
地域説明会
第1回 日時：令和元年 １１月１６日 １０：３０～１１：３０

場所：飛鳥中学校 体育館

第2回 日時：令和元年 １１月２０日 １８：３０～１９：３０

場所：滝野川会館 5階 小ホール

北区教育委員会事務局 教育振興部学校改築施設管理課

北区 総務部営繕課

株式会社桂設計

※配布資料の複写や転載、インターネット等での公開などは、ご遠慮ください。
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飛鳥中学校

リノベーションモデル事業



本日の次第

１．基本構想・基本計画

（１）通学区域

（２）計画敷地の条件

（３）アンケート

（４）先進事例視察、第1・2回意見交換会

（５）施設構想
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本日の次第

２．整備プラン（案）

（１）－１ 配置図

（１）－２ 1階平面図

（１）－３ 2階平面図

（１）－４ 3階平面図

（１）－５ 4階平面図

（２）外観デザインの一新と飛鳥中らしさの表現

（３）防災面、環境面への配慮

３．今後のスケジュール（予定）
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１．基本構想・基本計画



（１）通学区域

5

□通学区域

• 飛鳥中学校の通学区域は以下の区域である。

（平成３０年４月１日現在）

• 上中里一丁目、中里二丁目１８～２０番、

• 西ケ原一丁目、二丁目、三丁目、四丁目



１．敷地の現況
①所在地：西ケ原三丁目5番12号
②敷地面積：９,８８６㎡
③＜周辺状況＞
敷地周囲は住宅地に囲まれている。

＜接道状況＞
・正門（西側） 区道（42条2項道路）
・北門 42条2項道路
・東門 通路（法律上道路ではない）
※車でアクセスできるのは正門側（西側）のみ

（２）計画敷地の条件（周辺状況・接道状況）
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（２）計画敷地の条件（建物規模・法的規制）
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④ 既存建物
構造・階数：鉄筋コンクリート造 ４階
建物高さ（校舎） ： 14.65ｍ
延床面積 ： 6,116.98㎡
校舎棟 ： 5,076.98㎡
体育館 ： 702.24㎡
武道場 ： 252.00㎡
倉庫（3ヶ所） : 74.76㎡
ポンプ室 ： 11.00㎡

⑤法的規制
用途地域 ：第一種中高層住居専用地域
建ぺい率／容積率 ： ６０％／１５０％
防火地域 ：準防火地域
高度地区 ：第２種高度地区
日影規制 ：規制対象建築物 高さ１０ｍを超える建築物

測定水平面 平均地盤面からの高さ４ｍ
規制範囲 ５ｍライン規制値３時間以上、

１０ｍライン規制値２時間以上
その他 ：東京都指定文化財（史跡）

敷地東側

グラウンド

校舎

プール

体育館

武道場



⑥東京都指定文化財（史跡）

現敷地の半分（右図黄色部分）が史跡指定さ
れているため改築が可能かを調査したうえで、
今後の対応方針を決定しました。

１）調査結果

ｱ）指定区域では地下に影響を与える工事が

できない

ｲ）残りの西側敷地に建設した場合、十分な

床面積を確保することが困難である

2）対応方針

ｱ）現敷地での改築を見送り、２０～３０年

後の将来は移転改築をする

ｲ）移転場所を確保するまでの間、現校舎を

リノベーションすることで改築校と同等

の教育環境を確保する

（２）計画敷地の条件（東京都指定文化財）
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＜現状面積＞

校舎棟：5076.98㎡

体育館： 702.24㎡

武道場： 252.00㎡



（３） アンケート

新校舎に望むことなどについてアンケートを実施しました。

期間：令和元年７月１日～令和元年７月１９日
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飛鳥中学校 （１～３年生）

滝野川小学校・西ケ原小学校（４～６年生）

保護者

学校、地域の代表の方

詳しくは、リノベーションレター、北区ホームページをご覧ください。

中学校でどんなことをしたいか、
中学校に作る予定で興味があるもの

学校の好きな場所、イメージカラー、
中学校から連想する形

デザインについて期待すること、
子どもたちの学校生活の環境づくり
で期待すること

イメージカラー、第1位は
紺色でした！



令和元年8月に先進事例視察（台東区立上野中学校）
9月に第1回意見交換会、10月に第2回意見交換会開催

（４）先進事例視察、第1回・2回意見交換会
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＜検討内容＞
・整備コンセプト
・平面計画
（交流スペース・多目的ホール・図書館）
・正門廻りのセットバック
・外観デザイン

＜メンバー＞
・自治会・町会代表
・学校教職員
・ＰＴＡ代表



（５）施設構想
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整備コンセプト

“鳳凰の如く 未来へ羽ばたく 飛鳥中”
～誇り高く・たくましく～

■学校の教育目標の始まりと終わりから、「誇り高く・たくましく」を引用。

■「鳳凰」からインスピレーションされた、未来へ「飛翔」する力を創造する。

■将来、楽しかった中学校の記憶と共に、心のよりどころとして、卒業生の支えとなり、
「力」となる。



（５）施設構想
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整備方針①

「機能的で使いやすい校舎、体育施設の整備」

■主体的な学び、特色ある教育の空間づくり
「多目的ホール」は、様々な活動に対応できるよう、２教室分のスペースに自由な空間作りを
可能とする可動間仕切りを整備します。

■交流の空間づくり
友人同士の語らいだけでなく、学年の垣根を超えた交流を促すスペースを新たに整備します。

■快適性の向上
全てのトイレを洋式化します。また利便性を高めると共に限られたスペースを有効利用するため、
下駄箱をなくし、一足制を導入します。

※一足制とは…上履きが不要、外履きのままで校舎に入れます。

■運動場の整備
「人工芝」を採用し、グラウンド利用の稼働率を上げると共に、砂塵を軽減します。



（５）施設構想
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整備方針②

「地域拠点としての学校整備」

■バリアフリー化の推進
校舎内に「エレベータの設置」「段差解消」「だれでもトイレの設置」など、バリアフリー化を推進
します。

■防災機能の充実
「マンホールトイレ」「かまどベンチ」「非常用発電装置」を設け、防災拠点としての機能を拡充します。

■外観デザインの一新と飛鳥中らしさの創造
在校生のアンケートで飛鳥中のイメージカラーとして最多得票の「紺色」を外観デザインに取り入れます。



（５）施設構想
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整備方針③

「エコスクールの推進」

■省エネ対策
照明のLED化、太陽光パネル（エコウォール）により消費電力を低減します。

■環境負荷の軽減
エコウォールの庇効果により日射を抑制すると共に、建物の断熱性能を高めて熱負荷を軽減します。



（５）施設構想
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◆エコウォール
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２．整備プラン（案）
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（１）－１ 配置図
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（１）－２ １階平面図（案）
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（１）－３ ２階平面図（案）
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（１）－４ ３階平面図（案）
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（１）－５ ４階平面図（案）
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外観のデザインについて
・飛鳥中の校章でもある鳳凰から上昇していくイメージを強調
・空へ伸びていくことを縦方向を強調したデザインで表現

※全体イメージ

（２）外観デザインの一新と飛鳥中らしさの表現
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※昇降口イメージ

外観のデザインついて
・飛鳥中在校生へのアンケート結果1位である紺色をファ
サードに取り入れ、飛鳥中らしさを取り入れる

（２）外観デザインの一新と飛鳥中らしさの表現
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太陽光発電パネル（エコウォール）で消費電力を軽減
庇による日射遮蔽効果により、熱負荷を軽減

その他
・照明のＬＥＤ化
・節水型便器や自動水栓など節水に配慮
・建物の断熱性能を高めて、熱負荷を軽減
・非常用発電機 ・防災倉庫

※敷地南西上空から見たイメージ

グラウンドは砂塵対策に
人工芝を採用

（３）防災面、環境面への配慮

マンホールトイレを設置

かまどベンチ
を設置



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

令和元年度

令和２年度

令和３年度
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３．今後のスケジュール（予定）

近隣のみなさまにはリノベーション改修工事前に説明会を行う予定です。
また、飛鳥中のリノベーションについては、随時「リノベーションレター」
でお知らせいたします。
新校舎開設までの長きにわたってご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしく
お願いします。

旧田端中（仮校舎）

令和4年4月
開設予定

飛鳥中設計

旧田端中改修工事

飛鳥中リノベーション改修工事

仮校舎へ引越し

新校舎へ引越し
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■問い合わせ先

北区 教育委員会事務局 教育振興部
学校改築施設管理課

電話：03-3908-9277
ＦＡＸ：03-3910-6885

北区 総務部 営繕課
電話：03-3908-8074
ＦＡＸ：03-3908-8049


