約

避難階段

避難滑り台(遊具）
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園庭（乳幼児）
擁壁

２変形地を有効に活用。伝統町家に学ぶ＝「通り庭」のある保育園

1Fゾーンニング図

保育園入り口
地域開放入口

地域開放スペース保育園スペース

３.フレキシビリティと見守りを両立した保育室＝「トイレが中心」

（２階　3・４・５歳児保育室）
◯見守りの形：安心と安全のために
施設の隅に追いやられたトイレは子供にとって遠くて心細い場所です。
トイレが中心にある保育室は保育士は少し立ち上がって視線を高くする
だけで見守ることができます。

◯光と風を取り込む：子供達の健康のために
トイレの天井に天窓を設けることで太陽の光を部屋の奥に取り入れ、煙
突効果による換気装置として機能させます。トイレはその機能を超えた
世界樹（ユグドラシル）のオマージュとなります。

◯自由な平面：狭い敷地を有効に活用
中心にトイレがあると空間にベクトルが生まれ、元気な園児はぐるぐる
と走り回ります。また、可動家具で自由に仕切ることもでき、年齢やイ
ベント応じたスペースを容易に作れます。

◯寄棟天井：安心の形
天井はトイレに向かって高くなる傾斜屋根とすることで「おうち」を感
じる一体感をつくりました。

「通り庭」　待合ベンチ、収納、手洗い

「通り庭」　ネット遊具、シアター（絵本棚）

トイレが中心
ぐるぐる回れる
保育室

光

ハイサイドライト

トイレ

風

風

風
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想定している地域連携の具体例
・地域ボランティアの企画紹介
・子育てが一段落したお母さんの次の活動の場
・町内会活動の企画
・高齢者サークルとの連携
・学校との連携
・中学生や高校生、大学生の活動の場
・子どもと地域をつなぐ支援（保育士と連携）
・子育て相談　
・調理教室（離乳食教室）
・ダンススクール
・音楽教室

　私たちはこれからの保育園の重要な役割は「まちづくり」としての地域との共
存関係「コミュニティの創造」であると考えています。安心・安全・利便性を確
保していかに地域に保育園を開いていくか。この課題をクリアする方法として住
宅街と街の中間領域にみんなが使える多目的スペースとなる保育園をつくりまし
た。コロナウイルスの影響で開園イベントが延期となり、予定していたユーザー
の反応が確認できない状況ですが、事前に開いた夏祭りイベントやプレオープン
時における来園者の意見や感想から、私たのが考えが有効であったことを実感し
ています。

◯夏祭りイベントの実施
2020年7月に周辺地域に対するお披露目イベントとして夏祭りを実施し、多く
の方が来園されました。ゲームや制作コーナー、劇団による人形劇などを行い、
このイベントによって以下の点が確認できました。
・可変可能なフレキシブルな空間は大小様々な場所を設定できることから大変有
　効であること。
・「通り庭」における階段状本箱（シアター）は子供達の格好の遊び場となり、
　 ネット遊具のある吹き抜けから上部階の気配が伝わることは防犯面でも有効。
・近隣の多くの方々が入場され、住宅街に近い保育園の立地や園の方針に対して
　関心の高さが実感できた。

◯プレオープンの実施
入園前にプレオープンを行いました。問い合わせは工事中から多数寄せられてい
ましたが、69家族（138人）の参加があり、すぐに定員に達したことで関心の
高さを実感しています。その際、アンケート調査にご協力ただきました。この中
で多かったご意見は、当初見込んでいた通り丘陵上の住宅街と駅の中間に位置す
る利便性や地域開放などの活動内容への共感でした。

◯地域解放機能の強化「ミュニティコーディネーター」の設置
「コミュニティコーディネーター」という専門職を置きました。地域解放機能を
最大限に発揮するためには専任の人材が必要で、きめこまかにその人の思いを聞
き取ってつなげていく中間的存在となります。保育園と地域の方々をつないだり
、地域の方同士をつないだりして、まちぐるみの保育が豊かになるように働きか
ける役割を担います。大人も親も、自分らしく楽しく過ごして、自己実現のため
にこの場を使ってもらえるサードプレイスとなる場の提供します。　

◯安心安全に向けて
カードキーによる入退園管理システムや防犯カメラによる監視記録システムを導
入して防犯に備えています。また、事故や怪我を防止する工夫として特注家具を
開発し、室内の木質化や角を丸める加工、転倒時に怪我をしにくいフローリング
や畳マット敷きの部屋を設けています。高齢者や障害者の利用を想定したバリア
フリー構造の他、エレベーターで直接全ての階にアプローチでき、地下２階の車
庫に障害者の送り迎えを行う車両を配置しています。

特注家具

お披露目イベント状況

保育園と地域をつなぐしくみ

実績・ユーザーの評価・エビデンス作品名：あぷりこっと保育園　エミタス久本作品名：あぷりこっと保育園　エミタス久本

コミュニティコーディネーター
・イベント企画・告知・集客
・人材マッチング・調整
・スケジュール管理
・集金、支払い
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保育園（マネジャー）
・活動スケジュール調整
・安全管理
・保護者への報告
・集金

幼児期からの教育の参加

待機児童の解消
園児

保育園機能

保育室１：0～２歳児

保育室2：3～５歳児

施設機能の共用

役割とメリット

ボランティア・寄付

イベント、園開放

地域住民
・園児に向けた活動
・保護者に向けた活動
・地域向けた活動
・集会（施設利用）

教室の確保、生徒募集協力

教えたい人（先生）

目的を持った仲間同士が集
まれる場所の確保

学ぶための選択肢が増える
習いたい人（生徒）

住民

地域開放機能
スペース１：多目的室
スペース２：食堂（厨房）
スペース３：スタジオ
スペース４：屋上広場

保護者

保育室開放：イベント、展示

食育・保育士休憩、教材製作準備


