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建築家

architects
●特集

プロポーザル方式を考える①

コンペは万能ではない、良い建築を社会に提供するために
馬場璋造（建築情報システム研究所 ）
● UIA2011 東京大会
●支部だより

東北支部／北陸支部

建築家のための保険
★ 建築家の業務をサポートする ★

JIA 建 築 家賠 償責 任 保険

高度な専門職業人である建築家の職能を側面から補完する保険です。
（別途追加保険料が必要となります）
2011年4月1日より下記のオプションプランを新設しました。

新オプションプラン
❶『耐震診断等の建物調査業務実施中における第三者への損害賠償をカバー』
設計者が日本国内で実施する建物調査業務を実施中に発生した偶然の事故により、第三者の
身体や財物に損害を与え、法律上賠償しなければならない損害を補償いたします。
※建物調査の結果が間違っていたことに起因する事故は補償の対象とはなりません。
事例：調査業務中に誤って水道管を破壊したため断水となり、部屋の中も水浸しになった。
（水道管の修理及び水濡れによる財物の損害）

❷ 廃業後に発生した損害賠償事故をカバー
事務所を廃業した後に発生した過去の設計等の業務ミスによる損害賠償をカバーいたします。
※補償内容等詳細はパンフレットをご覧ください。

■毎月25日締切りで中途加入を受付けています。
■JIA「ケンバイ」はインターネットで簡単にご加入手続きができます！
■保険料の試算（自動計算）もできます。
■「JIA建築家賠償責任保険 事故事例集 2010年度版」を掲載しています。

http://kenbai.jp/

★
建築家と事務所の
皆様の福利厚生を
サポートする
★

JIA 所 得 補 償保険

病気やケガで働けなくなったとき、月々の収入を最長１年間補償します。

JIA傷害 総合 保険

この保険は、ニーズの高いケガによる「入院・通院を重点的に補償」に
加えて、個人賠償、携行品の補償など総合的に補償した内容になっています。
★毎月15日締切りで中途加入を受付けています。
★補償内容等詳細はパンフレットをご覧ください。

★資料請求・詳細につきましては、下記代理店までお問合せください。

【JIA団体保険指定/取扱代理店】
株式会社建築家会館 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-3-16 TEL：03-3401-6281 FAX：03-3401-8010
E-mail:info@kenchikuka-kaikan.jp

【引受保険会社】
株式会社損害保険ジャパン 営業開発２部２課

〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1

TEL：03-3349-4034

FAX：03-3348-4623
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３つの宣言

UIA 東京大会はいよいよこの秋に迫ってきました。震災を踏まえて、この機会に安心・安
全な環境づくりの大切さとその実現に向けた建築家の役割や責任を広く社会に向けて３つの
宣言の形で表明する準備を進めています。また JIAは新しい時代の基盤を確かなものにする
べくこの秋臨時総会を開き、公益社団法人に向けた定款改定を皮切りに組織再建を予定して
います。建築家職能の社会定着を目指してきた JIAにとっての正念場ですので、全会員の皆
様の積極的な参加とご協力を宜しくお願いいたします。
〈UIA 東京宣言〉は UIAが全世界 140 万人の建築家連帯によりアテネ憲章を乗り越えた新し
い社会づくりの理念として、環境的サステナビリティ・社会的サステナビリティ・文化的サ
ステナビリティの 3 つを併せ持つ建築・環境づくりの大切さを宣言します。
〈建築関連団体

建築・まちづくり共同宣言〉は建築 5 会がこれからの建築・まちづくり基

本理念を確認し、建築やまちが大切な社会・文化的資産であることや、建築・まちづくりに
市民・行政・専門家が果たす役割を宣言します。
〈JIA 建築家宣言〉は JIAとして建築・まちづくりに貢献する建築家の役割と責任を示すと

●表紙写真
城壁都市平遥

ともに、会員の規準順守を社会に保障することによる公益保護を宣言します。
●社団法人 日本建築家協会会長

北京の南西約 1,000kmほど離れたところ・

芦原太郎

ピンヤオ

山西省に平遥という城壁に囲まれた世界遺
産都市がある。古い歴史を持つが現在の古
城は 14 世紀の明代はじめに造営されたも
ので当時の姿がそのまま残っている。中国
では都市のことを城市という。これは多く
の都市が敵の侵入を防ぐために城壁に囲ま
れていたことに由来する。
この城壁は正方形の平面を持った都市の周
囲をぐるりと回りその周長は 6.8kmほどで
ある。高さは約 8mから 10mで城壁の幅は
5mほどもある堅固なものである。
一定の間隔を置いて約 72 箇所の望楼が作
られているが、城外から見るその光景は威
圧的である。上部は空中歩廊になっていて
歩き回ることができる。望楼は外敵を攻撃
する目的で城壁から外へ突き出すように作
られている。歩廊の外壁は人間の背丈ほど
立ち上がっていて所々に攻撃用の隙間が空
けられている。
城内は東西南北に十文字に走る大街の両側
に商店街が並んでいる。かつてこの街は清
代末期、
票号と呼ばれる為替金融業で栄え、
中国全土の票号の半分以上が集まる金融の
一大中心地だった。そのため大通りに面し
て並ぶ店の造りは豪華であり、背後の住居
ともども完全な形で残され、往時を忍ぶこ
とができる。
城内には数多くの旧跡や古建築が 300 箇
所以上あり、その他明清時代の民家邸宅が
4,000 軒近く残っている。大通りから入っ
た路地の両側には住宅が規則正しく並んで
いる。城内の街路は土字形のように脇の路
地を入っていくと袋小路になっている。建
築は八卦の方位に準じて配置されており、
明清時代の理想的都市計画を体現している。
中国の都市を囲んでいた城壁はほとんど取
り壊され現存するものは少ないが、この平
遥では内部の都市ともども完全な形で残っ
ている。かつてこの都市を外敵が包囲した
ことも、
たびたびあったであろう。しかし、
所々に監視塔を持った驚くほど高く分厚い
壁や、幾重にも設けられた城門、城内に作
られた多くの井戸、食糧を自給できる畑な
どが、この平遥の市民を守り続けてきたに
違いない。
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特集●プロポーザル方式を考える

公「設計書」を選定するのに対し、プロポーザル方式は「設計者」を選定するという違いがある

❶
———

コンペは万能ではない、
良い建築を社会に提供するために

共建築の設計者を選定する際、最近はプロポーザル・コンペが主流のようです。コンペ方式が

と言われています。
プロポーザル方式の問題は審査の採点基準で、応募する事務所の過去の実績あるいはスタッフの数
等が大きな割合を占めていることです。例えば過去 10 年に 5,000㎡以上の同種の実績を 5 つ求める
ことなどがその例です。同じチームが上記のような業務実績を持つことは不可能といえます。それ
に多数の建築家が一つの仕事に参加することはありません。
れからの 21 世紀の建築は地球環境問題に代表されるように新しい価値観、新しい哲学が必要
となります。将来それらの建築を背負っていくのは若い建築家です。彼らには当然実績がな
く、そのような多くの実績を問うことは永遠に門戸を閉ざしてしまいます。これは門前払いに等し
く、公共建築の公平性を欠いたものになります。
もちろん建築は安全でなければなりません。建築の種類によって安全性が求められる場合、コラボ
レーションによる様々なチーム編成が可能です。若い人や小さな事務所でも参加できるような、か
つ安全な建築を作り上げていくためにはどのような方法があり、どう改良していけばよいのか等を
海外を含めて多くの方々に意見を求めながら、この１年間、『JIA MAGAZINE』の年間テーマとし、
考えていきたいと思います。
こで、その 1 回目として長年にわたって数多くのコンペにかかわってこられた建築情報システ
ム研究所代表の馬場璋造氏に、日本のコンペ制度の問題点や、これまで手がけたコンペについ
てお話をうかがいました。

こ

そ

（
『JIA MAGAZINE』編集長 古市徹雄 ）

古市◦最近のプロポーザルでは、だんだん参加条件が厳

で、そのために建築を選ぶシステムがある。それにはい

しくなってきて、アトリエ系の建築事務所でその条件を

ろいろな方法がありますが、一番大切なことは、
「社会

クリアすることは大変難しくなっています。

に質の良い建築をいかに提供するか」です。それを忘れ

著名な巨匠といわれる建築家の先生方でも「僕らも出
せないコンペがあるんだ」とおっしゃっているくらいで

馬場璋造氏

す。
実績を問いだすと、若い人は永久にチャンスがないと
いうことになってしまいます。
馬場◦「俺たちの入る隙間がない」と、だいぶ昔に伊東

に聞く

（建築情報システム研究所 ）
●

プロポーザルも、いろいろ細かい問題がありますが、
それよりも「本当に社会のためになっているの ?」とい
うところで問いただすと、いろいろな問題が見えてくる
と思います。
例えば、土木のプロポーザルは、基本的には役所が基

（笑 ）
豊雄さんも言っていました。

本設計をやって、それをいかに技術的に、コスト的にう

古市◦ JIAの何千人という会員の中で、今その話が一番

まくまとめるかという提案をすることで、デザインは求

大きなテーマなのです。JIAでは、今までそういう議論

めていないのです。建築のプロポーザルも案を出しては

はされてきているようですが、あまり外部に対してア

いけません。デザインを出さないで建築をどう決めるか

ピールしてきていないようです。地方を含めて会員の 7

ということが、まず大きな問題としてひとつあります。

割が、いわゆるアトリエ系事務所ですから、そういう人

もうひとつは、私は国際コンペの審査で中国やシンガ

たちの死活問題を我々は議論しなくてはいけないという

ポールへ行ったことがありますが、ちゃんとした額の指

ことで、この『JIA MAGAZINE』では、今年の年間テー

名料を出しているのです。ところが日本のプロポーザル

マにしようと決定しました。そこで最初に問題提起をす

は、指名料を出さない方法なのです。案を出さないのだ

る意味で、馬場さんにプロポーザルについてご意見をお

から、お金を出す必要がないというのが、一番大きな理

聞きしたいと思います。

由です。そして、それよりも、案を出さないで建築の善

■プロポーザルの問題点

し悪しを決めるという基本的なところが間違っているの
です。極端なことを言えば、お金が出なくても案を出さ
せて、良いものを決めるのならまだいいです。その場合、

馬場◦プロポーザルをどうするかという前に、一般の社

建築家はマイナスになりますが、社会にはプラスになる

会が「建築をなぜ選ぶか、どう選ぶか」が重要です。

わけですから。今のプロポーザルは、いわゆるプロポー

「社会に良い建築を提供する」、それが一番大きい目的

002

て手続き論だけになったらダメなのですね。
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特集●プロポーザル 方 式 を 考 え る

本当の良い案が出なくて、社会のためにならない。
それから、建築家でプロポーザルに応募するといろい
ろな余計な手続きが増えるのです。一回デザインを描い
て、それを消して…、それは手間が二重にかかるわけで
す。その無駄なことをさせるということが一番いけない
のです。そういう無駄なことをやって、本当に良い建築
を社会に提供できるシステムになっていません。
どんなものであれ、建築ができる以上それは社会的存
在になるわけです。建築家として言わなくてはいけない
ことは、
「少なくとも半分はあなたのものかもしれない
けれども、人が見るものだから、社会的存在なのであ
る」ということをクライアントに認識してもらわなけれ
が悪くなった理由だと思います。プロポーザルだって運

らやるということを説得することであり、そのための努

用の仕方で、いくらでもうまくできると思います。けれ

力は必要なことです。

ども一番の間違いは、案を出さないという土木の方式を

古市◦プロポーザルは、案を選ぶのではない、人を選ぶ

そのまま建築が踏襲したことです。

ということですね。でも案を選ぶので考え方を書きなさ

古市◦民間の場合は、個人のオーナーが好きなものをつ

い、しかし具体的な提案をしてはいけない、例えば、透

くりたいとなると、過去にこの建築家はこういうものを

視図はいけない、平・立・断面図を描いてはいけないと

つくっているということから、その人のスタイルに合う

いいながら、現実に行われているプロポーザル・コンペ

建築家を選ぶというのはあり得ると思います。つまり、

はほとんどがかなり描き込んだものになっている。もう

ピカソが好きだから絵を買うのと一緒ですね。しかし公

建築コンペに近いのではないかと思います。逆にしっか

共の場合は税金でつくるし、不特定多数なわけですから

り描かないと見劣りしてしまう。建築の表現というのは

機会均等であるべきだという原則があると思うのですが。

千差万別ですので、具体的にここまでなら描いていいと

馬場◦いや、それは違います。建築の場合は、首長さん

いう線引きをするのはかなり難しい。

が自分で選んでいいという決まりがあるのです。それを

馬場◦それは完全に手続き論になっていますね。建築を

うまく使っていないんですね。例えば、内藤廣氏が設計

勉強していても実際に自分でデザインしたことがない人

した高知県の牧野富太郎記念館は特命です。ただし、県

には手続き論だけでいく人もいるのです。

知事が特命するための委員会に、誰がいいか選んでくれ

社会に本当に良いものを提供するという意識がプロ

と頼んだわけで、これはコンペではありません。いろい

ポーザルを決める側も応募する側もわかっていないから

ろな実績を見て、彼がいいといって直接頼んでいるので

そういうことが起きるのですね。これで本当に社会に良

す。そういう例はいくつもあります。

いものができますか、ということにちゃんと答えてくれ

❶
——

ばなりません。建築家の職責は、社会のことも考えなが

また別の例ですが、宮本忠長さんは小布施のまちづく

るのであれば、どんな方法でもあり得ると思うのです。

りをずっとやっていたでしょう。それで、誰かが「町長

その意識が欠落すると、コンペだって間違うことがずい

は、小布施の町の公共建築を宮本さんばかりに頼む。そ

ぶんあるわけですね。建築家は、そういう基本認識を常

れは癒着だ。けしからん」と議会で問題にしたらしいん

にちゃんと正しく持っていて、それを社会に対して説明

です。ところが、町長さんの答えがおもしろい。「いや、

し、納得させる必要があるのです。

宮本さんは、建築に関して私の女房だ。女房を捨てて、

■特命も悪くはない

妾をつくれというのか」と。そうしたらみんな大笑いし
て、そのまま終わりになっちゃったというのです。宮本
さんがフェアにやっているのは、みんなわかっているわ

古市◦戦前から日本で大きな話題になるようなコンペは、

けです。良いものをつくっているのがわかっているから、

ずっと建築家が取ってきましたが、プロポーザル・コン
ペが登場してからは実績や所員数などが求められ、かな
り実績のある著名な建築家でも参加できないような状況
が生まれてしまいました。それはコンペが減ってプロ
ポーザルが多くなったことも影響しているのでしょうが、
それはどういう理由なのでしょう。
馬場◦それは、官僚が力を持ってきたからなのです。私
は決して個人事務所と組織事務所の争いではないと思っ
ています。むしろ、選ぶほうの問題で、しかも、もとも
と役所にいる人でも、意欲があっていいものをつくろう
という努力があればいいのですが、その努力をしなく
なってきたのです。できるだけ文句が出ないようにイー
ジーにやろうという風潮になってきたのがプロポーザル

牧野富太郎記念館
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写真：石元泰博

■首長さんの理解を得ること
馬場◦やはり首長さんを洗脳する。それは決して悪い意
味ではなくて、建築に関心を持ってもらうことです。
原田敬美さんという、前に港区長をした建築家がいま
すが、任期の 4 年間に看護師とかいろいろな団体が陳情
に来たらしいのです。そうすると、その陳情をもとに、
議会で可決して、いろいろなことができるそうなのです
が、建築関係は誰も来なかったというのです。
市長や町長など、首長さんが決められるというものは
調べればありますから、それをちゃんと話して良いもの
を選んでもらうようにする。それはコンペでもいいし、
特命でもいいわけです。
古市◦確かに、おっしゃるとおり、我々はあまり自分で

香川県庁舎

努力をしないで誰かがやってくれると思っているところ
がありますね。むしろ、JIAが役所にちゃんとコンペを

問題にならないわけですね。だから、選ぶ人が、自分は

理解してもらうような組織を作ることも必要かもしれま

この建築家ががいいと思ったら、公共でもそれは特命で

せん。

いいと思います。

馬場◦「社会に良い建築を提供する会」というのはどう

だけど、そういう人がいない場合にどうするかが問題

でしょう。コンペでも、プロポーザルでも、極端なこと

です。例えば、個人、あるいは企業のオーナーが入札で

を言えば、入札でも何でもいいのですが、とにかく、良

やった例はない。個人の場合には、案を出させることは

い建築をつくるのだという一番最初の主眼を外したら、

あっても、入札というのはないですね。何人かに案を出

途端に、どんどん手法論になってしまいます。

させて、自分がいいものを選んで設計料を相談して決め

古市◦それをもとに、例えば、各支部が定期的に首長さ

るという形なのです。

んと会って、いかに良いものをつくることが大切かを説

古市◦昔でいうと、例えば、香川県庁舎なんかは特命で

得する。そのためには、こういう制度がありますという

すね、当時の金子正則知事が丹下先生を選ばれて。ああ

説明をすべきですね。

いうのは、今は非常に難しくなってきていますよね。

実際に神奈川県の逗子市では 2 例ほど先行例があるので

ど、いくつか例がありますし、やればできるのです。た

す。首長さん自身に理解いただいて、首長さんが市民の

だ、ほとんどの知事自身があまり建築に対しての見識が

意見を聞きながら、みんなで良いものをつくろうという

ないんですね。自分がこういう建築を建てたいといえば、

ことで、公民館などが、今動いているのです。

ちゃんと周りを説得できるわけで、もちろん議会が納得

馬場◦そういうものをできるだけマスコミに取り上げて

しなくてはいけませんが、フェアな形であればできるの

もらうのがいいですね。

です。そういう意味では、ちゃんとした特命がもっと増

古市◦もともと長島孝一さんが市に働きかけていて、そ

えたほうが本当はいい。

の後を神奈川地域会代表の森岡茂夫さんが足繁く通われ

それとは別に、もっと大勢の人を集めて注目を引きた

●

た結果が、やっとつながったのです。

いなどという場合には、いろいろな人を審査員にしてコ

馬場◦フェアな形でちゃんとやればできるのですね。建

ンペにすれば、それもまたいいと思います。様々なやり

設というと途端に、賄賂や汚職などというダーティーな

方がありますね。特命が民主主義に反しているというの

イメージで取られがちですが、そうではなくて、正式に

は、基本的にも法律的にも間違っているのです。

言うべきことをちゃんと言う。言うべきことを言わない

古市◦確かに、僕は自分の故郷の福島県の棚倉町でコン

で、いくら文句を言ってもしようがない。

サートホールをつくったのですが、それは特命だったの

逗子の例も JIAのニュースで大きく取り上げるとか、

です。女性町長に呼び出されて、「地元の人がいるのだ

そういうことをどんどん実施していくといいと思います。

から地元の人がやってください」といわれましてね。そ

そしてできれば一般の新聞で、首長さんが良いものを選

うすると、こちらもものすごく張りきるわけです。

べば良いものになるのだと、それにはこういう形ででき

馬場◦そうですよね。結果として良いものができるよう

るということを書いてもらいたいです。首長さんにはそ

な仕組みが大事なのです。とにかく、良いものをつくる

ういう権利があるのだというのは、みんなも首長さん自

という考え方をなくしたらダメなのですよね。地方でも

身もほとんど知らないと思うのです。

良い建築をつくっている人はいくらでもいますから。

古市◦例えば、JIAがお手伝いして成功した事例等も含

古市◦そうですね。では、具体的にどうすればいいので

めて、JIAとして簡単なパンフレットを作って、とりあ

しょうか。馬場さん個人の意見で結構ですが、どういう

えず営業に行くということも必要ですね。

方法が可能性としてありますか。

004

組織的ではないのですが、一部の方はすでにしていて、

馬場◦さきほどの牧野富太郎記念館の高知県知事の話な
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例えば、地方公共団体の人に、デザインの重要性や、
良い建築をつくることが社会資本としても文化としても

馬場◦もともと、団体とは何かということですが、さっ

大事だという広報をする機会を JIAがつくっていくこと

きの陳情に行く話もそうですけれど、建築以外では、そ

が大切だと思います。

ういうメリットがあるから団体が成り立っているのです。

僕がある役所主催の講義で建築をいかにつくり上げて

古市◦今、JIAの平均年齢が 57 歳なのですが、若い人を

いくか、意匠の大事さを話したことがあります。みんな

勧誘しても「どういうメリットがあるんですか」と聞か

が質問をしてきて、今までこういう話は聞いたことがな

れるのです。つまりメリットを感じてもらえていない。

いというのです。僕は、市民を巻き込んで、役人と一緒

一つおもしろかったのは、神戸の長尾さんという若い熱

につくっていくこと、それが我々の納税者に対する義務
だという話をしました。そうしたら当然の話なのに、役
人の方々は「今日は、いい話を聞きました」とおっしゃ

員を対象にしたコンペを開催したのです。そうしたら突

るんです。

然、40 代以下の人が 70 人くらいドッと会員になったの

馬場◦そうそう。まさに、その話をしないといけませ

です。

んね。そういう意味で、デザイン行脚じゃないけれど、

そのように JIAの会員であることのメリットを作って

JIAの元会長とか副会長とかにそういう役割に徹しても

いくべきなのでしょうね。

らって、県や市などに行って、良い建築を社会に提供す

馬場◦今でも、ちゃんとしたコンペをやる場合には、一

ることが大切だと説くことが大事です。

応、一級建築士であるということが条件ですが、JIAの

古市◦質の良い建築ということですね。

会員という条件を公に出せるようにできればいいですね。

馬場◦それならば、みんな理解してくれるのです。建物

それよりも、会員にとって入るメリットとしては、む

をちゃんと考えることが必要なのだという説明をして、

しろプライド、誇りなのですね。

デザインという言葉はできるだけ避けたほうが、まずは

古市◦確かにプライドというのは大きいですね。かつて

いいですね。わかる人には、デザインと言ったほうが

の日本建築家協会というのは、会員数は 500 人くらいで

パッとわかるけれども、かなり差があると思うのです。

したが非常に敷居が高かったというふうに聞いています。

古市◦県や市も、JIAを通していろいろな講演をお願い

馬場◦いいも悪いも、クラブだったわけで、それはそれ

したいけれど、何か敷居が高いとよく言われるのです。

でよかったのですが。

むしろ JIAのほうから「質の良い建築というのを、私た

古市◦そこに入るということは大変なステイタスで、学

ちは毎日追求しています。ぜひ説明させてください。い

生時代に、僕の先生が会員になったのです。そうしたら

つでも喜んで参ります」と、お願いするようなスタンス

大先生が「僕は家協会の会員になった」とものすごく喜

を作ったほうがいいですね。

んでいたことをよく覚えていますね。

■啓蒙活動が大切

❶
——

心な会員が、すごく張りきって、JIAの会員でないとコ
ンペに参加できないという条件を付けて 40 代以下の会

特集●プロポーザル 方 式 を 考 え る

■ JIA 会員になるメリット

ルの裁量が相当大きいですね。

また、例えば、先ほどの神戸や逗子、あるいは山梨な
どの JIAがいくつかやっているコンペでは、JIAはちゃ
んとしたものをつくらなければならないという責任があ
るわけですね。「さすがに、きちんとしたコンペをやっ

古市◦話をプロポーザルに戻しますが、応募提出書類に

たら、いいものができるんだな」という意識を発注者側

実績などを書き込むところがいろいろありまして、それ

に持ってもらう。そうしたら、それを成功例として、ま

が 40 点を占める場合もあるのです。そしていわゆる案

た発信できる。そういう努力を JIAは、今まで組織とし

に対する考え方が 60 点なのです。そうすると、実績の

てほとんどやっていないですね。あくまでも熱心な会員

ない所員数が少ない事務所というのは、いくら頑張って

が自発的にやっていました。

も、40 点のうちせいぜい 20 点取ったら立派なものです。
最初から実績のある所員数の多い事務所と戦う前から

■コンペセンターの提案

20 点差がついているのです。
馬場◦それはもう手続き論に入っているのです。そうい

馬場◦前に私は「コンペセンター」というものを作った

うことをやってはいけませんね。今だったら、最低限、

らどうかと書いたことがあるのです。コンペセンターと

一級建築士を取っていること以外は条件が必要ありま

いうより、むしろ「設計者選定センター」というのを

せん。もし、JIAが主催するのであれば、一級建築士を

作って、そこに自治体が相談に来れば、話を聞いて、そ

取った上で、デザイン的に我々が審査して認めたものと

れに合うシステムを紹介するという提案です。しかも、

いえば、これはかなり明快です。今、一級建築士にはデ

コンペの選考委員も広い範囲から紹介するわけです。そ

ザインの試験がないため、一級建築士の設計がデザイン

れも、こちらが決めるのではなくて、「こういう人がい

が良いとは限りませんが、技術がダメだったら問題外な

ます。建築でない人もいいかもしれないし、設計のわか

ので、一応、一級建築士ということは条件にうたった上

る人もいるのですよ」というくらいで候補を出します。

で、デザインがいいかどうか認めた者というくらいにす

その場合、設計者選定の方法は、特命でも、コンペでも、

れば、ずいぶん違ってくるかもしれません。

プロポーザルでも、QBSでも可能なのです。

古市◦そうですね。地方公共団体の場合は、担当者レベ

古市◦それは非常におもしろいですね。実は、非常にた
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また、ダラスに 1989 年に完成した I・M・ペイ設計の
モートン・マイヤーソン・シンフォニーセンターは、音
楽ホールをやったことのない著名な建築家に頼むコンペ
だったのです。でもこれもなかなかおもしろい。日本の
逆なのです。経験例を問うのではなくて、経験が無いほ
ど新鮮ないいものができるだろうという考え方です。た
だ、それをやるのは、一応著名な建築家を選んで、その
中から出してもらうという方法なんです。
古市◦僕は、それこそ 25 歳の人でも、大きなコンペを
やってもいいと思うのです。公共団体が心配であれば、
しかるべき大手事務所ときちっと JVを組みなさいとい
湘南台文化センター

うことにすればいいのですね。
馬場◦コンペで決める前の面接の時に、決まりそうな人

くさんの若い人が応募する民間の住宅コンペがあるんで

にそういうことを質問するわけです。当然、JVを組む

す。その住宅コンペを企画するところがあって、そこが

必要はあるけれども、例えば、その相手が大手でなくて

まさしく馬場さんがおっしゃったような機能を持ってい

も、それこそアトリエ事務所がいくつか組んだり、大手

るのです。自分の住宅を建築家に設計してもらいたい、

というよりも経験を持っているところと組むという形の

でもどうやったら探せるのですか、という要望に応える

ほうがいいかもしれません。だけど、それは面接の時に

センターなんです。そこへ頼むと施主側は無料で建築家

聞くのがいいですね。

を紹介してもらえます。実は、設計者からコミッション

古市◦確かに、病院なんかは極めて難しいです。そうい

を取っています。

うコンペは、経験のある事務所と JVを組むなどという

馬場◦施主がいいと思うのを選ぶのだったら、それでい

条件をちゃんと付ければいいわけですね。

いわけですね。

馬場◦付けなかったらできないです。日本の場合には、

古市◦ただ、現在コンペ会社が様々な方式をしていて、

だいたい大手のゼネコンが施工すれば、そういうプロ

問題になっているところも多いのです。建設会社が運

パーがいますから。

営しているコンペ会社というのもあります。そういう

古市◦そうすれば発注者がとても安心するわけです。必

ところのほうが商売がうまく、全国的に成功していて、

要に応じていろんな形のチーム編成ができます。

ちょっと問題になっていたりします。
他のあるコンペ会社は、こちらには JIAの若手会員が

だから、「コンペセンター」あるいは、「設計者選定セ
ンター」を作るというのは、提案として非常に面白いで

ずいぶん入っていますが、基本的に 3 人までと決めてい

すね。そういうのを JIAで、例えば JIAの資金で設立する。

ます。かつ、面接を必要とするとか、割と良心的です。

それも、きちんと独立した組織にすることが大事ですね。

案だけでは一般のかたは決められないので、ちゃんと直
接会って決めましょうということです。

■最後は首長さんに選んでもらう

そういう組織は公に社団法人くらいにしてそういう窓
口を用意するといいですね。

古市◦今まで、馬場さんがコンペの審査に関わってこら

馬場◦例えば大手新聞社のどこかと連携すると、その信

れて、比較的うまくいった例をお話しいただけますか。

用はとても大きいと思うのです。

馬場◦設計者選定の方法としてインタビュー方式という

古市◦確かに、僕なんかが、例えば首長さんのことをよ

ものもあります。その場合、いずれも候補者は「設計の

く知っている村や町に行くと、営繕の人が出てきて「こ

質は私が保証しますよ」ということで、例えば私が 5 人

ういうのをつくりたいんだ、いわゆるコンペというのが

選んで、主催者側にインタビューしてもらい、一番いい

あるらしいけれど、どうやってやるんだ」と聞かれこと

と思う人を選んでもらいます。最後は首長さんが自分た

があるんです。それで、だいたい中央官庁などに相談に

ちで決めるのです。

行くと、例のプロポーザル指針が出てきて、
「あ、これ

それを一番初めに思いついたのは、1985 年くらい、ま

はいい」ということになって、全国一律に中央の指針が

だ私が「新建築」にいる頃で、湘南台文化センターのコ

どんどん広がってしまうのです。

ンペをやった時です。それまでの実施コンペは、だいた

馬場◦香川県財田町で町民センターをつくる際に、地元

い 40 枚ほど図面を描かないとダメだったのです。しか

の建築家に設計してもらいたいということで、香川県の

も、完全に特命で決めるという形だと、これは頼むほう

建築家から案を出してもらったことがあります。そうい

にとってもハードルが高いわけです。建築家にとっても、

うのも十分にあり得るわけですね。

40 枚描いたとしても、その後に設備、構造がどんどん

■若い人にチャンスを与える方法

変わっていくわけです。コンペの段階でそこまで描かせ
るのは間違っていると思って、何枚あればデザインを表
現できるかを調べて、40 枚を一気に 4 枚にし「プロポー

006

●

馬場◦例えば、フランスなんかだと、若い人にやらせる

ザル・デザイン・コンペ」と名付けました。今のプロ

コンペというのもあるのです。

ポーザルとは違います。
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古市◦施工のプロポーザルですね。
馬場◦施工者で面接に来てもらうのは、社長ではなくて
現場所長に限ります。
それで決まったら、自分が取ったんだとなって、所長
さんはものすごく張りきるわけですよ。施工までコンペ
で決めたのはそのときだけですね。これは、あまり大き
くない町で、いわゆるしがらみがないからできたのです
が、ちょっと大きな公共団体になると、みんなしがらみ
があるから、なかなか施工までは決められません。提案
大沢野町健康福祉センター

しても、なかなか受け入れてもらえません。

■一つとして同じコンペはない
古市◦最近、中国がコンペが盛んですね。中国は、公共

ました。その時の審査委員長は清家清さん、委員には磯

工事は全部コンペでないとダメだという法律があります。

崎新さんと槇文彦さんがいたのですが、磯崎さんと槇さ

特命はできない。しかし比較的誰でも参加できるコンペ

んの 2 人が掛け合いで、残ったこの図面はこうだと説明

がある。中国は日本よりも設計者選定に於いて、ある意

すると、首長さんたちは一所懸命に聞いて、3 日間くら

味機会均等じゃないかという気がするのです。

いかけて選考している間にどんどん理解を深めていった

馬場◦私は国際コンペの審査で、広州の南にある仏山市

んです。そして最後の 3 人は面接しました。
次は新潟の市民芸術文化会館です。
古市◦こちらも長谷川逸子さん設計ですね。
馬場◦あれは、市長さんから「こういうコンペをやりた

に一度呼ばれて行ったことがあるんです。2 つやりまし
たが、ものすごくフェアですよ。その代わりおもしろい
のは、1 等になった人に頼まないこともある。
いろいろな設計上の交渉を、1 等の建築家とつけても

いんだ」と直接電話がかかってきたんです。黒川紀章さ

ダメだったら、2 等、3 等までいくんです。

んと同窓の人で、
「黒川さんに審査委員長を頼みたいけ

古市◦しかも、「すごいな」と思ったのは、かなりの賞

れど、いいだろうか」というので、黒川さんを委員長に

金がつくんですね。5 社選んで、1 等、2 等、3 等、場合に

して、あと團伊玖磨さんにも入ってもらいました。それ

よっては 5 等まで付くんです。それで 3 等までちゃんと

で最後は、3 人に絞って面接しました。面接のいいとこ

賞金が出ます。それも、日本みたいに、10 万円とか 20

ろは、結局、主催者が決めることです。最後に何人かの

万円ではありません。1 等は、もちろんですが、2 等、3

候補者が残るまでは建築家の意見が強いのですが、最後

等でも、日本円で何百万と出るんです。建築家の職能が

は首長さんとか議会の議長さんがが決めたほうが、後が

認められている感じがしますね。

うまくいきますね。

馬場◦それが文化の証だと思っているんです。

市民芸術文化会館にはできてから 10 年くらいたって、

古市◦もうひとつは、国に勢いがありますので、担当者

コンペ当時の市長さんと見に行ったのですが、屋上が全

が「ほかの都市には負けたくない」、自分のところで世

部きれいになっていて、お金をかけて良いものをつくっ

界に冠たるものをつくりたいという、すごい純粋な情熱

たというので自慢にしているんです。そう思ってもらえ

がある。

るのが一番いいです。

馬場◦案を延々と見たり、説明を聞くわけです。それに

自分たちで選んでいなかったら、結局「あれは、俺は

対して、一人 20 分くらいしゃべるのです。

反対だったけれど、できちゃった」ということになりま

古市◦そういう意味では、むしろ日本のほうが、社会の

すが、作品が良かったら、関係のない人まで「あれは俺

停滞という状況もあるのでしょうが、だんだん建築に対

がつくったんだ」というので、最後は自分たちで選んで

して情熱が失せてきているような気がします。

もらうのが実は一番成功するわけです。

馬場◦私は今まで 20 くらい、金額にすると 5 千億円以

違う例だと、富山県大沢野町に健康福祉センターとい

上の実施コンペをやってきましたが、一度として同じコ

う温泉施設があって、これは高橋晶子さんと高橋寛さん

ンペはありません。発注者の意向をちゃんと聞いて、そ

（ワークステーション ）の作品です。案を出さずに面接だ

れなりに組み立てていくと違ってくるわけですよ。

ということで、とにかく候補者に来てもらって、市長さ

とにかく、聞く耳を持つ人が、相手の身になって聞い

んと担当の何人かで会ってもらった。高橋夫妻ははじめ

て、相手が納得できるものをつくる。建築家の一番の問

は頼りなさそうだったけど結局「あのくらいのほうが良

題点は、説得はするけれど、納得させないんです。説得

（笑 ）
さそうだ」ということで決まりました。

ではなくて、納得させることが大事なんです。

またそれだけではなくて、施工者を選ぶのも面接で決
めました。入札をしなくてはいけないのですが、入札の
金額はだいたい決めておいて、2 週間前に図面を渡して

❶
——

ただし、それだと頼むほうが不安だろうからと、首長
さんと、議会の議長さんと、教育委員長に入ってもらい

古市◦今日は貴重なお話をありがとうございました。
（2011 年 6 月 27 日

建築情報システム研究所 ）

聞き手：古市徹雄（『JIA MAGAZINE』編集長 ）

おいて、どういうふうにつくっていくかを 5 社くらいに
面接しました。
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スペインの建築コンペ事情

The World Report
【海外レポート】

小塙芳秀（KOBFUJI アーキテクツ、スペイン在住）
1. スマラガ歴史文化センター

ながら町のシンボルとなる形態が求められた。
敷地が急勾配ということもあり、建物の 65 ％が地中に埋って

スペインのバスク地方、人口約 1 万人のスマラガ町で行われた

いて、ファサードと屋外スペースの屋根、そして光取り及び冬場

歴史文化センターの実施建築コンペの最優秀賞を獲得したのが

の太陽熱を取り込むためのトップライトスペースといった最小限

2009 年、RCR ARQUITECTES（以下 RCR）の事務所を辞めてちょ

のスペースを外部に出すにとどめ、極力建築のもつ視覚的圧力を

うど独立をした時期である。

抑え、風景に対し、そして教会に対してリスペクトを持った案を

私と、コラボレーターの藤井香、そして友人であるスペイン
人建築事務所 VENTURA-LLIMONA TALLER D’ARQUITECTURA

我々は提案した。
法規上、100 ％の自然換気のみで設計することはできないが、

I DISSENYと共同で 10 程度の実施コンペにチャレンジし続け、

夏場における自然換気の効率と冬場における太陽熱の取り入れ、

やっとスペインにおいて初めて公共建築のコンペに勝利したのが

地中の安定した温度などを考慮に入れ、空調設備の負担を減らし

このスマラガ歴史文化センターであった。

ながらも、形態としてはランドスケープに溶け込むようなデザイ

この歴史文化センターは敷地に隣接する教会 “ ラ・アンティー

ンを考慮した。

グ ア ”と 町 の 歴 史 を 紹 介 す る ミ ュ ー ジ ア ム で あ る。 会 議 室 や

このコンペが実施される前には、既に別の建築家による建築デ

ショップ、そしてレストランを含む約 1,300㎡の施設で街を見下

ザインがコンペで決まっていて、公式に発表されていた。しかし、

ろす山の麓に位置している。美しい風景を壊すことなく、しかし

市民の反対により、建設を前にして再度コンペを実施することに
なったのである。驚くべき点は、建設そのものに反対したのでは
なく、市民がデザインを拒否したという点である。
これはスペイン全土の町に言えることであると思うが、市民の
建築への興味は非常に高く日本とは比べ物にならない。大げさに
言えば、公共建築の出来ばえで市長が辞任に追い込まれることに
もなりかねない。建築とは町を代表する施設でありシンボルであ
る。市民は義務として税金を納めているわけであり、それだけに
公共建築とは市民にとって誇れるものでなければならない。そし
て利用価値のあるものでなくてはならない。
スマラガ歴史文化センターは、今年初めに実施設計を提出し、

4 月末には着工した。そして、5 月にはスペイン統一地方選挙が
行われ、スペイン各地の予想では与党の大敗によって公共建築の
KOBFUJI アーキテクツ＋ VENTURA-LLIMONA TALLER D’ARQUITECTURA I
DISSENY 設計 スマラガ歴史文化センター 配置図、外観パース。
スマラガ中心街と敷地との位置関係。敷地は小高い山の上にあり、街を一望できる。
敷地の隣のラ・アンティグア教会と周辺の自然環境に配慮し、建物は 65％地中に埋まっ
ている。

ポーチ、プログラム。ポーチでは訪れる人々を迎える大屋根がかかる。またこの地域
は降水量が多いことから、天候に左右されずに、ラ・アンティグア教会関連で催され
る式典や行事を行う場所でもある。また、ミュージアムでのイベントやレストランの
用途に応じて、ポーチへ空間を拡張することが可能。
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多くはストップするのではないかとの懸念があったのだが、スマ
ラガ町では政権は保たれ工事中止には至らず、現在のところ工事
は順調に進行している。竣工予定は、2013 年である。

断面図。敷地の本来の傾斜に沿って、建物の大部分は地中に埋まっている。

エリアス・トーレス＆ホセ・アントニオ・ラ・ペーニャ設計
トレドの屋外エスカレーター ラ・グランハ 2000 年
駐車場から旧市街へのアクセス。機能とランドスケープの融合。

2. スペインでの経験

磯崎新設計 ラ・カイシャ・フォー
ラムのエントランス広場とゲート
2002 年
19 世紀、プッチ・カダファルクによ
るテキスタイル工場をリノベーショ
ンした美術館、文化施設。磯崎新に
よるエントランス広場とゲートのデ
ザイン。

オロット市街中心部 町のシンボルであるサント・エステーヴェ教会が
見える。
モデルニズムの建築も所々に見られる。

スペイン、バルセロナに生活の基盤を移したのが 1998 年。ユー
ロが始まる以前のペセタの時代で、スペインの物価は日本の 7 割
ぐらいだったろうか。バルセロナに着いて間もなく、磯崎新氏
のバルセロナ事務所で仕事に携わる傍ら、カタルーニャ工科大
学（UPC）でランドスケープ科の修士課程を 2 年ほど学んだ。特に、
日本で建築を学んでいたころより非常に興味のあったエリアス・
トーレス氏の授業を受けることができたことは、スペイン学生生
活の中で最も刺激のある体験となった。
建築家とは建築のみではなく公共建築および土木の領域まで当
たり前のこととして、風景を設計するという姿勢を教えていただ
いた。また、公共空間をデザインするにあたり、空間とは実在で
あり、都市と社会に密接な関係を持たなくてはならないのであっ
て、学生時に行ってきたようなヴァーチャルな理論は全く通用し
ないということも気付かせてくれた。
磯崎氏の事務所には 6 年間在籍し、バルセロナのラ・カイシャ

RCR 設計

バルセロナ新裁判所コンペ案

最優秀賞

財団ミュージアムの現場やオフィスの設計、そしてスペイン国内
におけるコンペの仕事に従事した。

3. RCR ARQUITECTES
磯崎氏のアトリエ勤務後、一度はスペイン人建築家の下でも建
築手法を学びたいと思い、バルセロナより北に 150㎞ほど離れた
火山地帯の町オロット（Olot）を拠点とする建築家グループ RCR
の事務所に 2005 年より 2008 年まで勤務した。
オロットは人口約 3 万人の町であり、自然公園内に位置し非常
に風景の美しいところである。特に秋にはスペインでは珍しいブ
ナ林が紅葉し、観光客も多く訪れる。また美術の盛んな町とし
ても有名である。私の故郷の栃木県益子町も人口約 3 万人、東京

RCR ＆ジョアン・プッチコルベ設計
年

べサルの幼稚園

コンペ 2005 年

竣工 2009

より約 150㎞離れ、焼き物で知られている。国は変わっても似た

治家といっても過言ではない。市長をはじめ、市議会議員、そし

ような環境の下で RCRはどのように建築デザインしているのか、

て市の都市計画課、建築協会の役員、州の都市計画課、そして市

どのようにして決して大きくない町から世界に建築文化を発信し

を代表する建築家といったメンバーが常である。政治家と建築家

ているか、その手法に大変興味があった。

を相手にする中で、RCRは非常にわかりやすく、美しいプレゼ

私が RCRに勤務していたころ、RCRはかなりのコンペを行っ
ていた。小規模のシビックセンターや住宅建築を多く発表してき

ンを行っていたのが印象深い。
ここではバルセロナの作品とカタルーニャの地方都市リポーユ

た彼らが、ちょうど、設計の規模を大きくしてきたころである。

における作品を紹介するが、これらの作品以外にも、バルセロナ

このころ行ったコンペはほとんど負けた記憶がなく、10 連勝以上

サンツ駅の改修、バルセロナ新裁判所、ベサルの幼稚園、フラン

はしていたのではないだろうか。
スペインの多くの公共建築コンペの審査においては、半分が政

スのスラージュ美術館、ベルギーの葬儀場とメディアテーク、ド
バイの複合施設などコンペで勝利したプロジェクトが多数ある。
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RCR & ジョアン・プッチコルベ
設計 野外劇場広場 ラ・リラ
コンペ 2003 年、竣工 2010 年
新市街と旧市街の間に流れる川沿
いに位置する野外広場。普段は通
り道として、街のお祭りや演劇が
開催されるときは、広場として活
用される。将来的には、鉄のフレー
ムはツタの植栽で覆われる。
RCR 設計 サン・アントニ図書館 断面図。図書館の 2、3 階フロアをつなぐ大階段の
下からは、エントランス部分に自然光が差し込む。

コルベ氏のチームが勝利した。もともと劇場が存在していた敷地
に、多目的広場と橋を設計するといった内容で、土木やエンジニ
アの範囲ではなく、建築コンペとして行われたことは日本の状況
内部。大階段から２階、３階吹き抜け空間をみる。

と大きく違う点であろう。スペインでは道路の設計はエンジニア

■サン・アントニ地区の図書館と高齢者レクリエーション施設

がそれるが、イグアラーダ町に建設された有名な墓地公園も建築

が行うが、広場の設計は建築家が行うことが常である。多少、話

バルセロナの市街地に位置するサン・アントニ地区の図書館と

家エンリック・ミラーレスの作品である。リポーユ旧市街地と新

高齢者レクリエーション施設は 2002 年にコンペが行われ、2007

市街地を結ぶ橋としての機能と広場としての機能を最大限に引き

年に竣工した。延べ床面積は図書館部分が約 1,700㎡、高齢者施

出した彼らの案は旧市街に風穴を開けたようなデザインを行い、

設が約 1,000㎡である。

新しい町のゲートとして人々を誘導している。

イルデフォンソ・セルダによって 19 世紀に立案された有名
な都市拡張計画であるバルセロナ新市街地 “ エンサンチェ ”は

133.3m グリッドによって構成され、その中心部はパティオとし

4. 近年のコンペ事情

て設計されていた。しかし、町の発展に伴い、そのパティオは

近年、カタルーニャ地方では、一定規模の町ごとに小規模建築

徐々に建築物で占拠され、当初の案は現在ではほとんど維持され

のコンペが継続的に行われていた。幼稚園、小規模図書館、小規

ていない。そこで、バルセロナ市はセルダ案の再建と公共広場の

模シビックセンターなどの施設である。一定の人口以上の町に

整備のためにこの図書館をはじめ、いくつかのプロジェクトを計

は、幼稚園や図書館をつくるといった政策が社会労働党の時期に

画しコンペを行ったのである。

行われ、私達を含む実績の乏しい若手建築家はこぞってこのよう

2002 年に行われたこの図書館のコンペもその計画の一つで
あった。

なコンペに参加した。参加条件に関してそれほど規定が厳しくな
く、若手建築家が競い合う場として非常に重要なコンペであった。

RCR 案においては、道とパティオをつなぐ大きく開かれたエ
ントランス兼通路をつくり出すことによって、セルダ案の閉じら

RCRで同僚であった同世代の建築家達もまずはこのようなコン
ペに勝利し次のステップに上がるのである。

れたパティオ空間より開放的なパティオ空間をつくることを目指

一般的にこのようなコンペにおける提出物は、A1パネル 3 枚か

した。建築のボリュームを縦に大きく分け、その間にいくつかの

ら 4 枚と、A4ドキュメント 10 枚程度である。まずは書類不備を

ボリュームを軽やかに架ける。空間のボリュームを感じさせなが

確認する審査が行われ、次に提案を審査し、最優秀賞と 2 位、3

らも、光と空気を見事に通している。

位を決定する。まれに 5チーム程度選ばれ、2 次審査を行うこと

竣工し、数年たった現在では、パティオの植栽も結構大きく
育ち、通りからも見通しが良いことから子供連れの家族がこの

もある。
また、プロポーザル・コンペの形式は行われない。

パティオを利用している。また図書館に隣接して、同じく RCR

今まで私達が提出してきたコンペの応募者は、日本と比べると

が設計した高齢者レクリエーションセンターに来る高齢者とパ

かなり少ない人数と言えるのではないであろうか、100 名程度で

ティオで遊ぶ子供といった全く違ったジェネレーションの交流が、

あった。これは、地方によって要望も異なり、また、コンペが分

RCRの提案通り自然と行われている。

散しているということからの数字だと思う。スペイン全土でいえ

私自身、このプロジェクトにおいては特にファサード計画に携

ば、コンペは州ごとにかなり分散されて行われている。スペイ

わった。またこの図書館の近所に事務所を構えているということ

ンは 4 つの異なる公用語を持つ国であって、カタルーニャ地方で

もあり、普段よりこの図書館を利用している。

はコンペの募集要項はすべてカタラン語である。当然、カタルー
ニャ地方外から応募する人はかなり少なくなる。また、スペイン

■野外劇場広場

ラ・リラ（リポーユ町 ）

ピレネー山脈の麓の町、リポーユ (Ripoll)で 2003 年に行われた
広場と橋のコンペであり、RCRと地元建築家ジョアン・プッチ
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においては地元建築家が結果的にコンペに勝利する場合も多い。
もちろん、土地と文化を熟知している点、また地元建築家を育て
るという点もあるのだろう。

ジョアン・プッチコルベ設計 リポーユ町立図書
館 コンペ 2002 年 竣工 2009 年
冬の長いリポーユ町において、多くの自然光を取
り入れる計画をした。

KOBFUJI アーキテクツ設計

ビジターのための CO2 回収地中貯蔵システムセンター

コンペ案 2011 年

ここでピレネー山脈の麓に位置するリポーユ町の図書館のコン
ペを紹介したい。リポーユの人口は約 1 万人、美しいファサード
を持つロマネスク教会があることで有名な町である。2002 年に工
場を約 2,000㎡の図書館にリノベーションをするというコンペが
行われ、先に述べた “ 野外劇場広場

ラ・リラ ”の共同設計者で

もある地元建築家のジョアン・プッチコルベ氏が勝利し、図書館
は 2007 年に竣工した。彼は RCRで勤務をしていた頃の元同僚で、
他の同僚同様に、まずこのように地元をはじめ参加可能な規模の
コンペを獲得して徐々に規模の大きなコンペに挑戦をすることで
経験を積み重ねていく。彼は、大都市に事務所を構えることなく、
地方都市の公共建築のコンペをいくつも獲得し、カタルーニャ地

KOBFUJI アーキテクツ設計 プッチェルダ市役所広場 コンペ案 2008 年
全体パース。ピレネー山脈に位置する街、プッチェルダ。冬場はスキー客で、夏場は
涼を取りに訪れる人であふれる観光都市。
市役所前広場のリノベーションプロジェクト。街への入り口でもあるこの広場は、現
在駐車場と化している。まず、街の各所に、現在広場に駐車している車の台数を確保
できる駐車スペースを設置した。
広場は、訪れる人がまず最初に、そして街を去る時に最後に見るピレネー山脈の雄大
な風景を存分に楽しめるためのスぺ―スになるよう計画した。

方を中心に活躍する若手建築家である。

5. 最近のコンペ事情
現在、私達もスペイン国内の公共建築のコンペに年に 1、2 回
は参加している。スペインの不景気と多くの自治体の政権交代
により 4、5 年前に比べれば建築コンペの数も減ってきてはい
る中、現在注目されている建築コンペは、エネルギー都市財団
（Fundación de Ciudad de Energía）が主催するエネルギー関連施
設である。スペインは風力発電に見られるように自然再生エネル
ギーに対して早くから非常に力を注いできていた。自然再生エネ
ルギーを最大限利用した植物園のコンペも今年の初頭に行われた

KOBFUJI アーキテクツ設計 コルドバ
現代建築財団 コンペ案 2010 年
内観パース。アンダルシア地方、コルド
バ市の旧市街における文化施設を含むオ
フィスの設計。地下遺跡見学エリア。コ
ルドバの暑い夏を考慮し、建物内部に設
置されたガラスのタワーを通して、地下
の安定した空気を各階に送り込み、自然
空調を最大限利用する計画。

KOBFUJI アーキテクツ設計 シウタデ
リャ音楽、ダンス学校 コンペ案 2010
年
外観。スペイン、メノルカ島の古都シウ
タデリャ市における音楽及びダンス学校
のコンペ案。
地中海に浮かぶメノルカ島は、マレ石（大
谷石に似ている ）の産地であり、多くの
採石場が存在している。

のを覚えている。また、地球温暖化対策のために CO2 地中貯留
施設をスペインで初めて建設する試みがあり、そのプラントに隣

4、5 年前に比べれば確かにコンペの数自体は減少しているが、

接してその技術を紹介するミュージアムのコンペがつい最近カス

それでも若手建築家も参加できるような公共住宅や小規模公共建

ティーリャ・イ・レオン州のブルゴス市郊外で行われ、私達も参

築のコンペは常に行われている。最近の傾向では、低予算でエネ

加した。

ルギー効率の良い建築が求められてきている。

エネルギー問題に直接関連する施設、またはそれらの技術を
紹介する施設など約 1,000㎡から 2,000㎡程度のさほど大きくない

「現在のエネルギー消費を伴う生活様式を放棄することは困

オープンコンペを最近ではよく目にする。こういったコンペの概

難であり、この不景気が建築の未来にどのような影響を及ぼ

要には、今や世界中のキーワードとなりつつある “ サステナビリ

すのかを判断するのはまだ時期尚早である。しかし、もう一

ティ ”や “ エコ ”を表面的にとらえるのではなく、エネルギー問

度建築が合理性を取り戻すための良い機会でもある。」

題に対する十分な知識を伴った案を必要とし、またエンジニアと
のコラボレーションもコンペ段階より求めてくる場合も多い。
ユーロ経済が低迷している中、スペイン経済も大きな打撃を受
けている。2011 年の前期においては失業率が 21 ％を超えた。ま
た約 50 ％の建築家は建築の仕事が無いような状況であるとメ
ディアでも言われている。

（2010 年 11 月のラファエル・モネオのインタビュー記事より ）
小塙芳秀（こばなわ よしひで ）
1972 年、栃木県生まれ。東京芸術大学建築学科卒業後に渡西。カタルーニャ工科大
学ランドスケープ科マスターコース終了。磯崎新＆アソシエイツ・スペイン、RCR
ARQUITECTESを経て2008年にバルセロナにて藤井香と KOBFUJIアーキテクツを設 立。
2009 年にスマラガ歴史文化センターの実施コンペに藤井香、サルバドール・ヴェン
ツゥーラ、パウ・リモーナと共同で最優秀賞を獲得。現在、資料館の工事が進行して
いる。
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UIA2011 東京大会

第 24 回世界建築会議

テーマは「DESIGN 2050

災害を克服し、一丸となって、新しい未来へ !」

UIA2011 東京大会（第 24 回世界建築会議 ）は「DESIGN 2050」をテーマとし、世界の建築家、
建築技術者が集まり、学生や市民とともに、講演会、シンポジウム、展覧会を通じ、未来の環
境、都市、建築のあり方を探ろうというもので、5 年前より UIA2011 東京大会日本組織委員会
を組織して準備をしてきました。大会の 6 ヵ月前、去る 3 月 11 日の東日本大震災ならびに福島
原子力発電所の事故が発生し、本大会の開催の意義について改めて議論を重ねました。そして
大会のテーマ「DESIGN 2050」を、「DESIGN 2050

災害を克服し、一丸となって、新しい

未来へ !」とし、その大目的を達成する絶好の場として、大会を開催することになりました。
このような苦難の時期に東京で開催する国際会議が、世界に向けてわが国の復興へのメッ
セージを発信するとともに、全世界が抱える様々な災害や苦難の克服に向けて「建築家」が何
をなすべきかを討議する意義深い大会となることを強く願っております。
そもそも、全世界から多くの建築家、建築技術者が集まるこの大会では、わが国の優れた環
境技術や環境プロダクツ、ノウハウを世界に発信する良い機会であり、この機会を生かし、世
界にアピールできるようなプログラムを用意しておりました。
写真提供 : ㈳日本建築家協会

海外から参加する人達には、大会開催都市東京のみならず、日本各地を訪れて、わが国の多
彩な文化に接してもらうべく、様々なツアーを企画しております。また、3 月 11 日に発生した
被災地の視察もふまえた、大災害に関する意見交換の機会を設けるなど、参加者には様々な貴
重な体験をしてもらおうと考えています。
この大会は大震災をふまえた大会となりますが、我々が、現在地球規模で直面しているエネ
ルギー問題、高齢化社会に向けた、さまざまな社会制度の変革、さらに進む情報化など、一段
と進む社会変化についても言及していきます。
このような未来に向けた環境づくりに、建築家や建築技術者の果たすべき役割はこれまでよ
り比較にならぬくらいに大きくなってきていますし、他分野の専門家との協働が特に必要にな
ります。未来に向けて、世界が求める新しい概念を大会テーマ「DESIGN 2050 災害を克服し、
一丸となって、新しい未来へ !」にこめて、考え、発表する大会となることと思います。国際

UIA2011 東京大会
日本組織委員会 会長

的な視野のもとで、防災やその復興はもちろん、21 世紀後半を見据えた議論が展開され、人々

小倉善明

に勇気と希望を与えられる大会となるように期したいと存じます。

日本の建築力、文化、歴史を世界に向けて発信できる絶好の機会
皆さんも御存じのとおり、日本は世界的にも建築の重要な発信地のひとつです。日本の首都
東京には、非常に特徴的な文化背景もあり、それが私たちの建築の活力の素にもなっています。
古いヨーロッパの都市にある建物を見てみると、年代別に地域ごとに建てられていますが、こ
れと対照的に、東京には幅広い時代の建造物が街全体に存在しています。これは、他都市が全
く経験したことのない明治維新、1923 年の大地震、1944 年～ 1945 年の空襲などを経験した東
京ならではの特徴です。
浅草に出向くと、簡単に 20 世紀初頭に建てられた歴史ある建造物を見ることができますし、
写真 : 都筑雅人

私が実際建築した代官山のヒルサイドテラスは、非常にモダンな造りになっていますが、その
中には、オーナーが所有する古い明治の和風木造住宅があります。時代を生き残ってきた建物
が、今も東京のあちらこちらに残っているのです。このように今昔の建築物が点在し、ユニー
クな建築背景がある東京で開催される UIA2011 東京大会は、日本の建築力や文化、歴史を世
界に向けて発信できる絶好の機会です。
私たちの経済は、今まだ低迷しています。だからこそ、私たち主要メンバーは、この大会
において世界中の人と交流するだけでなく、「DESIGN 2050」というテーマに基づいて、建築
に関して最も意義のある素晴らしい大会にしようと全力を尽くしています。協働しているメン
バーと共に、面白いプログラムも多く企画しています。また、この大会を通して、日本の建築
文化の原点などもお見せしたいと考えています。
ぜひ、ひとりでも多くの方に、UIA2011 東京大会に足を運んでいただき、楽しんでいただ

建築家

槇
012

●

文彦
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大会概要
会

期

©TOKYO INTERNATIONAL FORUM CO., LTD.

2011 年 9 月 25 日㈰〜 10 月 1 日㈯

メイン会場

東京国際フォーラム / 丸の内地区 / 日本橋地区

サブ会場

六本木ヒルズ /
国立オリンピック記念青少年総合センター ほか

主

催

国際建築家連合（UIA）
UIA2011 東京大会

日本組織委員会（JOB）

東京国際フォーラム

2011 年 3 月 11 日㈮に発生した東日本大震災を受け、UIA2011 東京大会の意義をあらためて考え、メイン
テーマと一部プログラムの変更をいたしました。
メインテーマには、当初の「DESIGN 2050」に、「災害を克服し、一丸となって、新しい未来へ !」を加
え、震災をふまえた大会といたします。

［メインテーマ］

DESIGN 2050

災害を克服し、一丸となって、新しい未来へ !

Beyond Disasters, through solidarity, towards Sustainability
3 月 11 日の東日本大震災は、極めて大きな問題を日本だけでなく世界に投げかけました。気候変動や人
口問題など、21 世紀に入ってから世界規模で諸問題が深刻化し、これからの建築や都市のあり方に、大
きな影響を与えるはずです。
では、こうした状況のもと 21 世紀の建築や都市はどうあるべきでしょうか ?
この問いかけに対して、UIA2011 東京大会で掲げるテーマが「DESIGN 2050」です。
今大会では、こうした世界が直面する様々な課題をふまえつつ、2050 年にあるべき未来像を描き出し、
そこに向けて持続可能な建築環境や生活の質を「デザイン」していくための道筋を探ります。
［サブテーマ］

環

境

地球温暖化やエネルギーなどの低酸素社会の実現に向けたテーマのほか、津波・地震といっ
た自然災害、水や農業まで、多様な環境問題を扱います。特にこれらの分野では、これまで
に日本が培ってきた先端的な技術や取り組みを世界に示すことができます。

文

化

インターネットでつながったグローバルな情報化社会における経済や都市、交通などのあり
方に加え、都市景観や歴史的遺産、文化交流、教育などについて幅広く議論します。

生

命

爆発的に増える世界の人口や、先進各国の少子高齢化、多様なライフスタイル、農漁村の地
域社会、医療など、21 世紀の生命と生活にかかわるテーマを広範に取り上げます。生物多様
性など、地球上の様々な生命にも視点を注ぎます。
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変更プログラム

ウエルカム・ネットワーキング

ウエルカム・パーティを中止し、東日本大震災をふまえた今大
会の幕開けにふさわしいネットワーキングとします。
日程：2011 年 9 月 25 日㈰

17：30 〜 20：30

会場：六本木ヒルズ、東京シティビュー（52 階）

テーマセッション
六本木ヒルズ

今回の震災をふまえ、サブテーマの環境、文化、生命などの観
点から、5 つのセッションに分けて開催。
日程：2011 年 9 月 26 日㈪〜 27 日㈫
会場：東京国際フォーラム

ホール A
●テーマセッション 4

●テーマセッション 1

自然と共存しうる技術とは何か

災厄の後、住まうことの希望は再生可能か

私たちの生活基盤の脆弱性を露わにした東日本大震災は、私た

る共通の課題となっています。今回、日本では、それが自然災

ちが頼ってきた技術そのものへの信頼をもゆるがしています。

害によっても突然引き起こされることが示されました。本セッ

我々はどのように今後の技術を考え、都市化する社会を築いて

ションでは、こうした都市に住まうことの権利と希望はどのよ

いくべきか、関連する多分野の視点を通して議論します。

うに再生可能なのか、スラム問題と比較しながら幅広く議論し

日程：2011 年 9 月 27 日㈫

ます。

コーディネーター：太田浩史（東京大学 ）

日程：2011 年 9 月 26 日㈪

11：30 〜 13：30

11：30 〜 13：30
●テーマセッション 5

コーディネーター：小野田泰明（東北大学）

ネットワーク時代の建築家像と建築家の職能

ネットワーク化に伴い、コミュニケーションの形が大きく変化

「2011 年以後」の都市はどうなるか
東日本大震災は高齢化問題やエネルギー問題など、日本の都市

しつつあります。それが社会自体をも変えるような事態が進行

がもともと抱えてきた難問をあぶり出しました。

中です。まさにこうした変化の最中で、東日本大震災という未

これからの日本の都市や国土は、どのような方向へ進めばよい

曾有の災害を目の当たりにしました。そこで、この 21 世紀の

のでしょうか。本セッションでは、政治学や空間経済学、都市

ネットワーク時代にあって、建築家が社会に果たすべき新たな

計画学の新たな動向を見据えながら、これからの都市の行方を

役割・職能とは何かなどについて議論します。

議論します。

日程：2011 年 9 月 27 日㈫

日程：2011 年 9 月 26 日㈪

コーディネーター：槻橋

16：30 〜 18：30

コーディネーター：藤村龍至（建築家）
●テーマセッション 3
これからの環境建築を考える



（一般公開）

地球規模の環境を考えるにあたり、まず我々にとって身近な建
築環境から議論を始めます。そして、異なる気候・風土を背景
とした、様々な視点・分野からの環境配慮の取り組みを通じ、
これからの建築の可能性を考えます。
日程：2011 年 9 月 27 日㈫

9：00 〜 11：00

コーディネーター：小泉雅生（首都大学東京）
●

 （一般公開）

ICT 技術の驚異的な進歩によるボーダーを超えた人々の急速な

●テーマセッション 2

014

（一般公開）

スラムで見られる居住権利の剥奪状態は、世界の都市が直面す
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14：30 〜 16：30
修（神戸大学）

シンポジウム / ワークショップ

展覧会

●国際シンポジウム ｢危機を機会に !｣

● 2050 EARTH CATALOGUE 展

東日本大震災は建築や都市を根本的に考え直す衝撃的機会と
なった。災害は日本のみならず世界中にあり、ローカルを考え

●“東京を創る —Realizing Tokyo after 3.11”

ることは世界に繋がる。この危機的状況の中、国際的視点で災
害復興とグローカルをディスカッションする。
日程：2011 年 9 月 27 日㈫

13：00 〜 17：00

会場：東京国際フォーラム

ホール D1

●一万人の世界建築家展
「10,000 world architects exhibition 一万人の世界 建 築 家 展 」
は、2011 年 1 月 13 日 ㈭ の 出 展 登 録 開 始 と 同 時 に、WEB

EXHIBITION として、世界に向けてスタート。
●〈災害における専門家の国際的連携と支援活動〉

各建築家のポスターを順次制作し、日本国内のさまざまな場所
で大会に先駆けて展示。社会に向けて、広く建築家のメッセー

シンポジウム
災害について各国の経験を共有し、専門家がどのように行動す

ジを伝えていく。

べきかという課題に取り組む。災害における JIAの経験を伝え

「UIA2011 東京大会」のメイン会場である「東京国際フォー

ると共に、様々な専門家の国際的連携のあり方や、支援活動の

ラ ム 」 で は、 展 示 可 能 な す べ て の 場 所 を 使 っ て POSTER

方法と問題点を明らかにする。

EXHIBITIONを行う。

日程：2011 年 9 月 27 日㈫

9：00 〜 12：00

http://www.10000architects.com/

会場：東京国際フォーラム

ホール D1

※東日本大震災前から変更なし

http://www.jia.or.jp/resources/news/000/103/0000103/
RNZ7nspf.pdf
●「2050 年の建築家」シンポジウム
失われた大切なものの創造的再生に向けて
多様な地域の状況を背景にした復興支援体制と専門家の支援参
加を有効に機能させるには、地域社会に根ざした地道な活動が
必須である。地域社会や市民が求める専門家としての役割と責
務にどう応えるか、という視点でシンポジウムを組み立て、地

ワークショップ

球規模の環境や世界の趨勢を視野に入れつつ、地域と共にある
建築家の活動姿勢を社会に示す。
日程：2011 年 9 月 27 日㈫

9：00 〜 12：00

会場：東京国際フォーラム

ホール C

● UIA2011 東京大会

ユース・ジャンボリー

建築を学ぶ学生と、若手の建築実務者を対象とした国際ワーク
●コミュニティ・アーキテクツ・シンポジウム
地域に根ざした建築技術者集団像の提言と確認

ショップ。世界中から集まる若者たちが複数のチームに分かれ
て、
「KIZUNA— agenda of Tokyo beyond 3.11 —」をテーマに、
震災の被害から学びつつ未来の建築・都市の可能性を議論。そ

●建築の解剖医学：地震国で建築寿命を 2 倍以上に

れぞれが描き出した具体的なヴィジョンを発表・講評・展示し
ます。

● UIA ワークプログラム
“Architecture for a Sustainable Future Region IV”
●シンポジウム「東京の建築のいま」と東京都庁舎見学

テーマ：KIZUNA— agenda of Tokyo beyond 3.11—
日

程：2011 年 9 月 23 日㈮〜 28 日㈬

会

場：国立オリンピック記念青少年総合センター /
COREDO 室町 日本橋三井ホール / 東京国際フォーラム
※各スケジュールによる

●日本の建築：過去、現在・未来へ

http://www.yj2011.com/
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参加登録

UIA2011 東京大会への参加には、参加登録が必要です。
2011 年 8 月 31 日㈬までに、オンラインで参加登録されると、参加登録料が割安な「早期割引」が適用されます。
なお、ホームページからの登録締め切りも 8 月 31 日までとなります。
（早期割引期間を延長しました ）
詳細は、公式ウェブサイト（www.uia2011tokyo.com）をご覧ください。
参加登録料
現地登録 : 東京国際フォーラム
（9 月 25 日～ 28 日 ）

早期割引
（8 月 31 日まで ）

一般

50,000 円

40,000 円

同伴者（一名につき 2 名以下 ）

30,000 円

24,000 円

学生

15,000 円

15,000 円

※学生は、大学生・大学院生とします。
登録に際して、学生証のコピーを FAXにて登録事務局まで送付してください。
注 ）参加登録の権利を、他者に移譲することはできません。
注 ）参加登録料のお支払いは、当ウェブサイトからのオンラインで、
クレジットカード（VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB）によるものとします。

参加登録料に含まれるもの
一般

同伴者

学生

式典参加

○

○

○

公式プログラム参加

○

×

○

ウエルカム・ネットワーキング参加

○

○

○

コングレスキット

○

×

○

※
「式典」は開会式・表彰式・閉会式、「公式プログラム」は基調講演・特別講演・テーマセッション・ワークプログラ
ム・学生コンペ・論文・建築デザイン発表・ポスターセッション・ユースジャンボリーなど、「コングレスキット」は
公式ガイドブックなど大会参加者への配布資料です。
同伴者の方々は、基調講演・特別講演・テーマセッションも参加できます。

問い合わせ先

［参加登録について］
UIA2011 東京大会 参加登録事務局（株式会社コングレ内 ）

Tel: 03-5216-6956 / Fax: 03-5216-5552
E-mail: uia2011-reg@congre.co.jp
［大会について］
UIA2011 東京大会 日本組織委員会（JOB）
〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-3-18 JIA 館

Tel: 03-5411-7271 / Fax: 03-5411-1182
E-mail: contact@uia2011tokyo.com

www.uia2011tokyo.com
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111 Days Before 展

UIA2011 TOKYO 111 Days Before 展と
EAST-EAST 3
桐原武志

（芦原建築設計研究所）

UIA2011 TOKYOのプレイベント
ぎょうこう

東京駅から皇居に向かう 行 幸通りの地下、「行幸地下ギャラ
リー」で 6 月 1 日～ 29 日まで UIA2011 東京大会のプレイベン

援活動の状況、提言、ロードマップ等 24 枚のパネルが展示さ
れた。それらのパネルを見ていると建築関連団体が総力をあげ
て震災支援活動にあたっている状況が伝わってくる。

ト「UIA2011 TOKYO 111 Days Before 展」が開催された。そ
れまでの準備作業はあったものの、私が参加し展覧会に向け

リトアニアとの建築文化交流 EAST-EAST 3

て本格的な活動が始まったのは、開催まで残り 3 週間と迫っ

ヨーロッパの東 ｢リトアニア共和国｣ とアジアの東「日本」

た 5 月 10 日だった。それからは嵐のような日々だったが、多

の建築家による建築文化の交流イベントは過去 2 回開催され、

くの方々の協力を得て 6 月 1 日のテープカットのときには延長

今年が 3 回目のイベントとなる。東日本大震災の影響でいった

210mの展示ケースに 153 枚のパネル、80 枚のバナー（我々は掛

んは中止も検討されたが、そのような状況の中、リトアニア建

軸と呼んでいた ）を展示することができた。

築家 10 名と学生 10 名が来日し開催された。展示は A、B ブロッ
クに分かれ A ブロックはリトアニア建築家の 40 作品、B ブロッ
クは過去の EAST-EASTに出展した建築家と JIAの各支部に声
掛けして参加した 40 歳以下の建築家の掛軸 40 本を、槇文彦氏
を先頭に年齢順に展示した。

UIA2011 東京大会では世界から来日した建築家を地域会が
もてなす “おもてなしツアー ”が企画されているが、そのテス
トを兼ね千代田地域会と渋谷地域会が “おもてなしツアー ”を
行幸地下ギャラリーのテープカットの後の集合写真

行った。千代田地域会は “ モダニズム建築と伝統建築 ”をテー
マにし、上野の「国立西洋美術館」や「法隆寺宝物館」と神田
の「湯島聖堂」
、材木商の旧店舗兼住宅「神田の家」等を案内
した。法隆寺宝物館を訪れたリトアニアの建築家は日本の美を
感じるモダニズム建築と絶賛していた。渋谷地域会は代々木体
育館、明治神宮、原宿竹下通り、表参道など日本の多様な建築
巡りを行った。UIA2011 東京大会本番での “おもてなしツアー ”
のためのヒントを得ることができた。

行幸地下ギャラリーのリトアニア建築家の作品展示

東日本大震災を受け「災害を乗り越え、一丸となって、新し
い未来へ !」を合言葉に、UIA2011 東京大会の開催準備が進め
られている。それに向けて機運を高め市民の方々にメッセージ
を伝えるため、「UIA2011 TOKYO 111 Days Before 展」は企
画され、
① UIA2011 東京大会の紹介
② 被災地における建築関連団体の支援活動の紹介
③ リトアニアの建築家を迎えての EAST-EAST 3

おもてなしツアー

国立西洋美術館にて

また EAST-EAST 3 では、リトアニアと日本の学生によるデ

で構成された。

ザインワークショップが行われた（次頁 ）。イベント最後のシ

建築関連団体の支援活動の紹介

architecture and cities of the 21st centuryをテーマにリトア

ンポジウムでは（於 : 建築家会館 1 階大ホール ）、Billows over the
建築関連団体が連携し東日本大震災の復興支援を行うため発

ニアと日本それぞれ 3 名の建築家によるプレゼンテーションと

足した建築関連団体災害対策連絡会に所属する 9 団体に出展の

ディスカッションが行われた。シンポジウムの後、JIA 近くの

声掛けを行い、そのうち日本建築学会からの「まちづくり支援

居酒屋に建築家、学生、関係者など 40 名以上が集まり、日本

建築会議」の震災復興からまちづくりへ具体的な提案パネルを

的な打上げパーティーで EAST-EAST 3 のイベントを終了した。

はじめ、6 団体より支援活動を紹介するパネルを展示していた

津波、原発の影響で UIA2011 TOKYOに、海外からの参加者が

だいた。展示されたパネル数は 87 枚、そのうち JIAからは、東

少ないことが予想されるが、リトアニアの建築家の来日がそれ

北支部、本部災害対策委員会、災害復興支援提言委員会より支

を払拭してくれることを望んでいる。
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EAST-EAST 3 における
学生デザインワークショップ

国際委員会／ JIA 世田谷地域会代表

小林正美（明治大学）

リトアニアと日本の学生が一緒に銀座の将来像を考える
低炭素社会の追求の中でますます世界は小さくなっていく
状況にある。特に建築や都市デザイン教育の世界では、イン
ターネットに代表される IT コミュニケーションの発達と同時
に、ヨーロッパの大学間で締結されている「ボローニャ・ア
コード」による履修単位の相互認証制度がボーダーレスの展開
をますます加速しており、アジアでも早晩このような展開が予
想されている。
今回、EAST-EAST 3 のイベントの一環として開催された
「学生デザインワークショップ」はその意味では大変面白かっ
たし、有意義な試みとなった。リトアニアの学生 10 名と日本
の学生 11 名がお互い初めて顔を合わせながら 3 泊 4 日という短
い時間の中で、ほとんど国際交流のないお互いの文化の違いや

現地調査（銀座）

共通点を探り合い、具体的な対象敷地である「銀座地区」の将
来像を考えるという難しい課題に取り組んだ。
現地調査からプレゼンテーションまで 4 日間
到着した日（5 月 31 日 ）の午後から早速バスに乗って「銀座」
に向かい、リトアニアの建築家も交えて街中をくまなく歩いて
現地調査を行った。特に、昔の会所地のなごりである路地や著
名な近代建築に注目が集まっていた。

2 日目は、都市計画プランナーの蓑原敬氏と慶應義塾大学の
小林博人准教授、小林正美のレクチャーの後、班分けが行わ
れ、学生たちは 4 つのグループに分かれた。各テーマは、1 歴
史的建物の保全的・現代的な解釈、2 小規模商業ビル間の垂直
的回遊性、3 巨大再開発ビルの表層およびファサードデザイン、

4 公有地・私有地のオープンスペースの活用、である。その後
は、各グループに分かれて議論を繰り返し、夕方に簡単な講評
会を行った。

3 日目は、学生たちは現地調査やディスカッションを行い、
それぞれのテーマに真剣に取り組んだ。夜には中間講評会を行
い、芝浦工業大学の赤堀忍教授やリトアニアの建築家も数人参
加した。

ワークショップ

4 日目はいよいよ最終講評会の日であったが、徹夜明けの学
生たちは何とか睡魔と闘いながら、夕方には銀座商店会連合会
の理事長をお迎えし、無事にプレゼンテーションをすることが
できた。1 の歴史保全グループは、「民家」に注目し、未利用の

まちづくりのヒントにもなり得るアイデア

空中権を隣地の開発者に売却することで、建物の保全再生と新

学生たちの大胆な提案は、銀座を詳しく知る関係者からおお

たな 3 次元的ネットワークの構築を提案した。2 の路地グルー

むね高い評価を得ることができた。今回のワークショップでは、

プは、路地自体の存在を来街者に周知させ、3 次元的回遊性を

参加者の達成感が一番大きな収穫であるが、同時に銀座の人々

展開させるためのデザインを提案した。3 のファサードグルー

に対し貴重なアイデアや将来像を示すことができたことが大き

プは、垂直動線を包含した奥行のあるファサードゾーンの設定

な成果である。

により外部の公共的スペースと建物の連関性を補強することの

今後、これらの成果が将来のまちづくりのヒントに少しでも

重要性を提案した。4 のオープンスペースグループは、ウィー

なれば幸いである。また、リトアニアと日本の学生たちが連絡

クデーと週末の歩行者天国の道路の利用形態の違いに注目し、

を続け、将来何か新しい展開に結びつくことも大きく期待され

可変的なストリートファニチャーを開発した。

る。
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東北支部

東日本大震災から 100 日を迎えて

JIA 東北支部長

水戸部裕行
未だ瓦礫の下か海の底に、7,000 有余の遺体が眠っているに

する日々を送っています。広域にわたり壊滅的被害を受けた石

もかかわらず、大震災からあっという間の 100 余日が過ぎてし

巻市では、宮城地域会の多くの会員がそれぞれ地区を分担、具

まいました。

体的な復興計画に関わりながら、まちカフェを立ち上げ、住民

その間、震災直後から庫川災害対策委員長を先頭に、全国の

の生の声を反映させる活動を開始しました。この沿岸部での被

会員が応急危険度調査から建築相談まで、瓦礫をかき分けて献

災状況は、複雑な地形との関わりで多様性を極め、もともとの

身的に活動していただきました。また、東北支部に対し全国各

経済苦境に加えて産業や生活の再建を伴うため、それぞれ複雑

支部・地域会から、多くの激励の言葉、援助物資、それに支援

な事情を抱え復旧復興が進まないのが実情です。その中での支

金を頂戴しました。全国単一会のありがたさと、素晴らしさを

部会員諸兄の奮迅振りには頭の下がる思いです。

実感する場面の連続でした。心からの敬意と感謝を申し上げま
す。

津波被害を受けていない被災地は、電気がない、ガソリンが
足らないと不満を漏らしていた日々が嘘のような平穏な日常に
戻っています。一方で、福島の原発事故の影響を受け続ける地

支部の会員も自ら被災者でありながら、宮城・福島・岩手の

域では、放射能拡散の収束に向けて際立った進展もなく、むし

会員を中心に、初期の活動から現在に至るまで、復興に向けて

ろ新たな深刻な事実が伝わり不信と不安の連鎖が増幅しつつあ

奮闘を続けています。福島での木造応急仮設住宅 1,000 戸の提

ります。無意識のうちに原発推進の片棒を担いできたことを改

案が採択されるなど目覚ましい活躍ぶりです。これを機に、高

めて考えさせられます。

齢者の孤独死を防ぎコミュニティを維持するため、配置計画の
大切さを粘り強く訴えました。その甲斐あって、福島県当局の

東日本大震災と福島原発事故は、自然への畏怖と謙虚さを忘

信頼を得、複数の木造仮設集落の配置計画を任されています。

れた日本人への警告です。原発事故がこのままで済むとすれば、

亘理町では、家屋・事務所を流失した会員が、被災者有志で復

僥倖という他はないでしょう。この国の行方が無事安泰である

興まちづくり NPOを立ち上げ、住民主体のまちづくりに奔走

ことを祈るばかりです。

わた り

東北支部の震災復興支援活動

JIA 東北支部復興支援委員長

松本純一郎

歴史に残る甚大な被害をもたらした東日本大震災発災後、は

市街地の復興計画の提案、そして津波で被災した石巻市北上町

や 3 ヵ月半が過ぎた。震源域が長さ 500km、幅 200kmにも及

の佐々木会員が中心となって、北上町の集団移転計画の提案を

ぶ広範囲の地震・津波で、死者・行方不明者約 23,000 人のう

作成している。また、5 月中旬以降、名取市や亘理町でも地域

ち 9 割は津波被害によるものという近代史上、類を見ない災害

住民による復興まちづくりを考える会が発足しており、それら

となった。現在各地では、瓦礫の片づけが本格化しているが、

の地域や仙台市でも「復興まちづくり拠点空間」を提供する準

復興への道のりは依然遠い。

備を進めている。また、恒久的な復興住宅の提案として「産直
木造住宅による地域コミュニティ再生プロジェクト」を始動し

JIA 東北支部会員を中心に、全国の会員を巻き込んで携わっ

た。

た応急危険度判定・罹災度調査判定業務・被災住宅相談業務

機会あるごとに各地の被災者にお会いし、お話を聞くにつけ

等、いわゆる災害初期支援活動は、各県とも 5 月 30 日をもっ

気候風土・歴史・生業・くらし等、我々が知らないことが山ほ

てほぼ終了した。4 月中旬からの応急仮設住宅建設協力をはじ

どあることに気づく。我々は謙虚に学び、地域住民が自ら考え

め、復興支援活動にシフトし始めている。福島地域会は、1,600

る復興のあり方を支援する形で、地域に即した現実味のある提

棟に及ぶ応急仮設住宅の建設に関与していると同時に、原発被

案を共に考えていきたい。同時にこの大きな「歴史の峠」を乗

害による 2 拠点居住の提案も行っている。岩手地域会では調査

り越える新たな真の地域主権社会の実現につなげたいと思って

委員会を立ち上げ、岩手県内各地の復興計画づくりの前提とな

いる。

る被災地の詳細な調査を開始した。

そんな未来の社会を頭に描きながら、今後東北支部では、住

宮城地域会では、石巻市の復興基本計画策定に参加すると同

民主体の復興まちづくりに対する建築家等各分野の専門家によ

時に、若い世代の会員達が迅速に動き、6 月 19 日に中心商店街

る支援を各地に展開するための拠点づくりと、産直木造住宅に

に「石巻まちカフェ」を開設した。市民、行政、大学、建築家

よる地域コミュニティ再生プロジェクトを、各地域会共通の課

等専門家らがともに復興まちづくりを考える空間を提供し、連

題として、東北の被災地全域に活動を広げていきたいと考えて

日様々な人々が集まり議論が交わされている。その中で、中心

いる。
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東北支部
青森

青森県の被災状況

支援という名のもと、被災地を廻るたびにひとつの言葉が頭に

の岩手県・宮城県・福島県の
あまりにひどい状況を報道で
見聞きし、そちらの援助を優
先して、自分達の被災を自助

浮かんでくる。
「幸福な家庭は皆同じように似ているが、不幸な家庭はそれ
ぞれにその不幸の様を異にしているものだ。」
（トルストイ『アンナ・カレーニナ』冒頭 ）

目の当たりにし、被災者の口から語られるそれぞれの出来事が、

努力でなんとかしようとして
きた。JIA 青森地域会も震災後に八戸市等に支援協力の申し込み
をしたものの「今のところ自分達で対応できるので必要ない」と
断られ、宮城県や岩手県への支援応援をしてきた。

自身が勝手に思い描いていた「不幸の様」をはるかに超える惨状

でも、どうしても気になって、5 月 29 日に青森地域会有志 5 名

であることが多いためだ。それぞれの悲しみや苦しみがあるだろ

で八戸地区へ調査に出向いてみた。写真はその時撮った住宅被災

うことは判っていても、ユーチューブ等で個々の画像も見ていた

状況である。ともすれば見過ごすところであった「不幸の様」が

けれども、やはりテレビや新聞等の大マスコミの切り方で見聞き

そこに現存していた。前日に岩手地域会三陸調査の協力へ出向い

した我が古びた頭では、現地で触れる情報＝「不幸の様」には肝

たばかりであったが、そのとき見た多くの自衛隊員やボランティ

が震えてならない。

アの方々の活躍する姿は、八戸・階上には無く、市川地区の被災

私の住む青森県は 3 方を海（太平洋、津軽海峡（陸奥湾 ）、日本

住宅では、ご夫婦 2 人だけの、やるせない気持ちが伝わる、静か

海 ）に囲まれているが、3 月 11 日には太平洋、津軽海峡そして陸

で、遅々として進まない片付風景を見た。別の意味での「不幸

奥湾内まで津波が押し寄せた。そのうち、太平洋と津軽海峡に面
した地域（南から、階上町、八戸町、おいらせ町、三沢市、六ヶ所

の様」を感ぜられずにはいられなかった。青森地域会としても、
「東京駅に隣接する行幸通り地下ギャラリーでのパネル展示」に

村、東通村、むつ市 ）が建物や漁業施設や漁船等に被害を受けた。

青森の状況パネルを出せなかったことを今更なが

地震被害も含めて建物被害は、住家で全壊 307 棟・半壊 854 棟・

らに悔んでいるところである。

一部破壊 96 棟、非住家で全壊 508 棟・半壊 685 棟と、決して少な
くない数にのぼっている。これほどの被害にもかかわらず、隣県

岩手

『はまゆり』

大槌町赤浜地区の民宿の上

た。彼の最後の連絡はその現場からであった。
「『はまゆり』が下
ろされる寸前だ。残念だ。
」と声を絞った。こうして一人の画家
の必死の格闘は終わった。

に乗り上げている釜石市の観

「民宿を補強
もう一方の保存賛成派は、防災専門家の 170 人。

（200t）の写
光船「はまゆり」

して『はまゆり』を津波の象徴として残すことで、記憶の風化に

真である。私の友人の彫刻家

よる防災意識の低下を防ぐとともに、世界中からの視察なども期

が撮った。この「はまゆり」

待され町の復興にも役立つ」との理由からである。そのことが地

をこのまま保存するべきか否
かが一時話題となった。
まず、「実にシュールだ」とアーチストの人達は言い、保存を

元紙にも（5 月 2 日付『岩手日報新聞』）大きく掲載された。しかし、
「復旧の妨げになる」
「辛い記憶がよみがえる」という役所や町民
の反応に、その後彼らの声は聞こえなくなってしまった。

求めた。友人である画家の一人は誰に掛け合えば保存が可能にな

さて、私も保存に賛成できない。悲しいことに、その時点での

るのかアドバイスを求めてきた。以後、彼はとことん保存のため

町の行方不明者は 900 人を超えていた。私が被災者なら「それを

に走り回った。町、市、県、そして県復興委員会のメンバー、県

保存補強する金で、妻や子供を捜してくれ」と訴えるだろう。写

会議員と、あらゆるツテを使い自分の主張を伝えた。そのほとん

真の『はまゆり』はバツが悪そうに見える。
「早く

どの人達は賛同し理解を示したが、しかし一向に望む方向に進ま

下ろしてくれ、恥ずかしい」と言っているように

ない。既に地元の役所は危険なので下ろして解体する方針を打ち

感じるのは私だけなのだろうか ?

出していた。事態は好転しないままいよいよ解体する時間が迫っ

秋田

土木構造と建築構造の段取り

防潮堤は、津波を完全に排除するか、津波を受けて部分的に壊
れることで津波のエネルギーを吸収するかのどちらかが考えられ
るが、前者だと防潮堤内の木造建物等は守れるかもしれないが、
ものすごく丈夫な構造物が必要で、後者だと防潮堤内の木造建物
等は完全に壊れてしまう。政府の諮問委員会で、これからは科学
的に考えられる最大限の地震・津波に耐えられる強度の防波堤や
建築の構造にすることになると一度は言ったものの、完全防災で
なく減災へ方針転換しつつあるようだ。
政府が被災した各市町村に土木系コンサルタントを配置したが、
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（JIA 岩手 若松信行 ）

土木工学の方法・哲学の調整が済むことで初めて計画が進むこと
になる。基本的には従来の建築の方法には津波荷重はなかったが、
これからは最低限の津波荷重を要求されると考えられる。土木工
学が、今後どのような防潮システムに変えてゆくかを決めないと、
建築学はどこに本設の復興建物を建てるか、あるいは、どのよう
な防潮対策をした建物を建てるか決められない。それには、皆が
納得する学会基準を待つことになる。
今回の津波埋没被災を拝見したところでは、鉄筋コンクリート
建物の 1 次構造はほとんど壊れていないが、それに付随する 2 次
部材が壊れているようだ。木造建物は、1 次も 2 次もなくバラバ
ラになっていた。鉄骨造の建物は、2 次部材がバラバラなだけで

東北支部
はなく、1 次構造のアンカーが引き抜かれて移動しているものが

るが、日本では土木の構造と建築の構造が別々に教育され、でき

ほとんどだった。

上がった構造物の仕組みも哲学も全く別々のものとなってきてい

言い換えると、土木工学（Civil Engineering）と建築学の構造
（Civil Engineering）の領域分けをどうするかにより、復興計画の

ることが、今回の東日本大震災の背後にある重要な原因かもしれ
ないと、現場を見て感じた。

絵柄が全く変わってしまい、早急に両者の調整を進める必要があ
ると考えられる。それがすまないと、復興計画の最終形が描けな
（JIA 秋田 苅谷哲朗 ）

い。欧州では土木（構造 ）と建築の構造が一体的に教育されてい

宮城

宮城の復興支援活動

1. 被災地域のそれぞれの復興支援活動

に提案する予定としている。
さ ら に、 津 波 被 災 地 域

■石巻市域
㈶宮城県建築住宅センターが石巻市より受託した震災復興基本

に残ったビルを手直しし、

計画の築定に JIA 宮城がグランドデザイン及び地域基本計画の立

「 復 興 ま ち づ く り カ フ ェ」

案に協力することになり、JIA 宮城の会員の中から公募で 12 人が

と し て、JIA 宮 城 が 設 立・

チームとして参加している。

運営する予定である。

石巻市は 1 市 6 町が合併、中心市街地と離散している半島部漁

■亘理町域
被災した JIA 宮城の会長

村の被害が甚大である。
計画では、旧北上川河口に位置する中心部とその東西に広がる

をはじめとした 7 人が軸と

漁港、市場、工業港と半島部の雄勝、北上町相川を重点地区とし

なり、被災住民に呼びかけ

て防災、インフラ、産業、住居の復興案をベースに土地利用の計

て、 前 述 の 閖 上 地 区 と 同

画、提案を行っている。多くの専門家、大学関係者も参加してい

様に甚大な被害を受けた、

お がつ

るが、私達 JIA チームの作業・提案はセンターや市当局からも高

「わたり・あらはま」の設
立を目指している。様々な復興に向けた活動を JIA 宮城が支援す

い評価を受けている。
今後、私達 JIAの基本姿勢である「地元住民との対話交流によ

る。さらに活動のベースキャンプとして、
「荒浜まちづくりセン

る計画作り」を進めるにあたっ

ター」の設立を計画している。

て、JIAも主催者の一つとして

■他の地域

独自に「まちカフェ」を計画し

仙台市東部沿岸地域、岩沼市沿岸地域や山元町の被災住民に呼

た。

びかけて、復興まちづくりへ向けて支援していく方向で考えてい
る。JIA 宮城の担当する人数に限りがあるため、JIA 宮城の会員

6 月 19 日のオープニングイベ

以外の応援が期待されている。

ントでは、ヴァイオリンミニコ
ンサートも開かれ大勢の市民が

2. 復興住まいとまちづくりへの支援活動

訪れた。
さらにこの地域では JIA 会員

■産直の応急仮設住宅

の 2 人が被災者であり、地域と

JIA 宮城の宮城県森林組合連合会の共同提案による応急仮設住

の対話が先行している北上町相

宅は、南三陸町歌津地区に 3 棟（15 戸 ）＋集会場で発注され、10

川、雄勝町の各湾集落、さらに

数回に及ぶ配置、プラン、断面の変更ののち着工し、7 月 31 日の

牡鹿町鮎川についてもセンター

オープンを目指している。

お しか

を通してそれぞれから協力の依
頼があり、私達の復興支援の取
り組みが展開しつつある。

「まちカフェ」オープニングイベント
ヴァイオリンミニコンサート

■復興産直木の家

—コミュニティ再生プロジェクト—

避難地域別の復興支援活動の縦軸に対して、横軸に、この課題
で取り組んでいる。一つは、ランドスケープデザイン上のことや、

■名取市域
仙台湾の一番奥深いところで、古くからの漁港を中心に約
ゆりあげ

7,000 人が市街地を構成していたのが閖上地区である。
今回の震災で死者・行方不明者約 1,000 名、流出破損家屋約

林業、職人等・地域産業発展に寄与することを前提とし、秀でた
建築文化を構築していきたいと考えている。
戸建ての様々な住宅、集合住宅、公営住宅、高齢者対応住宅、

3,500 軒の惨状である。呼びかけ人 3 人（そのうち 1 人は JIA 宮城

保育所・幼稚園、学校、店舗など、コミュニティを構成する全て

の会員が被災者として参加 ）が被災者に連絡し、5 月初め「閖上

の計画について支援していく方向とする。

復興・まちづくりを考える会」を設立した。
第 1 回、第 2 回と、約 50 数名の被災住民が集まり、被災状況

集団移転やあるいは、その場所での再構築、さらに人工台地上
でのまちの構築など具体的なケースでの提案を予定している。

や様々な課題について話し合った。第 3 回は JIA 宮城の会員の他、
早稲田大学の若手研究者（建築・都市計画 ）がファシリテータとし
て参加し、KJ 法による問題点（要求 ）と提案を参加者各自が活発
に行った。それをもとに、考える会として計画をまとめて、市長

（JIA 宮城復興支援委員会委員長 針生承一 ）
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東北支部
福島

今までの概念を変える仮設住宅を

JIA 福島地域会は、初期の応急危険度判定作業がひと区切り

やり直し、それでも我々が

つく時期の 4 月初旬に会合を開き、地域会が災害支援として取

掲げた仮設の理念を叶えよ

り組むべき具体的内容を議論した。議論は、「我々自身も被災

うと奔走した。福島県も JIA

者」
「原発事故で福島の経済は壊滅する」「それでも我々はここ

福島地域会の行動理念を受

に残って活動を続ける」「建築家の職能を発揮すべき時」等々、

け入れ、連携した取り組み

激論が交わされた。なかでも県が行う「木造仮設住宅 4,000 戸

を行っている。7 月 9 日に私

建設の建設業者公募」に対する議論に大半が費やされた。
「業

の事務所から歩いて 3 分ほ

者を支援するのに無報酬なのか」「設計施工は JIA 理念に抵触

どの最終の候補地に、木造

しないか」等の意見が出されたが、「被災者のために少しでも

仮設住宅が着工される。

良い居住環境を」と「フクシマから仮設住宅の概念を変える」
という理念で取り組むことで意見が一致した。

災害のたびにその教訓を
生かすことなく繰り返され

応急木造仮設住宅の公募に対する時間は限られていた。我々

る、仮設住宅の二次的被害

は福島県建設業協会の事務局に出向き、我々が支援することの

が少しでも解消されること

了解を取り付けた。なかば「押しかけ女房」的な取り組みであ

を願うばかりである。

るが、このような災害時は、まったなしの対応が不可欠である。

写真提供：日本ログハウス協会（JIA 福島
はりゅうウッドスタジオ＋日大工学部浦部
研究室）

写真提供：三春の住宅を考える会（三春設
計舎）

あちこちで木造仮設住宅が完成し始めた。我々は今後、木造

わずか 1 週間という短期間での公募資料作成は、会員同士ネッ

仮設住宅の生活環境を調査し、建設からの一連の取り組みを検

ト上のやり取りを主体に、配置、平面、温熱環境仕様、主旨、

証した報告書を作成する。それは、次の災害に備えて、地域が

概算、資材調達計画に分けて行った。

できるあらゆる可能性を含んだ、仮設住宅の概念を変えるもの

公募の結果は福島地域会会員が支援した「日本ログハウス協
会」と「三春の住宅を考える会」が 1 位 2 位を獲得した。

にしたいと思う。
現在は、仮設住宅内敷地内に建設される高齢者サポートセン

これで、福島県の応急木造仮設住宅に JIA 福島地域会が具体

ターの公募に応募して採用になった 6 ヵ所の取り組みを行って

的な関わりをもつことができたわけだが、我々の仮設住宅の理

いる。本業そっちのけの取り組みに会員から悲痛の叫びのメー

念に少しでも近づけるには、県内各地の木造仮設住宅建設にど

ルが届くときもあった。

う関わるかが重要である。単に数を補うのではなく、特にコ
ミュニティーや場所性を重視した配置計画が大切である。
我々は、福島県建設業協会の約 1,000 戸の配置支援を取り付
け、日本ログハウス協会の 500 戸と三春の 100 戸とあわせて

我々も、
「被災民が互いに助け合うことこそが絆を深めるこ
とであり、そのことがコミュニティーの原点だから、我々がで
きることを精一杯やろう」と励まし合いながら取り組んできた。
「巧緻は拙速に如かず」。高所にかまえずに、地元建築家として

1,600 戸の配置に関わった。一ヵ所の敷地に複数の業者が作業

今できることを今やることが、建築家ができる

するため、4,000 戸の大半の配置を支援することとなった。

“ 瓦礫撤去 ”である。

それからは、まさに走りながらの対応に追われる日々が続い
（JIA 福島地域会会長 辺見美津男 ）

た。戸数の変更や候補地の変更。そのたびごとに配置計画の

山形

復興に団塊パワーを活かす

内陸部の山形では、大きな被害は受けなかったが、同じ東北

のニューヨークでは「このビルも日本人が買った」と説明を受

人として片肺を失ったような息苦しい状態が 3.11 以後続いて

けたが、その後地域の企業は海外へ、失われた 10 年が 20 年と

いる。この未曾有の大震災によって「戦後の終わり」との論評

なり、3.11 を迎えた。団塊世代も還暦を過ぎ、もし次代へ向け

も多い。

た 22 年間の取り組みができるとしても、最後の社会活動とな

過ぎ去ってみれば、戦後の時代とともに生きてきた我々団塊
世代にとっても、この 66 年間は特別な意味を持つ。この 66 年
間を真摯に振り返り、復興の礎としなければならない。

66 年 間 を 3 つ の 時 代 に 分 け る と、 そ れ ぞ れ 22 年 間 と な

団塊世代の有する特質、それは圧倒的なマンパワーと、幼少
より多くの仲間とともに切磋琢磨し、生身で獲得してきた技術
や技能である。その有形無形の資産は日本の財産であり、こ

る。戦後日本の復興の時代（1945 ～ 1967）、経済大国へ進む時

の「団塊資産」を復興の礎とし、次代の日本へ、

代（1967 ～ 1989）、バブル崩壊後の失われた 20 年（1989 ～ 2011）。

我々の子供へ受け継ぐ。それが団塊の歴史的な宿

偶然だが、多くの団塊世代は納得してくれるだろう。

命のように思えてきた。復興に団塊パワーを活か

高校時代の 1966 年には新幹線で関西に行き、1989 年旅行先
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してもらいたい。

（JIA 山形 二宮正一 ）

北陸支部

JIA2011 北陸支部大会 in 福井

2011 年 5 月 14 日、15 日
福井商工会議所

9 回目を迎えた北陸支部大会
全会員の結束の強さを実感
北陸支部では毎年総会にあわせて支部大会を開催し、2 日間

に向けて JIAの将来像を議論していかなければなりませんが、

にわたって基調講演とセミナーを実施します。基調講演等は支

こういった場を通して支部会員の意見をくみ取っていかなけれ

部役員会で決めますが、セミナーは 3 つの地域会がそれぞれ担

ばならないと思っています。

当します。基本的には各事業は地域会で行うため支部主催事業

今後は今以上に地域会の独立性を認め、各地域で市民を巻き

はこの支部大会がメインとなります。今年度は福井開催としま

込んだ活動を繰り広げなければなりません。そのうえで支部と

した。北陸支部の会員数は 148 名でここ数年間微増していま

いう少し大きなエリアで会員の連帯を図っていくのが JIA 組織

すが、福井においては伸びてはいるものの絶対数は 22 名と少

として最もふさわしいのではと考えています。それにはここ北

なく、さらなる会員増強をという願いを込めての福井開催です。

陸がモデルとなると、多少自画自賛ではありますが思っている

北陸支部の規模はほどよいものと常日頃感じています。同じ

次第です。

北陸といえどもそれぞれの地域により違った伝統文化を継承し
ており、考え方も差異があるように思えます。こうした差異を
お互い感じながらも各地域の会員が一堂に会する支部大会は、

JIA 北陸支部長

会員相互の懇親の場でもあり大変貴重です。これから公益法人

2002 年にスタートした支部大会、20 周年記念大会の 2008 年

西川英治
元副会長に講演をお願いしました。建築基本法の制定も見据え、

を除き、9 回目を迎えました。一般公開とした近年では 2 日間

建築生産システム全体の法体系（資格 ･ 品質・業務 ）の整備の

の動員数が 350 名を超え、講演やセミナーへの一般の参加者も

必要性を再認識しました。

増え、かなり定着した活動になってきました。

◦大会記念講演

◦全国大学卒業設計コンクール支部公開審査会

北陸支部では近代の建築創出・都市開発の

昨年から支部大会へ組み入

反省点から「建築を愉しむ」ことも必要だと

れました。他のプログラムと

捉えています。自然と建築を愉しみながら地

相まって、会員に加え多くの

域を創る建築家として竹原義二氏をお迎えし

学生が参加するようになりま

ました。一般の方を含む 86 名の参加の記念

した。今年は審査委員長に小

講演となりました。「石井修から学んだもの」

島孜近畿支部長を迎えました。

を楽しく、面白く語っていただきました。JIA25 年大賞を受賞

審査での活発な意見交換、鋭い質疑応答があり、白熱した審査

し、緑と共生した建物を数多く手がけた石井修氏の魅力を再発

会となりました。

見できたよい機会でしたが、竹原氏ご本人のお話や作品紹介の
時間がなくなり、「もう 1、2 回来

◦通常総会

ないとダメだね」と北陸支部での

今年は福井での開催でした
が、4 割の正会員の出席があ

再度の講演を約束していただき、

り まし た。 支部活 動 に つ い

参加者一同びっくり。早々に機会

て、正会員 ･ 賛助会員 ･ 準会
員、 すべ て の会 員 に よ る 事
業推進、全員参加を目標としている北陸支部では、2009 年から

を作りたいと思います。
◦いつも大騒ぎの懇親会
プログラムのゲストをご招待しての懇親会はもう恒例となり

議決権はありませんが賛助会員 ･ 準会員の出席を促しています。 ました。真面目ですが、ノリがいい北陸支部の正 ･ 賛助 ･ 準会
今年は賛助会員 9 名・準会員 5 名が出席しました。西川支部長

員はよく飲み、よく食べ、よくしゃべります。ほとんど強制的

の二期目再任の確認をし、活発な活動を推進する北陸支部では、

な全員のスピーチ大会もあり、いつも大騒ぎです。ゲストの方

JIAの将来像を地域会・支部から発信するボトムアップの組織

は必ず「まとまりのある支部」とおっしゃいますが、北陸支部

を目指したいとすることで一致しました。

はこの結束の強い全会員で支えられていることを実感するひと

◦大会特別講演

ときです。

毎回、本部報告会として本部執行部から JIAの現状や取り組
むべき課題を報告していただいています。今年は課題を「建築
家資格・業務など建築関連法の抜本改正」に絞り込み、河野進

（JIA 北陸支部常任幹事 清水

純）
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支部便り

北陸支部
JIA2011 北陸支部大会 in 福井
セミナーⅠ 石川地域会

「愉しむ / 建築を介する『つながり感』」
［パネラー］
◦盛下敏成
こども建築塾、活動 1「しんぶんしドーム」、活動 2「わ
くわくこども未来城下町づくり」の展開に観る『つなが
り感』その他活動団体の事例紹介
◦山田憲子
「おくりいえプロジェクト」と「つなぎ隊」の今とこれか
らの展開に観る『つながり感』
◦平口泰夫
三十余年の番外アート活動による『つながり感』
以上の具体事例を紹介し、建築を媒体とした、コミュニケー
ションとしての「つながり感」について語り合いました。

それぞれのパネラーにとっての「つながり感」
盛下敏成氏は「しんぶんしドーム」の親子と JIA 会員の連帯
感で「創り上げる」愉しみがこどもたちの社会的協調の育成に
つながり、「わくわくこども未来城下町づくり」を通して、こ
どもたちに建築に興味を抱いてもらい、創造の愉しさを通して、
健全に育ち成長に繋がってくれると確信。そのような思いを、

石川地域会は 2009 年度は「リアクションあるアクションを
まちへ」
、2010 年度は「脱領域／ハイブリッドな交歓」をス

県外や世界へ発展展開することを願ってこれからも継続してい
きたいとのこと。

ローガンに掲げ、活動を展開しました。今 2011 年度は「愉し

山田憲子氏は、
「おくりいえプロジェクト」に老若男女、さ

む／建築を介する『つながり感』」です。それぞれのスローガ

まざまな人々が 100 人単位で集って、ピッカピカに化粧されて

ンは年度で途切れているわけではなく、つながり連動作用して

甦って現れる町家と一体となった感激、そして素晴らしい笑顔

います。

を残して、次に期待してくれる、そんなつながり感に人間の優

私たち石川地域会では、各事業は、その「連動作用」を発揮
しつつ発展的継続を持続しています。事業 0「おくりいえプロ
ジェクト（企画：つなぎ隊 ）」や事業 1 の「こども建築塾／しん

しい本質を観て、人間社会も、まだまだ満更ではない実感を味
わっているとのこと。
私、平口泰夫は、建築は生きる生業であるのは事実ですが、

ぶんしドーム、わくわくこども未来城下町づくり」などは、そ

生きている証の一つであって、他にもいろいろ創作活動を試み

のつながり連動作用がもっとも実践展開されている事例だとお

ていますが、それぞれは証の一つという観点からは等価だとの

もっています。

おもいがあります。生け花展に参画したり、他のアーティスト

それぞれの事業の委員長である盛下敏成さんは「プロジェク

とのコラボ展などから多くのアーティストのおもいを知り得て、

トを通じて、町に溶け込んでいくこと、たくさんの方の笑顔を

そのことが領域を超えた、いやまさに人間社会そのものを実感

見られること、人と人とがどんどんつながっていくことに歓び

することなのです。建築を実務的に捉えるのではなく、建築は

を感じ、愉しい」と言います。

人間を感じる一つの手段であり、人間が生きる日常の手立ての

そこで、2011 年度石川地域会のスローガンを、若き 2 人（盛
下氏、山田氏 ）の思いを融合し「愉しむ／建築を介する『つな

一部である、まさにそれが「つながり感」である
と思います。

がり感』
」としました。そして今回のシンポジウムのタイトル
（石川地域会代表 平口泰夫 ）

にもしました。

セミナーⅡ 富山地域会

「集まって住むを愉しく」
講師

谷内田章夫氏
や

ち

だ

今日まで 70 棟近くの集合住宅を手掛けて来られた谷内田氏
に、集合住宅のあり方について熱く語っていただきました。一
般に集合住宅の現状と言えば、決まったパターンを組み合わせ
た形式的なものが多く、まして隣人とのコミュニケーションの
場など考えてないように思えます。
谷内田氏は、消費者が求めているものは何なのか、場所性、
経済性、快適性や共有性など多様な面から設計しなければいけ
ないと強調します。例えば、この場所でしかできないものは何
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谷内田章夫氏を講
師にお招きしたセ
ミナーⅡ

なのか、一戸当たりの限られた面積で生活にゆとりを持たせる

面的な数字では量れない立体的な空間ができた。仕上げは内

にはどうすれば良いか、隣人とのコミュニケーションを大切に

部をコンクリート打ち放しとフローリングにして家具は合板

するには何が必要か、メンテナンスの掛からないものにするに

を使うなどメンテナンスの掛からないようにした。入居者に

はどのような仕上げにすれば良いかなど、作品をとおして語ら

感想を聞くと狭く感じないと言っていた。

れました。

その他の集合住宅のケース

●講演内容
海岸の集合住宅「ALBA」のケース
近くに東京湾を眺めることができる 28 戸の集合住宅であ

全て中庭に面する住戸や屋上庭園のあるもの、通路に
ちょっとしたテーブルを置いて誰でもくつろげるようにする
など、既製概念にとらわれないコレクティブハウスもある。

る。初めてこの地に立ったとき海が見える生活ができたら良

最近はコモンダイニングやコモンリビングを設けるなど豊か

いと思い全戸から最高の眺めになるように計画した。室内は

な設備を共有するケースもあり、家賃は高くなるがこのよう

2 層吹き抜けのリビングルームを中心に引き戸や可動家具で

なスタイルを楽しむ方が増えてきている。「集まって住む」

領域に変化を持たせることができるワンルームになっている。

ことの大切さをとても感じている。

また、なるべく空間を無駄なく使おうと天井高さを 3.8mと
り開放的にしている。入居者は単身者が主だが中には 4 人家

谷内田氏は、今後は大きなものでなく、小さくても野菜をつ

族の方もおられ、海を眺められることで評判が良く、この場

くる場所があったり、井戸端会議ができるコモンスペースなど

所でしかできないものになった。

入居者間のコミュニケーションの場を大切にしていきたいとお

都立大の集合住宅のケース

話ししていました。現在、3 人の建築家と色々なライフスタイ

路地状の敷地に長屋を重層させた集合住宅である。開口部

ルを想定してつくっているプロジェクトがあるそ

が一面しか取れない、また建物の高さに 10mの制限があるな

うですが、「
『愉しい建築』は楽しくやらなければ

ど厳しい条件であった。プランとしては空間を高くすること

いけない」と最後に語られセミナーは終了しまし

で十分な採光と通気がとれ、さらにロフトをつくることで平

た。

（富山地域会代表 大野博和 ）

セミナーⅢ 福井地域会

「歴史の町、福井」散策
支部総会の最後は、久しぶりに会場が福井市ということもあ
り、ウォークラリー形式で「歴史の町、福井」を散策していた
だきました。
折から NHKの大河ドラマ「お江」が放映されていることも

御廊下橋

でもあり、今年は市をあげて観光客を誘致しているところです。
もともと福井は松平藩の城下町でしたが、空襲とそれに続く
福井大地震により壊滅的な影響を受けました。そのため、復興
は進んだものの、急激な都市整備の影響からもとの城下町とし
舎人門

ての潤いが消えてしまいました。
近年「福井歴史のまち」と掲げ、さまざまな歴史的な施設が
整備、復元されてきました。
整備、復元された歴史的施設を見学

しながら、また現代の構造耐力的なものも考慮に入れながら復
元されたそうです。
「養浩館及び養浩館庭園」は藩主の別邸であり、米国で発行

今回北陸支部の皆さまに観ていただいたのは、そのなかか

されている日本庭園専門誌『ジャーナル・オブ・ジャパニー

ら 3 箇所、以前城内の内堀に架かっていた「御廊下橋」そして

ズ・ガーデニング』において全国 3 位にランクされている名園

「舎人門」、そしてお城の近くにある「養浩館及び養浩館庭園」
です。
講師は「御廊下橋」と「舎人門」の復元に携われた、福井工
業大学の国京克己先生にお願いしました。
先生のお話では、歴史的なものの復元は残された写真や文献

です。
当日は春らしい気持ちのよい日和で、特に「養浩館」ではお
抹茶も立てていただき、会員の皆さんに「歴史のまち、福井」
を堪能していただいたものと思っています。
福井地域会は現在会員数 22 名程度であり、全員一丸となっ

をもとに行なわれますが、残されているものには限度があり、

て大きなイベントをお世話し、参加できましたこ

その場合はあくまでも想像力と、独自の解釈に基づいて進める

とは会の活性化にもつながり、とても有意義な経

しかなく、完璧な復元というものはありえないとのことでした。

験になりました。

今回も市内はもとより、全国にある同じような施設も参考に

（福井地域会代表 五十嵐清人 ）
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JIA 環境建築賞・JIA25 年賞
2010 年度 JIA 環境建築賞（第 11 回 ）受賞作品
■住宅
優秀賞 谷万成の家
神家昭雄
神家昭雄建築研究室

写真 : 大橋富夫

優秀賞

風 Fuu
彦根アンドレア
彦根建築設計事務所

最優秀賞 五反田の家

写真 : 井土英世志

佐々木敏彦
大久手計画工房

入賞

写真：Toshihiro Sobajima

A-ring
山下保博
アトリエ・天工人

■一般建築

優秀賞

優秀賞

七沢希望の丘初等学校

川本製作所東京ビル
石原直次
日建設計

中村 勉
中村勉総合計画事務所

優秀賞

北名古屋市立西春中学校
高木耕一 瓦田伸幸
東畑建築事務所名古屋事務所

入賞

北海道大学工学部建築・都市スタジオ棟
菅野彰一
北海道日建設計
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写真 : 新建築社写真部

写真 : 石黒

特別賞

株式会社共栄鍛工所
北園 徹
北園空間設計

新鍛造工場

知久昭夫
知久設備計画研究所

守

JIA NEWS

JIA25 年賞（第 10 回 ）
東大和市立中央図書館

江東区教育センター／江東区立東陽図書館

阪田誠造
坂倉建築研究所
田部井泰輔 雨谷豊秋
山岡嘉彌
梓設計
坂倉建築研究所
（現・山岡嘉彌デザイン事務所 ）

塩原達郎

写真 : 澤田聖司

聖コロンバン会本部

長島孝一
AUR 建築都市研究コンサルタント

成城・交差点の家

名護市庁舎

早川邦彦
早川邦彦建築研究室

象設計集団 + アトリエ・モビル

三井物産本店ビル

大龍堂書店

岩崎美術館

吉村篤一
建築環境研究所

槇 文彦
槇総合計画事務所

八ヶ岳美術館

長野市立博物館

日建設計

写真 : 篠沢

裕

箱根プリンスホテル

（現・ザ・プリンス箱根 ）

故・村野藤吾
村野・森建築事務所

中京郵便局

（現・郵便事業株式会社中京支店 ）

写真 : 相原

功

（原村歴史民俗資料館 ）

写真提供 : ㈱プリンスホテル

故・村野藤吾
村野・森建築事務所

写真提供 : 原村

旧郵政大臣官房建築部
（現・日本郵政一級建築士事務所 ）

宮本忠長
宮本忠長建築設計事務所
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理事会報告
■ 2011 年 6 月 27 〜 28 日

第 191 回理事会

議事速報

失警告書の発送、8 月 15 日までに完納しない場合は、8 月 23 日
の理事会で該当する会員の資格喪失処分の決議予定。

●日

時：2011 年 6 月 27 日㈪

		

21 時 00 分〜 23 時 00 分

6 月 28 日㈫
●場

所：川奈

15 時 30 分〜 19 時 00 分
【協議事項】
１．2012 年度 JIA 大会の開催場所の確定協議をしたが決まらず、7 月

8 時 30 分〜 12 時 15 分

の支部長会議で決定し、次回理事会に報告し、理事会確定の方向。

岩本組保養所

２．定款改定を決議する臨時総会の開催日が協議の末、9 月 25 日㈰午
【審議事項】 以下が承認された

後と決議された。名誉会員証授与式も総会に引続いて行う予定

１．委員会の改廃と委員の委嘱

（場所は建築家会館を想定 ）。この決議の結果、9 月理事会は当初

・従来の基本問題委員会と対社会行動会議の統合による「設計
環境改革委員会」の新設

22 日㈭としていたが、総会と同日の午前中開催へと変更となった。
３．顧問弁護士の精査、推奨等を取り入れた定款改定案をベースに

・文化・交流・表彰委員会の、「表彰委員会」と、「文化・交流
委員会」への分割

して徹底集中協議をした結果、意見の集約と定款案確定の方向性
が出た。7 月以降早急に各支部へ専務理事等が訪問、質疑応答を

・「事業管理委員会」の新設、「リトアニア日本建築家展」の所
期の目的達成による解散

して合意形成を進める。
４．UIA 大会もいよいよ 3 ヵ月直前となるが、目標に対し 800 名程の

・任期 2 期 4 年を超える一部委員の 3 期目継続例外承認

登録不足となっており、家族や他団体知人への積極的な勧誘策を

・その他 2011 年度委員会の委員長・委員の委嘱・解嘱

協議した。

２．滞納会員の資格喪失処理

【報告事項】

・資格喪失承認後、分割払い等で喪失留保の会員で期限後も完

１．災害対策ファンド規定の改訂を進めるが、当面運用管理は理事
会が行うことが確認された。

納しない滞納会員の資格喪失確定等。
・本年度新たに 2 年間分を超える会費滞納会員への督促と資格喪

２．士会連合会との資格制度の統合協議動向が報告された。

続研修 CPD」の単位取得不足によるものや、「登録建築家」の

新たな建築設計資格制度構築に向けて

方々の高齢化等が考えられますが、制度の「意義」と「理念」
がまだまだ理解されていないこともあると思います。今後「登
録建築家」候補の若手建築家に率先して「意義」と「理念」を

社団法人 日本建築家協会副会長

東條隆郎

理解されるような広報、周知活動を鋭意行っていかねばならな
いと考えています。

現在、㈳日本建築士連合会と㈳日本建築家協会は、それぞれ

は下記を基本方針として協議に取り組むこととしています。

と「登録建築家」資格制度をもとに、新たな社会制度としての

・ 現行の「登録建築家」制度と同じく UIA 指針との整合性を

「建築設計資格制度」の構築を目指し協議を進めています。

2002 年の「新たな『建築資格制度』創設に向けての 2 団体合
意書」以来二つの動きを収斂させるため、二会において合意点

持った制度とすること（現行の「統括設計専攻建築士」
「登
録建築家」の両制度とも認定基準は概ね UIA 指針と同等ま
たは上回っている ）

を求め協議を進めてきました。同時に両会ともに建築資格制度

・ 認定基準の統一及び第三者性を持った「認定機関」の設置

を創設後、2003 年から試行、それぞれオープン化を経て現在に

・ 新資格制度発足に際しては士会の「統括設計専攻建築士のう

至っています。資格制度の意義は、両者ともに、消費者保護を

ち一級建築士であるもの、または JIAの「登録建築家」であ

含め公益性保護の観点から個人の専門家としての知識と能力を

るものは基本的には追加的な審査が無くとも当該資格者にな

証明し、能力保証に関わる情報開示を目指したものであり、こ

ることに配慮すること

の 10 年あまりそれぞれの会が制度の充実と定着を図ってきた
ところです。しかしながら残念なことに JIAの「登録建築家」
の登録者数は 2,500 人を超えるものであったものが、登録更新
を経るたびに漸減し現在では約 2,000 人ほどの登録数となって
います。この原因としては、登録建築家に義務づけられた「継
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「新たな資格制度」構築の協議を進めるにあたり、JIAとして

取り組んでいる建築資格制度である「専攻建築士」資格制度

●
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（仮称 ）
・ 新資格制度の名称候補として「統括設計一級建築士」
とすること
・ UIA 大会時に両会で「新たな資格制度」構築・ロードマップ
を公表すること

JIA NEWS
本部便り
●臨時総会開催について

第 191 回理事会において、臨時総会の開催が決議されましたのでお知
らせ致します。
日

時：2011 年 9 月 25 日㈰ 14:00 ～ 16:00（予定 ）

会

場：建築家会館 1 階大ホール（予定 ）

予定議案：公益法人化申請のための「定款改定」について

等

● 6 月度理事会を合宿で開催
6 月 27、28 日の両日、伊豆川奈の研修施設にて合宿理事会が開催され、
JIAの懸案事項について会長以下参加理事の間で長時間にわたる真剣
な議論の末、定款改定に関しての疑問の解消、UIA 東京大会の成功に
向けての意思統一はじめ、理事の意識統一が図られました。
審議・協議された事項は理事会速報を参照。

●建設事業関係功労国土交通大臣表彰
7 月 11 日、国土交通省は 2011 年度の建設事業関係功労国土交通大臣
表彰の表彰式を行った。
JIA 会員での受賞者は下記の通り。芦原 太郎氏、栗原 憲昭氏、佐野
吉彦氏、国吉 真正氏。

編集後記
『JIA MAGAZINE』
編集長

古市徹雄

■新規入会承認者
承認日：5 月 31 日、6 月 23 日
北海道支部

櫻井百子

アトリエ momo

東北支部

樋口裕二

樋口建築研究所

東北支部

布施剛臣

鈴木建築設計事務所

関東甲信越支部

柴田晃宏

小山工業高等専門学校 建築学科

関東甲信越支部

荒木倫美

荒木倫美建築設計事務所

関東甲信越支部

秋山順之助

渡辺建築事務所

近畿支部

岸上勝彦

岸上勝彦 + 明建築工作舎

近畿支部

中村利明

ナックス建築設計事務所

沖縄支部

門口安則

アトリエ門口

今月号からプロポーザル・コンペの在り方を色々な方からご意見を頂き考えていきたいと思います。最近 JIA
の多くの会員の方々からも現行のプロポーザル・コンペに関して色々な意見を頂きます。特に必要以上と思わ
れる実績や一級建築士の数が多くの若手の建築家の門戸を閉ざしていることに未来の建築文化の危機を感じま
す。コンペにお詳しい馬場さんにご意見を伺いました。また、海外のコンペ事情などもできるだけ多く掲載し
ていきたいと思います。今月はバルセロナ市で事務所を運営されている小塙さんにスペインの建築やコンペの
状況を書いて頂きました。色々参考になることもあると思います。UIA2011 年も迫ってきました。大震災の
後を受けて内容も煮詰まってきたようです。ぜひ奮ってできるだけ多くの会員に参加をして頂きたいと思いま
す。今月号からできるだけ地方の会員の活動を全国の会員に広く知って頂き、互いの情報交換の場となるよう
な支部便りを充実させていきたいと思います。今月は東北と北陸の会員の活動が報告されています。今後ます
ます各支部からの活動のご報告を掲載していきたいと思いますので、宜しくお願いします。

■ JIA 支部一覧
■北海道支部
〒 060-0061
北海道札幌市中央区南1条西8丁目14-3 札幌第2スカイビル 5F
TEL 011-261-7708 FAX 011-251-4866
URL http://www.jia-hok.org/

■近畿支部
〒 541-0051
大阪府大阪市中央区備後町 2-5-8 綿業会館 4 階
TEL 06-6229-3371 FAX 06-6229-3374
URL http://www.jia.or.jp/kinki/

■東北支部
〒 980-0802
宮城県仙台市青葉区二日町 17-21 北四ビル 3F
TEL 022-225-1120 FAX 022-213-2077
URL http://www.jia-tohoku.org/

■中国支部
〒 730-0013
広島県広島市中区八丁堀 5-23 オガワビル
TEL 082-222-8810 FAX 082-222-8755
URL http://www.jia-chugk.org/

■関東甲信越支部
〒 150-0001
東京都渋谷区神宮前 2-3-18 JIA 館 5F
TEL 03-3408-8291 FAX 03-3408-8294
URL http://www.jia-kanto.org/members/

■四国支部
〒 780-0084
高知県高知市南御座 16-23
TEL 088-885-6688 FAX 088-885-6688
URL http://www.jia-shikoku.org/

■東海支部
〒 460-0008
愛知県名古屋市中区栄 4-3-26 昭和ビル
TEL 052-263-4636 FAX 052-251-8495
URL http://www.jia-tokai.org/

■九州支部
〒 810-0022
福岡県福岡市中央区薬院 1-4-8 あずまビル 2F
TEL 092-761-5267 FAX 092-752-2378
URL http://www.jia-9.org/info/

■北陸支部
〒 920-0805
石川県金沢市小金町 3-31
TEL 076-229-7207 FAX 076-229-7208
URL http://jia-hokuriku.org/

■沖縄支部
〒 900-0014
沖縄県那覇市松尾 1-12-8 松尾ハウス 6F
TEL 098-941-1064 FAX 098-941-1079
URL http://www.jia-okinawa.org/
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出展募集中

http://www.10000architects.com/

（公式ウェブサイトは、JIA 本部のサイトにあるバナーからもアクセスできます ）

早期割引
期間延長
のご案内

UIA2011 東京大会への参加登録は、8月31日㈬までにお申し込みされると、登録料
50,000円のところ40,000円に割引になります。
お申し込みは個人、または法人（複数）でできます。

第 11 回 日本建築家協会 (JIA) 25 年賞
推薦のお願い
１．目

的

２．推薦ならびに候補作品

25 年以上にわたって「長く地域の環境に貢献し、風雪に耐え美しく維持され、社会に対し
て建築の意義を語りかけながら、過去の遺産に終らずに、我々と同世代を生き続けてきた
建築」を表彰し、あわせて「その建築物を美しく育て上げることに寄与した人々（建築家、
施工者、建築主及び維持管理に携わった者 ）
」を顕彰することにより、作品がこれからも
生き続けていくことへの契機となることへの期待と、多様化する価値基準の中で、建築が
果たす役割をあらためて確認するとともに、次世代につながる建築物のあり方を提示する
ことを目的とします。

JIA 館

⑴ 身近にある本賞の趣旨にふさわしい作品をご推薦ください。本会会員、一般を問わず、
すべての方が推薦できます。自薦も可能です。
⑵ 作品は日本国内に実在し現在も使用されているもので、原則として 2011 年 7 月末現在
で竣工後 25 年以上のものを対象とし、25 年～ 30 年を目処とします。また、建物用途の
変更の有無は問いません。
⑶ 他の賞の受賞歴は不問です。また本賞の顕彰を受ける建築家、施工者、建築主の重賞
は妨げません。
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出展の概要は公式ウェブサイトから

MAGAZINE

同展は公式ウェブサイトにて出展者の応募受付・応募された作品の公開を行っ
ています。
サイト上での出展（無料出展）は、随時出展者募集中です。

JIA

一万人の建築家展は、建築を通して、各国・地域の文化を伝えつつ、広く社
会に向けて建築を PRしていくことを目的とし、建築家であれば世界中の誰で
も、無料で作品を応募することができる「参加型」の展覧会です。
当展覧会は、UIA2011 東京大会の関連イベントとして、JIAと UIA2011 東京
大会日本組織委員会（JOB）とが実施するものです。

建築家 architects

一万人の世界建築家展

３．推薦方法・受付期間

本賞は、JIAが文化としての建築のあり様を社会に根付くという視座から問い直す試みであり、また同時に、市民に対して文化としての建築の意義を訴える試みでもあります。
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■詳細は JIA 本部の HP http://www.jia.or.jpの賞（アワード ）情報をご覧下さい。

vol.

⑴ 期間…2011 年 7 月 1 日㈮～ 8 月 22 日㈪締切（郵送の場合、締切日消印有効 ）
⑵ 推薦は、当該建築が所在する JIA 支部事務局へ、下記⑶に記載する書類の送付または持
参をもって行うこととします。ただし、DATA 提出は下記⑶の4記載の通り。
⑶ 推薦に必要な書類
		 1推薦状（HPからもダウンロードできます ）１通
		 2作品の現状がわかる写真 2 ～ 5 枚程度
		
大きさはキャビネ判程度（白黒・カラー・コピー自由 ）
		 3その他、当該建築物に関する記述文書、パンフレット等
		
なお、審査過程で図面、スライド等の追加資料が必要な場合には、提出をお願いす
ることがあります。
		
提出された書類は希望により返却します。
		 4DATA 提出の場合は PDF 形式として tmurayama@jia.or.jp にお送り下さい。

