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建築家会館です

株式会社

建 築 家 のための保険
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。

充実のオプション

①「構造基準未達」

2010 年 4月より導入

建築物に物理的滅失もしくは損傷を伴わない場合でも、構造基準を
満たさないために、法律上の損害賠償を負った場合の損害を補償。

②「建築基準法等未達」

2013 年 4月導入

建築物に物理的滅失もしくは損傷を伴わない場合でも、①の構造計
算ミスの補償以外の幅広い法令に規定される建築基準法および所定
の建築基準関連法令に定められている基準を満たさないために、法
律上の損害賠償を負った場合の損害を補償。

毎月 25 日締め翌月 1 日加入。
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 !

http://kenbai.jp/
追加加入申し込み・保険料の試算・事故事例閲覧などご利用ください。
またご加入後に加入証明書の印刷などが、カンタンにできます。

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。
（補償内容等詳細は「ご案内」をご覧ください。
）

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。
（補償内容等詳細は「ご案内」をご覧ください。
）

パンフレットをご希望の方、また詳細につきましては、下記までお問い合わせください
《JIA指定代理店》
株式会社建築家会館

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-3-16

http://www.kenchikuka-kaikan.jp/

TEL：03-3401-6281

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
〒100-8965

東京都千代田区霞ヶ関3-7-3

FAX：03-3401-8010

TEL：03-3593-6453

FAX：03-3593-6751
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マスジッド・イマーム広場—イスファハン
（イラン）
イスファハンは 16 世紀サファーヴィ朝の
都となって以来繁栄を極め、ヨーロッパの
人々は「世界の半分」と称えたほどであっ
た。
都の中心をなすのが 480メートル× 180
メートルという広さを持ったマスジッド・
イマーム広場である。
広場はポインテッド・アーチの繰り返しか
らなる 2 層構成の建物に囲まれている。1
階には店舗が入り、2 階はアーチ状の開口
が規則正しく並ぶ。広場は南北に長く、東
西に軸線が直交し広場中央正面には最も重
要なマスジッドシャー・モスクへ至る象徴
的なイワン（門）が置かれ、その反対には
バザールへ至る門が対峙する。東西の軸線
上には西にチェヘル・ソトゥーン（宮殿）
、
東にはシェイフ・ルトゥール・アッラーの
モスクが立つ。それらの 4 つの建物の形態
は広場に変化とアクセントを与える。
マスジッドシャー・モスクのイワンの大
アーチは 27.4メートルの高さを持つ。背
後のモスクは広場の南北軸に対して 45 度、
角度が振られて配置されている。その理由
はこのモスクが建てられる以前に旧市街が
作られていたためである。
しかし、50メートルほどの高さを持つ巨大
なドームが広場に対して角度が振られてい
ることが広場空間にエキセントリックなシ
ルエットを与え、このモスクのシンボル性
を強めている。
ドームは単純なフォルムで、やや玉ねぎ状
に膨らんだ形態をもつが、余分な装飾や付
加物はいっさいなく、真っ青なプルシャン
ブルーがこの形態の強さを強調している。
ドームの天井は息を飲むほどに見事なアラ
ベスク文様で、その中でも植物文様は極め
て精緻、複雑でしかも完璧な幾何学にのっ
て作られていて、一瞬スケールや高さを忘
れてしまうほど現実離れした美しさを保っ
ている。
アラベスク文様が中庭のファサードやイワ
ンに徹底して用いられ、豪華で華麗な表情
を作り出している。
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アラベスク文様はアラビア語からくるカリ
グラフィーでコーランの一節を引用し、信
者にイスラムの教えを説いている。
イスファハンにはこの広場に加え美しいバ
ザール、モスク建築、橋梁が数多く点在す
る。世界で最も美しい都市のひとつと言っ
ても過言ではない。

（写真・文：古市徹雄）
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特集
建築・都市の
パラダイムシフト

長い時間の流れの中で
「いま」を考える
住つくり出すという考え方は、これからの集合住宅やまち並み、都市をつくり出すヒントになってい

宅を中心に設計活動をされている塚本由晴さんに、お話をうかがいます。
「個」が集まって「全体」を

くかもしれません。また、大きな時間軸で「過去」
「いま」
「未来」を捉え、そこでの私たち建築家の立ち位
置を考えることの重要さを感じました。
（
『JIA MAGAZINE』編集長 古市徹雄）

個に偏重した 20 世紀

———ライフスタイルの転換 ⓭
●

方が決まっていて、あまりものを考えない人でも暮らし

古市● 3.11 以降、塚本さん自身の仕事や考え方に何か

ていけました。ところが、全員が個として独立した状態

変化はありましたか。

でなければならなくなったときに、実際にコミュニティ

塚本● 3.11 以降だからということは、あまりないよう

が傷んでいったし、人々の結びつきや共有しているもの

な気がしますが、その前からなんとなく考えてきたこと

がずいぶん弱まっていったので、それが近代以前とは違

が、より確信に近づいた感じです。

う種類の生きにくさにつながっていった気がします。

20 世紀はあまりにも個を強調して、私有することに

人間の生活は「いま」だけではなくて、いまをつくり

大きな価値を置いて市場を開拓して、人々を消費者につ

あげてきた過去に結びついているはずだし、
「ここ」を成

くりかえて経済を活性化してきました。その過程で目新

立させている「よそ」も必ず持っているはずなのですが、

しさや差異が重視され、
「新しい」ことに最大の価値が置

それらを忘れさせるような「いま、ここ」の価値ばかり

かれるようになりました。いろいろな人が指摘していま

が強調されるようになって、その息苦しさをみんな感じ

すが、私もそれはいきすぎだと思っています。自由主義

ていると思います。

経済、ネオリベラリズムがあまりにも強制的な自由に

古市●江戸の長屋などは非常にオープンでパブリックな

なっていて、
「おまえは自由なんだから自由に振る舞え」

部分のウエイトが大きく、そこでのアクティビティがか

と言われても、実は自由って何だかよく分からない人が、

なり制限され、それらが生活のルールになっているわけ

ほとんどではないでしょうか。

ですが、近代的な集合住宅では個が重視され、ほとんど

20 世紀的な個人化が進む前は、もう少し共有してい

塚本由晴氏に聞く
002

るものがあって、そこでみんなある程度振る舞いや生き
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パブリックがなくなってきます。不自由な自由とでもい

ません。一方でそれが建設活動を活性化した側面もあり

も思いますが。

ますけれど。

塚本●両方だと思います。そして、世代というのもある

古市●僕はそれが日本の強さではないかとも思います。

と思います。おそらく古市さんの世代は、個を確立する

丹下事務所で僕らの先輩がユーゴスラビアの街スコピエ

ことを強く言われた世代ですよね。

の復興計画をつくりましたが、ものすごい時間がかかる

古市●戦後、民主主義が入ってきて、西洋的な価値観で

わけです。そうすると住民は、やがてスラムをつくって

自由・平等が最優先するのだと教えられました。ただ、

しまう。ところが、日本はアーバンデザインのうるさい

皆いきなり自由の世界に放り出されても迷っていました

規制がそれほどないから、災害の翌日からトンチンカン

ね。教える側の先生が、それまで軍国主義を叩き込まれ

と始まる。そうはしても、日本ではお互いの日照のこと

ていたわけですから全然分かっていない。その先生が民

を考慮したり、何かルールが守られるでしょう。そうい

主主義なんて言っても全然リアリティがないわけです。

う日本的なつくり方があったわけです。それはコミュニ

塚本●おそらく社会の歴史的な動きの中で、世の中全体

ティがまだ存在していて互いに迷惑をかけないという思

がそうなっていったのでしょうね。それが一番典型的に

いやりがあったからできたのだと思います。東北の復興

表れているのは日本のまち並みで、ひどいものになって

がなかなか進まないのは、最初からかなり厳格な区画整

きています。面白く見る見方も私なりにいろいろ開発し

理をやろうとしているからです。ある「いい加減さ」が

て、
「メイド・イン・トーキョー」とか、
「ペット・アーキ

ないとまちづくりは進まないでしょうね。

テクチャー」などをやりましたが、そうばかりも言って

塚本●第二次世界大戦後の平和が 60 年続いた間に既に 2、

いられません。本当はまち並みこそ、人間が時代を超え

3 回建て替えがありました。30 年という住宅の平均寿命

て、個を超えて作り上げるものである「偉大さ」という

がそのことを物語っています。そうした建て替えは個人

概念に結びつくべきなのです。何代も前の人たちがつく

のイニシアティブによっていたわけですが、最初の頃は

り上げてきたものを今の人たちも維持しているのは、人

建築文化をまだ共有していたので、できあがった街の姿

間だけができることではないでしょうか。異なる世代を

はそれなりに整っていたのだと思います。やがて市場が

通していろんなものをつないでいく歴史観に基づいて、

拡大し、経済が発展し、いろいろな材料や工法を利用で

今を生きていく人間の偉大さ、それも個としての偉大さ

きるようになった分、今まで共有していた建築文化が拡

というより、集団が持つ偉大さ。それが最も表出するの

散してこういうまち並みになってしまった。それが、そ

はまち並み、つまり都市の空間だと思うのです。個々の

ろそろまずいのではないか、やはり建築を通して社会規

建築では、世界的にみても最も高い水準を確立しました

範をつくるほうがいいのではないかというムードでまち

が、集合したときには全然偉大ではないという大きなジ

づくりなどが始まった時に、東日本大震災が起こったの

レンマを日本の建築と都市は抱えていて、それが 20 世

です。復興がなかなか進まないのは、
「勝手に建てていい

紀に取りこぼしたことだという思いがあります。

よ」とは、もう言えない社会になってきたからなのかも

ライフスタイルの転換 ⓭
——

建築家がそういうものをつくってきたのか、両方あると

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

りますが、建築の法律では隣人というのはあまり登場し

特集

うのでしょうか。これは住民が求めたのか、それとも、

しれません。

比較的自由にまちをつくってきた日本
古市●ある基準、規範がないまま自由につくることは無

人間中心の民主主義を見直す

秩序、矛盾だらけの街をつくり上げてしまうということ

古市●地方はコミュニティが強いから、みんなで議論を

ですね。アーバンデザインは、例えば、歴史的にいって

しながらなんとなくつくっていくことができると思いま

もその時代の権力や王制などが資本の論理を越えたとこ

す。ところが、上から無理やり「やるぞ」というと、そ

ろで街をつくっていき、それに準じて建築をつくってい

れには大変な障害があるわけですよ。

くものです。ところが今の日本には全体のアーバンデザ

塚本●人権と人命は年代を経るごとに重要になってきて

インをコーディネートするところがなく、誰もやってい

いますからね。

ません。役所は区画整理をして、あとは好きにつくって

古市●「人間というものは尊い」とは、まさに僕らが受

くれというだけです。

けた教育です。極端にいえば、自然を征服するのが人間

塚本●基本的に日本の都市計画は、考え方のベースに戦

だというキリスト教的な自然観があるでしょう。でも

災復興と震災復興を抱えているので、常に欠乏からの立

もともとの日本はそうじゃない。アジアの仏教観では、

ち直り、かつ資金もない状態ですね。つまり、王制で最

我々人間は弱い存在で万物の中の一部に過ぎない。輪廻

大の栄華を誇っている時にまちづくりをするのではなく、

転生のなかで、牛も自分と対等である、来世は虫になる

社会が一番弱っている時に大きなまちづくりの方針が決

かもしれない。だから生物や自然を大切にしようという

められる歴史を 20 世紀以降繰り返してきました。建物

ことになるのです。それに対して西洋は、誤解を恐れず

の集団規定はあるけれども、それは対人関係ではなくて、

に言えば、人間は神がつくったもので、ほかの動物は人

対自然関係になっていますし、影をつくるな、日照を確

間に従属するためにつくられたものだという価値観です。

保しろ、通風、火や地震に対して強くあれなど、全部自

それが人間中心の民主主義を作ってきました。僕らは西

然に対する備えであって対人ではないのです。敷地境界

洋キリスト教的な倫理観を戦後押しつけられて、人間が

と建物壁面の距離などは民法上の所有権の話としてはあ

一番偉いのだという考え方でずっと来ているのです。
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ハウス＆アトリエ・ワン（2005年）

る状態です。それから、半分外みたいなところで暮らせ
るようにバルコニーや屋上テラスでみんなでご飯を食べ
たりして。この敷地は奥まっているので、あまり通りに
ガエハウス（2003年）

対してベランダが連続していくようなまち並みをつくる
ものではありませんが、ロッジアが並んでいる地中海の

塚本●ただ、西洋でも、いまその見直しがやはり起こっ

街やベランダが並んでいるイギリスが植民地支配した街

ていて、人間でないものも含めた民主主義という考え方

などが持っている非常にオープンな感じを、都市的な環

が、哲学などの分野から出てきています。

境の中で取り入れること、あと必ず生じる隙間を空間化
する、その 3 つを、第 4 世代の住宅の条件として 2008 年

21 世紀は住宅に寛容さを取り戻したい

ごろから提唱してきました。それは住宅あるいは建築を
つくることと同時に人々のつながりをつくっていこうと

塚本●私は住宅の設計をずっとやってきて、ある時期に、

いうメッセージでもあります。それは震災の前後もほと

いくらつくっても街は変わらないし、自分たちがやって

んど変わらずにずっと考えていることで、震災が起こっ

いることは何なのか、一度位置づけないといけないと、

て、自分が今まで考えてきた方向がずれていなかったと

いろいろ考えたのです。そうしたらある時、住宅は 30

強く思いました。

年で平均して建て替わっていくので、自分たちは街の新

古市●自分の家に他人がグジャグジャいるのは、まさに

陳代謝を集団でやっていると気づいたのです。現在のよ

ブータンの住居がそうで、いつ誰が来てもいいんです。

うに、個人住宅つまり家族用の住宅が戸建てでつくられ

何かにつけてみんなが集まってくるので大量に飯を作っ

るようになったのは 1920 年代ですから 90 年の歴史があ

ておくそうです。僕も一回よばれたら全然知らない人が

りますが、その間に、2 回～ 3 回はもう建て替わってい

いるので、
「あの人は誰ですか」ときいたら、主人が「い

ることになります。当然寿命には個体差がありますから、

や、知らない」と言うんです。他人と一緒にいるときが

いまの街は、第 1 世代～第 3 世代がごちゃ混ぜになった

一番幸せだというのが人間の本能にあるんですって。

街だと言えることに気づきました。

塚本●この家ができた最初の頃、パーティーをしたら知

ひ

と

そこから考えると、今私たちの世代の建築家が街の中

人が私の知らない人も連れてきたのです。最初はちょっ

で作っているのは、第 4 世代の住宅ということになりま

とハラハラして、
「この人、知らないな」とか「何で挨拶

す。奥沢で「ガエハウス」をつくったときには、第 3 世

に来ないのかな」と思っていたのですが、だんだんどう

代までの反省に基づかなければダメだとはっきり意識し

でもよくなってきたんです。
「誰かの知り合いなんだろ

はじめました。明らかに敷地はどんどん小さくなって、

うな」と、最近はあまり気にならなくなりました。

庭や縁側もなくなって、窓が小さくなって、結局、家の

古市●友だちの友だちは友だちだという感じですね。

中で何が起こっているのか外からは分からなくなってい

塚本●でもそれには慣れも必要で、3 年くらいかかりま

る。それと並行して、独居老人の孤独死や、亡くなって

した。

から数ヵ月後に発見される問題や DVの問題などがたく

古市●ブータン人は、そういうのはまったくないんです

さん表面化してきている。そういう社会的事象はもしか

よ。とにかく人間じゃないか、それで、何か楽しんでい

すると空間の問題ではないかと。

るならいいじゃないかと。そういう発想に立つと、確か

第 3 世代までの 20 世紀の戸建て住宅の歴史は、どん

に建築というのは変わってくるかもしれませんね。

どん寛容さを失ってきたのです。第 4 世代の 21 世紀の
住宅は、そこから抜け出してもう一回寛容さを取り戻し
ていくことを考えなければならない。寛容さを失ったひ

004

●

個が集まってつくり出されるコミュニティ

とつの原因が核家族化だったので、家族以外のメンバー

古市● 1970 年代はコミュニティ計画がすごく流行りま

が家の中にいてもいいように家をつくったらどうかと考

したが、そのつくり方は上から目線でした。ここにはコ

えたのが今我々がいるハウス＆アトリエ・ワンです。

ミュニティ空間があるべきだといった具合に。だから例

古市●この事務所の上が住宅なのですか。

えば集合住宅にコミュニティルームなどを作っても、結

塚本●そうです。下が事務所ですから、他人がいつもい

局誰も来ないんです。
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ました。1930 年代ころに、アンダルシアからバルセロナ

同じものをみんなで細かく分けて共通管理するという思

に移り住んできた人たちが街の外だった丘の上に集落を

想に基づいたものが多かった点ですね。私が関心がある

つくりはじめました。平日は建設現場で寝泊まりし、週

のはそれぞれが持っていて共有しているものなのです。

末になると帰ってきて現場で手に入れたレンガを積んで、

私は、それをコミュニティではなくコモナリティと言っ

アンダルシアでつくっていたように斜面地に家をつくっ

ています。ルイス・カーンなどが使う言葉ですが、人々

たのです。いまでは電気も水道も公共のエレベーターも

それぞれのものだけれど、ほかの人の中にもあって共有

ありメトロも通る、いいところになっています。斜面地

できる。会ったら挨拶するという振る舞いもそのひとつ

なのでメトロの屋上が広場になっています。アンダルシ

です。桜が咲いたらみんなで表でご飯を食べたり酒を飲

アの男たちは、鳥かごに鳥を入れて持ってきて自慢する

んだりするのも、それぞれにその振る舞いを共有してい

のが趣味なのです。いまスペインは非常に高い失業率

るから起こるわけです。そこで会った人たちは、グルー

を背景に、昼間から男たちが広場に集まっているので

プの区切りなく隣の人と話をし始めたりします。そうい

す。その広場にはプラットフォームがあって下のほうに

う、コミュニティではなくてコモナリティを、建築でも

バルセロナの街と海が見えて非常にいい眺めなのです

技法化あるいは概念化できないかと思っています。

が、そこからかなり引いたところにベンチを並べて、そ

日本でいえば、例えば町家のようなタイポロジーは、

の景色を眺めるつくりなのです。景色が見える方には細

コモナリティをつくり上げるうえで非常に重要です。つ

いシャープな手摺りしかないから、男たちはベンチに鳥

まり、建築の様式あるいは形式は、それぞれの街で、自

かごを並べるしかなくて、みんなすばらしいバルセロナ

分たちの街では家はこうやってつくるのだという自立心

の眺めに背を向けて、ベンチに置いた鳥かごを眺めてい

や誇りと結びついていて、彼らはいい悪いをそこで言え

るのです。その振る舞いは、どう見てもうまくいってい

るわけです。そのような、建築を人々がつくることの自

ないのです。手摺り際に鳥かごを並べる仕掛けがあれば

律性がタイポロジーの側面にありましたが、今の日本の

洗練された振る舞いになるのに、そういう配慮がひとつ

都市では建築家であってもタイポロジーをうまく利用で

欠けているのです。そこでの人々の振る舞いに気づかず

きていません。それは、独創性、オリジナリティという

に、一般的な価値だけでその場所をつくってしまったパ

ものを極めて高い価値に置いたことの弊害だと思います。

ブリックスペースの陥りがちな例ですね。

古市●どうもコミュニティという考え方の原点に西洋型

古市●わかりやすい面白い例ですね。広場や公共空間は

集合住宅がありますね。まず全体のフレームを作ってあ

歴史的に言えば人と人の様々な関係が積み上がってでき

とは何か考えなさいというものです。塚本さんの話はそ

たものです。それらの人々のライフ・スタイルや地形、

の逆、まずひとつを考えて、それを集めていけばいいの

価値観、さらに言えば宗教も地域や場所によって変わっ

ではないかという発想は面白いですね。今の集合住宅に

てくるもので、そういう意味では広場や公共空間のつく

は他人が勝手に出入りする隙間などはまずありません。

られ方は千差万別であるべきなのですね。それをすべて

塚本● 20 世紀後半に、市庁舎前の広場など日常的な活

同じ考え方、同じ空間にしてしまう。日本でも、もった

動を伴わない公共空間がたくさんつくられましたが、あ

いないほどやたら使われていない広場がありますが、そ

れは根本的に公共空間の成立を理解していません。空間

ういう空間が多すぎますよね。

である以上、そこに参加する人の間にアクティビティに

塚本●それぞれは個人個人の振る舞いですが、みんなが

よる関係を作り出さないと意味がないわけです。空白だ

やることによってそれが共有されて、コミュニティやパ

けつくってアクセシビリティだけ確保すれば誰が使って

ブリックの空間になっていくという考え方のほうが圧倒

もいいですよ、管理は行政がしますというと、それはパ

的に良くて、これを用意したので、みんなで割って使っ

ブリックスペースにならないですね。そこの街に住んで

てくださいというのではうまくいきません。

いる人たちが、どのようにみんなで集まるのか、どうい

今、釜石で戸建ての復興公営住宅を 14 の浜でつくる

う時にみんなで話し始めるのか、どういう楽しみを共有

計画に建築家のチームとして取り組んでいますが、漁師

しているのか、それらを組み合わせてパブリックスペー

さんが多い場所ですから基本的に振る舞いを共有してい

スをつくっていかないと意味がありません。

るのです。なので、その人たちの振る舞いが非常に格好

この前バルセロナへ行った時に典型的な失敗事例を見

ライフスタイルの転換 ⓭
——

塚本●コミュニティで計画概念化されたものの問題は、

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

バルセロナ
メトロの屋上広場。昼間から街に男性たちの姿が見られる（左） 眺めのいい手摺際は利用されていない（右）

良く見えるような場所を考えています。また必ず道側に

JIA MAGAZINE 293

June 2013 ●

005

土庇を付けることを共通のルールにすることで、人口が

が高まって、街の価値が高まればまたそこに住みたい人

減っても道に人の気配が表出するような状態をつくるこ

が増えて、その賃貸にはいつでもテナントが入るという

とを考えています。

好い循環をつくっているからですよね。賃貸にするだけ

20 世紀のプロジェクトでは、資本家がいて、目的が

で、ずいぶん変わると思います。

あって、それをいろいろな専門家に分けていく分業でし

古市●以前、不動産の友人から面白い話を聞いたことが

た。全体のつながりは社会システムとしてやってあるか

あります。例えば 40 代の人が無理やりマンションなど

ら OKで、それぞれ分業された持ち場で頑張ればいいと

を個人の資産としてローンを組み、莫大な利息を払って

いう話だったのですが、それがもう立ち行かなくなって、

買うより、賃貸の方が安いことが多いようです。しかし

これからは逆の向き、つまり分業に対して協業していか

日本人には買わなければいけないという脅迫感があるん

ないといけません。

ですよね。この気持ちは何なのでしょうか。
塚本●土地に対する安心感なのでしょうか。建物の寿命

長い尺で集合住宅の価値を考える

が短いことも原因のひとつかもしれません。賃貸にする
と運用に意識がいきます。民間の賃貸の集合住宅に対し

古市●今の集合住宅のつくり方は、まさに資本の論理で

てある種のインセンティブが働くような仕組みづくりを

すから、効率よくつくり上げたボリュームも切って分け

すると、それを持っているオーナーは、何年たっても価

るという考え方ですよね。

値が下がらない集合住宅をつくろうとしていろいろなこ

塚本●分譲マンションはまさしくそうです。新しい思想

とを取り入れようとする、それが大事だと思います。

を持ったオーナーが現れればいいですけれど。

古市●最近、そういったものが少し出てきましたね。

古市●現れるのではないでしょうか。いま日本の集合住

シェアハウスですか、あれは面白いと思います。個人で

宅は問題だらけですから、絶対に新しいものを追求して

アパートを借りて住むよりもシェアハウスの方が色々な

いくと思います。それに若い人の住み方も多様になって

面白い付属施設が使えて人気が拡大しているそうです。

きていて、しかもセンスも良くて従来のように、ただ作

それは、経済的な理由からきているのでしょうか。

ればいいというものでは売れなくなるでしょう。不動産

塚本●ひとつの理由はそうですが、触れ合いや仲間と一

屋としてはパブリックな空間はお金を取れないという発

緒に住むこと、コミュニティを感じながら住むことなど

想がありますが、そうではなくてパブリックな空間が価

に飢えているのではないでしょうか。不動産ビジネスで

値を持っていて、それもお金が取れるのだと建築家が提

一番伸びているのはシェアハウスだそうです。

案していかないといけませんね。
塚本●直接面積で換算できないけれど、バリュー（価値）
だということが一番、不動産の市場の理論に対して難し
いところです。各事業が持ちうるパースペクティブの時

古市●将来日本はどういう方向にいくのだろうか、いろ

間的な尺がすごく大事ですね。建築の設計者は、比較的

いろな人と議論しますが、もちろん誰も正確なことが言

長い尺で考えられる人種ですが、不動産投機の世界は、

えるわけではありません。日本はこういう方向に向かう

とにかく短ければ短いほどいいわけです。

べきではないか、あるいは向かうのではないか、もしく

古市●それは短期的に早く利益を上げるためでしょうか。

は向かうといいなという話を少ししていただけますか。

塚本●長い尺で見ればすごく価値があるものも、短い尺

塚本●私は、日本には文化やモノづくりも、家の空間も

で見れば価値を見出せなくなってしまう場合がいくらで

非常に洗練されたものがあると思います。そこには自然

もあります。建築の文化的な価値がその典型です。都市

を相手にすることによってしか出てこない知性がありま

を作り上げるプレイヤーは建築家だけではない。短周期

す。だから、民芸品や民家、町家などを見ても、雨や湿

の経済のロジックが職業的メンタリティと結びついてい

気、風、太陽、火、それぞれの自然のエレメントに対す

る場合の方が多いのです。

る配慮や建築のタイポロジーなどが、うまく均衡するよ

古市●集合住宅にしても、いまは 100％資本の論理で法

うにバランスさせる知性の中に日本的なものがあると感

的な容積をお金に換算して動いています。しかし例えば

じます。

日本の集合住宅で法的延床に入らなくとも社会的価値を

006

●

アジアから世界に広めたい山水主義

あらゆるものに自然に対する知恵が入っているので、

持ちうるオープンで新しい提案が入っていると「容積を

それをもう一回現代の条件に投げ込むと、建築の形式な

上乗せしていいですよ」というように国が介入できると

どはいったんはバランスを崩すと思いますが、知性には

いいですね。シンガポールはあえてそういうことをやっ

自立性があるので、もう一回立て直しを図る。そうする

ているそうです。

と古い形式の系譜に属しながらも新しい世代、つまり古

塚本●集合住宅はすべて賃貸にすると国が提唱するのは

いけれど新しいもの、昔からあるものの最新世代が出て

どうでしょうか。民間業者も売らずに自分で運営するこ

くるのです。それらを見直していくとまだものすごい可

とになると尺が長くなりますから、30 年たっても価値が

能性があると思います。

下がらない集合住宅を考えなければなりません。ところ

それをやっていくと、20 世紀後半にかなり抽象化され

が、いまここで売り切るとなると、そういう価値は入れ

て疎遠になってしまった人と自然との関係が、もう一回

にくい。代官山のヒルサイドテラスが成功しているのは、

具体的な形で再構築されるはずですし、具体的自然像が

賃貸だから長い尺で考えたときに建物によって街の価値

人間の生活の中に入ってくればいいなと思っています。
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の全体性をどうやって獲得するかです。20 世紀の分業と、
緩衝空間が資本主義のマーケットに併合されていく段階
で分断された全体性を、どうやって取り戻すか考えない

分からせるものはないと思うのです。例えばパリに行く

といけなくて、それは、日本だけではなくてアジアで考

と、通りに対して建物、フレンチウインドウがバーッと

えるのがいいと思います。アジアの全体性、それは覇権

並んでいます。そのフレンチウインドウの向こう側は個

という意味ではなく生活の全体性です。ひとつ例をあげ

人の所有ですが、必ず小さなバルコニーを持っていて、

ると、湿気や湿気が作り出す風景に対する感受性です。

窓が開いて、通りに参加できるようになっています。通

水は凍ったり液体になったり沸騰したり気体になったり、

りはみんなのものだけれど、必ずいろいろな人に見守ら

変異します。その過程を利用していろいろなモノづくり

れています。言葉ではなかなかうまく説明できないので

が起こり、植物が栽培され、料理が作られています。日

すが、公的領域と私的領域が浸透していることによって

本ではその感覚が非常に濃厚で、普段の生活の中にもま

バランスする何か、絶妙な均衡関係があるのです。

だいっぱい断片として残っています。鍋をやると湯気が

古市●一般にヨーロッパ建築は石の文化で内部と外部を

上がるし、お風呂に入ってジャバジャバしたり、洗い場

明確に断ち切ると言われていますが、そこではズバッと

でお湯を流してモクモクになってそれが窓ガラスで水滴

切らないわけですね。

になって流れるのを私たちもよく見ていますよね。

塚本●それがすごく大事だと思います。そういうまち並

日本庭園や日本の住居も湿潤から乾燥への移行段階に

みの中に時々ガラス張りの近代建築が出てくると、威圧

いろいろな場所が用意されていて、このような湿気をめ

的なのですね。見えすぎちゃうし、見られすぎちゃって

ぐる感受性はものすごく大事だと思います。それは「山

通りが裸にされた感じなのです。だから壁と窓はフィフ

水」と呼ばれるもので、私は最近「山水主義」を主張し

ティ・フィフティがいいでしょう。そうすると、パブ

ています。もう一回山水主義で全体性をつくり直しては

リックスペースの道としてバランスが良くなります。

どうでしょうか。みんな慣れ親しんでいますので、そこ

古市●日本のすだれなども、ちょっとそれに近いのでは

をうまくつなぎ合わせて様式にしてもいいし、それに関

ないでしょうか。昔の高山のすだれの通りだとか。

する形式をもう一回引っ張り出してきてもいいし、学ん

塚本●格子の通りもありますね。個人のものではなくて

でもいい、いろいろなやり方があると思います。それで、

共有財産であって、誰が考えたのかもわからない知恵で

いま世界中を席巻している地中海主義に対抗します。中

すが洗練されているとしか言いようのないものですね。

国の南のほうからベトナム、タイあたりまで、台湾や韓

古市●近代建築ではずっとそういうことを否定してきま

国を含めて、山水主義文化をつくると、自由主義経済に

したが、先祖が時間をかけて作り上げてきた知恵に気づ

対してひとつの緩衝帯になるのではないでしょうか。

くことが非常に大事だと思います。

古市●それらはいわゆるモンスーン地域ですよね。モン

塚本●独自性や独創性を尊重することがそれらを否定し

スーンは、文化としては一番豊かな文化を作り出してい

てきたのかもしれません。いままでまちづくりで、まち

ます。やはり風土は圧倒的に大事です。近代建築は風土

並みのための条例があると、建築家は自由を束縛するも

を完全に断ち切ったわけです。でも、この部屋にいると、

のだといって、何かとはぐらかそうとしてきましたが、

自然の風が入ってきて本当に気持ちが良い。確かに環境

それは建築家がやってはいけないことなんです。

が変わると人間の考え方や生き方も全然変わってしまい
ますね。

ライフスタイルの転換 ⓭
——

私が大事だと思っているのが、もう一度生きること

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

Logement Sociaux
Rue Rebière（2012年、
フランス・パリ）
フレンチウインドウが
反復したアトリエ・ ワ
ン設計の集合住宅

以前金沢でまち並みを調査した時に、金沢は震災にも
爆撃にも遭わずに江戸時代に形式化した町家の通りを
ずっと持っていましたが、それを高度経済成長が壊して

分業から協業へ

いったのです。商業地域にして、防火地域にすることに
よって既存不適格にして、新しい建物に必ず建て替えな

古市●この特集では比較的観念的な話をしてきて、具体

ければならないようにして、自分たちで壊していったの

的な空間の話はあまりしていなかったのです。空間から

です。でも、商業地域に指定されなかった部分も多少

人のつながりも生まれてきますよね。

あって、そこはマイナーチェンジがいっぱいなされてい

塚本●空間は圧倒的に大事です。空間ほど一気に何かを

ます。店主の意向で出庇をプラスチックのキャノピーに
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金沢

新しい建築を町家風にしたり、町家に些細な工夫を施したりしながら、町家を維持している例

して少し売り場面積を増やしたり、1 階を全部外して鉄

100 年後には本物のニセモノになります。

骨の梁を入れて駐車場にしてスカイハウスのようにした

古市● 100 年たったら、もう本物でしょう。だって 3 世

り、町家の古い建物の手前にレンガ造のファサードだけ

代が住むわけですし。そうしたらもう本物ですよ。

つくって洋風にしたり、お店をやめて 1 階のところだけ

塚本●何かすごく不思議な話です。尺のとり方で、いか

つくり直して住宅にしたりなど、些細な工夫をしたもの

ようにも価値が変わる例ですね。

がいろいろあります。新しく建て直したものでも、格子

古市●中国福建省の客家の話は我々が目指してきた理想

だけ町家風に付けるものなども見られます。みんな町家

を掲げる近代主義とは完全に逆行しています。でも、そ

に愛着を持っていて、建て替えることにある種の罪悪感

こでは金儲けをしようという資本の論理もちゃんと通っ

を感じながら何とか維持しようとしているのです。

ています。そういう動きが少しずつ出てくると、なにか

今までの建築の論理は、プロの建築家はそんなことを

パラダイムシフトにつながっていくのかもしれません。

するべきじゃない、キッチュである＝趣味が悪いと言っ

きょうの話でとてもいいなと思ったのは、住宅から発想

て徹底批判してきましたが、そうではなくて、専門家は

が出てくるところです。住宅があって人がガヤガヤそこ

人々の思いをむしろ拾い上げて、もうちょっと束ねてい

にいて、それが集合していくと面白いですね。

かなければならなかったのではないかと感じましたね。

塚本●そのときに、ひとつの主体がつくる集合もいいの

だから、建築家の役割や独創性というものを一回外し

ですが、いまの日本の社会で最も難しく、だからこそ可

たほうがいいと思います。それよりは、みんなでできる

能性があるのは、みんな個でイニシアチブをとるけれど、

ことを考えたり、まちの人たちの思いをつないで、より

集合としても意味がある状態をつくることだと思います。

大きな社会的な構築物にしていく役割を担ったほうがい

古市●江戸の長屋は、まさにそんな感じです。時代を逆

い。協業にもっと向かっていくべきではないでしょうか。

回しするのは、ひとつの大きなヒントかもしれません。

分業体制でピカイチの能力を持ってものすごい異彩を

塚本●私は最近、過去の形式に対して抵抗がなくなり、

放っている人がパトロンに買われる図式だけではもうダ

とても興味があります。いまも曲がり屋を下敷きにした

メだと思います。

住宅と、町家を下敷きにした住宅を 1 つずつ計画してい

古市●建築家には独創性よりも、本来そういう才能があ

ます。私が学生の頃にポストモダン建築がすごく流行っ

るはずですよね。

て、当時も歴史的様式を取り入れた、近代に対するカウ

塚本●本当は個人向けのオーダーメイドより協働するこ

ンターとなる表現がありました。でも、その時の方法は

とに向いていると思います。

カットアップやコラージュなどで、その形式や様式が
持っている知性を掘り下げて、それをもう一度現代の情

時間とともに建築の価値も変化する
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景の中に走らせるとどうなるかという実験をあまりして
いなかった。それをやりたいと思っているのです。

古市●中国へ行くと政治は共産主義で圧倒的な権力を

古市●ポストモダンの時代、エジプトの神殿をつくると

もって街をつくり上げています。例えば、瀋陽では昔の

か、いきなり形だけ持ってくる発想でやりだして、それ

清王朝の建物を復元していますが、それは建築家ではな

がちょうど日本のバブルと重なって、不幸なことに形の

く歴史家に昔風に「つくれ」というわけです。キッチュ

奇異さやコマーシャルの方向にいってしまったのです。

ですが、でき上がるとそれなりに雰囲気があってそれを

塚本●そう、コラージュへいってしまった。坂本一成さ

見ながら、人々が昔の文化に思いを馳せていく効果があ

んは「代田の家」のように、コラージュではない、町家

ります。

という形式の使い方を取り入れていて、それを私は研究

はっ か

塚本●最近、客家のコミュニティがある街が、それを根

室でそばにいて学んでいました。それが染みついている

拠に土楼型住宅を新築し、観光資源にしている例がある

のです。

と聞きました。文化人類学者が混乱するようなことがい

古市●実はものすごい改革のチャンスだったのですよね。

ま起こっています。でも私は、建築をつくる根拠は時代

でも商品化してひとつのファッション様式として突っ

によって変わるので、それも有りではないかと思います。

走ったためにバブルの崩壊と同時にボツッと切れてし

いま見たらキッチュかもしれませんが、ちゃんと持続し

まった。そういう意味では我々はチャンスを失いました

ていけば歴史になっていきますから。いまニセモノでも

よね。その辺を理解している人は極めて少ないのではな
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がいっぱいあるのではないでしょうか。限界集落なども
含めて、見方を変えていくことは極めて大事ですね。

あとから来た国やまちにこそチャンスが

塚本●「いま、ここ」だけで考えないで、もうちょっと
長い目でいまを位置づければ、過去にも学べるし、それ

塚本●最近、高崎線北本駅の駅前広場のデザインをしま

をどのように将来に持っていくかという話もできるから、

した。約 50 年前に駅前ロータリーが作られたのですが、

時間の尺のとり方をもっと自由に広げていく必要があり

その頃にちょうど、公団住宅や郊外住宅地開発があった

ます。建築家は、生身の人間よりも長く地上に存在しう

ので、一気に人口が増えました。新規住民の多くはこの

る建物をつくる仕事に関わっているので、おそらくそう

街から東京に通っていました。そのうちの 20 ％が、あ

いう想像力が身に付いている。技術という観点からも、

と 5 年で引退するという状況で、そうすると駅の役割が

最も古い技術ですしね。

変わることになりますから、まちづくりをしたり、街に

古市●来日したアウンサンスーチーさんに「20 数年間軟

対する関心を高めるための広場にしました。1960 年代の

禁されていて辛かったでしょう」とインタビュアーが言

モータリゼーションの時につくられたので、その頃のト

うと、
「いや、全然辛くなかった」と。
「それを支えたのは

レンドはとにかく全部を車の領域にすることでした。

何でしょうか、昔の思い出でしょうか」と聞くと、
「確か

1980 年代に人口や商業活動が増えて、ペデストリア

に昔の思い出は大事だけれど、ただ思い出に立ち戻る

ンデッキをつくった街がありますが、そこはいま、まち

のではなくて、自分はそこから何かをエネルギーにし

づくりがやりにくくなっています。それに対して北本は

て、将来へ走っていくのだ」と哲学者のように言うので

80 年代にそれほど盛り上がらなかったので、いまのト

す。つまり、過去は終わったものではなくて、未来に対

レンドに合わせて広場なども含めた駅前再開発ができる

してつながっているということなんですね。

のです。つまり遅れて来るとチャンスがあるということ

塚本●未来へのシードなのですよ。あと、すごいことに

で、とても面白いですね。

過去はタダなのです。価値を付けるのは私たち次第です。

古市●僕が 20 年ほど前にベトナムのハノイで集合住宅

そこがいいところですね。それに加えて太陽、雨、風の

を設計した時、いろいろな委員会でハノイの将来をど

動きもタダなんです。

うするかという話が出て、ハノイの人たちは「自分たち

古市●人間のものすごい知恵が集まっていますよね。

は貧乏だ、こんな古くさい街なんか」と、みんなシンガ

塚本●そのアプリケーションがタダで使えるなんて最高

ポールに憧れているのです。ハノイはフランスがつくっ

です。また、ある環境がセットされると人は自然とある

たきれいな街なのですが、すごくコンプレックスを感じ

一定の振る舞いを始めます。桜が咲けば、わらわらと外

ているのです。ハノイは北ベトナムですから共産主義で、

へ出て花見をするとか。そういう振る舞いもタダですよ。

経済的に恵まれなかったのが逆に幸いして昔の街並みが

古市●そういう発想が今まではなかったですね。近代は

残りました。しかしホーチミン（サイゴン）は資本主義

過去を否定して常に前に進んできましたからね。

でどんどん開発され、昔の街並みはずいぶん破壊されま

塚本●過去から切り離して自分たちの輪郭を際立たせよ

した。ハノイにはいいものがそっくり残っているじゃ

うとしましたが、輪郭を際立たせない戦略に出れば、結

ないかと彼らを説得するのに相当時間がかかりました

構いろいろなものを利用できることが最近分かってきた

ね。でも、だんだんヨーロッパの人が来て、
「美しい、美

のではないでしょうか。近代が歴史を切り離した部分は、

しい」と言うと、自分たちが遅れていたことをラッキー

やっぱり良くなかったと思っていますが、女性が社会に

だったと思うようになってきたのです。

出て仕事ができるようになったことや、好きな仕事に就

ブータンも鎖国を開いたら、国民は自分たちはとんで
もなく遅れていたと思ったでしょうが、国王が優秀だっ
たのです。我々は、伝統を守りながらこれでいこうじゃ
ないか、日本の明治維新後のように殖産興業にはならな
いと宣言したのです。

ライフスタイルの転換 ⓭
——

いでしょうか。

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

北本駅西口駅前広場（2012 年）

特集

塚本由晴（つかもと よしはる） 建築家

1987 年 東京工業大学工学部建築学科卒業
1987 〜 88 年 パリ建築大学ベルビル校（U.P.8）
1992 年 アトリエ・ワン設立（貝島桃代と共同設立）
1994 年 東京工業大学大学院博士課程修了、博士（工学）
2000 年〜 東京工業大学大学院准教授
2003, 2007 年 HarvardGSD 客員教授
2007, 2008 年 UCLA 客員教授
2011 〜 12 年 デンマーク王立芸術アカデミー客員教授
2012 年 京都精華大学客員教授
2012 〜 13 年 コーネル大学 Visiting Critics

けるようになったことなどは良い部分ですからね。
古市●長い目で過去から学んでいけばいいのですね。
今日は長時間にわたって、大変興味深いお話をうかが
うことができました。ありがとうございました。
（2013 年 4 月 18 日

ハウス & アトリエ・ワンにて収録）

ですから遅れた国は、うまくやっていくと非常にチャ
ンスが生まれてきます。日本の街にも、そういうところ
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文化財ドクター派遣事業（東日本大震災被災文化財建造物復旧
支援事業）での「組織を越える協働」
東日本大震災による被害のうち、文化財としての建造物の復旧を支援するため文化庁の呼びかけに応じ、JIAは、震災
直後から日本建築学会、日本建築士連合会など建築関連団体と連携協力しながら文化財ドクター派遣事業に参加してきた。
（代表：芦原太郎
初年度は建築学会が事務局を引き受けたが、本年度は建築関連団体の連携組織としての復旧支援委員会
（11名の委員）
JIA 会長）
の事務局をJIAが担当
することになり、文字通り組織をあげた支援になった。そのプロセスで、文化
庁や各県市町村等の行政組織、建築学会をはじめとする研究者組織、建築士会や NPOなど広範な組織の方々との
「組織
を越える顔が見える協働」を創り上げることが可能になった。文化庁文化財部の田中禎彦氏に 23 年度〜 24 年度の事業の
概要を説明していただき、JIAから具体的な技術派遣について紹介する。 （JIA 文化財ドクター派遣対応会議代表 篠田義男）

文化財ドクター派遣事業のながれ
被災調査中心の 23 年度から
技術的支援中心の 24 年度へ

田中禎彦（文化庁文化財部参事官付文化財調査官）
■組織の枠組を超えた初の試み
東日本大震災は、歴史的建造物にも未曾有の大被害をもたらし

を促すこととした。

1 件あたりの経費を算出し、それをもとに必要な活動経費を積
算し、文化財保護・芸術研究助成財団に活動資金の助成を申請し
た。
実施の主体としては、被災調査が中心であった 23 年度は建築
学会を委託先として事業を実施したが、技術的な支援が中心とな
る 24 年度については、建築学会、建築家協会、そして日本建築
士会連合会等からなる「復旧支援委員会（代表：芦原太郎 JIA 会

た。
国宝、重要文化財に指定された建造物をはじめ、被災した文化

長）」を新たに設置し、建築家協会に事務局をお願いして事業を

財は 1 都 18 県、754 件におよび、自然災害が文化財にもたらした

。事務局の重責を果たしていただいた
実施することとした（図 1）

過去最大級の被害となった。

建築家協会に御礼申し上げる。

文化庁では、この前例のない被害を受け、文化財建造物の被害

年度途中からのエントリーでもあり、財団からの助成の決定は

調査の早期実施と、その後の復旧を支援すること等を目的とし、

24 年 10 月までずれこんだが、助成決定前から各県に照会をかけ

日本建築学会、日本建築家協会等に協力を要請しながら、東日

て技術的支援の必要な案件を募り、これを事務局で整理いただい

本大震災被災文化財建造物復旧支援事業（文化財ドクター派遣事

た。さらに、地元地方公共団体とも連絡調整しながら派遣チーム

業）を実施することとした。建築の専門家と行政が協力し、組織

や日時を決定し、順次専門家を派遣する体制を整えた。この結果、

的な調査を行うことで被災状況の早期の把握が期待されたのであ

図面作成や見積の提示のみならず、今後のまちづくりに関わるレ

る。あわせて当該事業を通じ、所有者等からの要請に応じ、応急

ポートをも含む、大部の技術レポートが作成された。多くは当初

措置や本格的な復旧に向けての技術的支援を行うこととした。

の想定を超えた充実した内容を持つ。技術的支援の詳細は篠田氏

実は被災文化財の調査に、文化庁をはじめとした文化財行政と

のテキストに譲るが、今後、これらの技術的支援をもとに、被災

建築学会、さらに建築家協会等とが、組織の枠組みを越えタッグ

した文化財建造物の復旧、復興が進んでいくことが期待される。

を組んで調査や技術的支援にあたったことは今回がはじめてのこ

このように、24 年度の文化財ドクター事業は、事務局である建

とであり、画期的である。平成 23 年度の成果としては、延べ 467

築家協会の尽力もあって、多大な成果をあげることができた。し

人の建築専門家を 11 県 198 市町村に派遣し、調査および技術的

かしながら、東日本大震災の復旧、復興は終わっていない。東北

支援をした文化財建造物の件数は 3,936 棟におよんだ。

地方にはまだ、文化財建造物の被害状況が把握できていない地域

23 年度の被災調査のなかで痛感したことがある。すなわち、

も残っている。また、修理方法がわからず困惑している事例も各

自らの建物に誇りと愛着を持つ歴史的建造物の所有者は、できれ

地にある。そのため本事業は 25 年度以降も継続していく必要が

ば建物を保存したいと考えるが、具体的な復旧にかかる経費等が

ある。

わからず保存に躊躇していた。しかし、被災調査の中心を担った
建築学会の学識経験者は、文化財としての修理の是非は判断でき
ても、見積を示すことまではできない。また建築家協会等の建築
家も、契約や責任の問題がクリアとならず、図面や概算の提示ま
では踏み込めなかった。被災者が一番求めていた情報を、専門家
として提供できなかったこととなる。
■ 24 年度は JIAに事務局を設置
そこで 24 年度は、年度当初より、建築家協会において組織と
して所属する建築家を専門家として派遣し、具体的な技術的支援
を行う体制を整備いただくこととした。ここでいう技術的支援と
は、実測調査と破損調査を実施し、図面作成、および必要な修理
方針（本格復旧、応急復旧）等を策定するとともに、復旧経費を
示すことをいう。技術的支援により、所有者の保存に対する意欲
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図1

文化財ドクター派遣事業スキーム図（平成24年度）

一方、この大震災を教訓として、文化財建造物に対して災害に

建築家協会に果たしていただいた役割は大きく、文化庁担当者と

備える必要があると広く認識されるようになった。たとえば災害

して改めて感謝申し上げる。今後、モダニズム建築等、戦後の建

時の対応マニュアルを作成し、行政と学識経験者、さらに建築家

築も文化財として保護対象となっていくことを考えたとき、その

等の専門家の活動を平素からネットワークし、災害後迅速に対応

維持保全に建築家協会の知識と経験が活かされる場面が増えるこ

する体制づくり等についても、今後は検討する必要がある。

とが想定される。今後も、ひとつでも多くの歴史的な建物の保全

いずれにしてもこの 2 年間の文化財ドクター派遣事業において

文化財ドクター派遣事業
技術支援の概要
篠田義男（JIA 文化財ドクター派遣対応会議代表）

24 年度は、1）まだ調査がされていない被災文化財建築物調査、
2）23 年度のフォローアップ調査（以上、主に建築学会担当）に加
えて、3）所有者からの具体的な要請に応えて、その応急措置や復
旧に向けての技術的支援を行うことが必要となり、JIA、建築士

にむけ、協力をお願いしていきたい。
⑤青根温泉不忘閣（宮城県柴田郡） 建築学会＋建築士会（神奈川、千葉、
宮城）＋ JIA（関東＋東北）（2013 年 3 月 16 日～ 17 日）
大規模な温泉旅館建築群であり、明治から昭
和にかけての土蔵、近代和風を含む木造建築
群である。所有者との話し合いの結果、可能
であれば国の登録文化財、川崎町の指定文化
財を目指して、保存活用したいとの意向を受
けた。今回の技術派遣は、山間の大規模な建
築群であることなどもあり、文化財登録をす
る際の基礎的な図面作成を優先し、5チーム 17 名の大規模な技術支援を

会連合会、建築学会が担当した。延べ人数にして 108 名の参加が

組んで実測、図面作成作業を行った。

あり、以下にその概要を紹介する。

⑥山元町・茶室、大手門、板倉（宮城県亘理郡） 建築学会＋ JIA（関東）

①村田町所有土蔵群（宮城県柴田郡） 建築学会＋ JIA（関東、東北）
（2012 年 11 月 10 日～ 11 日）
村田町所有の被災土蔵群（内蔵 1、中
蔵、西蔵、味噌蔵、塩蔵、醤油醸造
蔵、離れ、内蔵 2）の修復設計方針に
対する助言と修復設計料の参考案算
出を要請され、算出作業を行い報告
した。村田町発注の修復設計に対す
るフォローは、山形大学永井康雄教授が行う予定である。
② M 家住宅（宮城県大崎市） 建築学会＋建築士会（静岡）
（2013 年 1 月 25 日～ 26 日）
築 200 年と伝えられる武家屋敷であ
り、所有者の強い建物の存続の希い
を受けて技術派遣を行った。実測、
図面化、修復方針、概算費用の算出
を行い修復した場合の概算は、所有
者の負担の大きさを考慮し、全体を修復する案と、調査で明らかになっ
た最も古い部分を保存して改修する 2 案をまとめた。

（2012 年 12 月 24 日～ 25 日）
経年劣化と震災により大きな被害を受
けた。山元町所有の指定文化財である
ことから、外観を損ねない改修を計画
し、本格的改修案と、やや簡易な改修
案 2 案を提案した。
⑦千田正記念館（正光館）
（岩手県胆沢郡）
JIA（東北）（2013 年 2 月 24 日）
国の登録文化財、岩手県金ヶ崎町の指定文化
財指定を目指した修復方針、修復費用の概算
を行った。
⑧喜久盛酒造（岩手県北上市） JIA（東北）
（2013 年 2 月 24 日）
一部崩落等甚大な被害を受けたが、国の登録
文化財等を目指し、緊急性の高い小蔵につい
て応急修理から本格修理まで 3 案の修復方針
と修復費用の概算をまとめた。

③くりはら田園鉄道若柳駅（宮城県栗原市） 建築学会＋建築士会（宮
城）＋ JIA（関東、東北）（2012 年 12 月 23 日～ 24 日）
栗原市所有の被災した旧若柳駅一連
の鉄道建物群（旧本社、客車庫、詰所、
鍛冶場、機関車庫、車両修繕庫）であ
り、建物群全体の実測、作図、修復
方針の助言、修復費用の概算、修復
設計費用の概算を、現地での所有者
を含めてのワークショップを踏まえて報告書としてまとめた。所有者
に説明したうえに提出し、修復、活用のための助言とした。
④児玉家住宅（叶蔵）
（宮城県黒川郡） 建築学会＋建築士会（神奈川）＋
JIA（関東）（2013 年 2 月 23 日～ 24 日）
大和町にある、現在はギャラリーとして使わ
れている土蔵であるが、今回の震災で漆喰の
剥離、壁下地の崩落、野蒜石積みのズレ、落
下等の被害があった。外部の損傷は大きい
が、内部軸組は健全と考えられ、必要であれ
ば、
「限界耐力計算法」による耐震診断を薦め
た。修復費用は、まちづくりの拠点としての
本建物の重要性に配慮し、意匠に留意した改
修案 2 案を提案した。

⑨小岩井農場関連建築群（岩手県岩手郡）
建 築 学 会 ＋ JIA（関 東、 東 北）（2013 年 2
月 23 日～ 24 日）
膨大な建築群の中の、本部事務所、1 号煉瓦
サイロ、2 号煉瓦サイロ、4 階倉庫、天然冷蔵
庫の調査を行った。昨年の一次調査に続くも
のであり、今後の利活用を念頭に入れた修復
案の提案を行った。
⑩旧北畠豊彦氏住居（天栄村指定文化財）
（福島県岩瀬郡）
建築学会＋ JIA（関東）
（2013 年 2 月 16 日～ 17 日）
福島県天栄村の指定文化財である本建
物は、今回の地震による大きな被害を
受けた。所有者は自力で修復すること
を断念したので、同村の依頼を受けて
技術派遣したものである。実測、図面
化、修復方針、修復費用の概算の算出を行い報告した。
※『JIA MAGAZINE』280 号（2012 年 5 月号）もご参照下さい。
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みやぎボイス
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災から 2 年が経ちました。この 4 月
6 日・7 日に開かれた震災復興シンポジウム 2013「みやぎボイス」
の模様をお届けします。

復興からまちづくりへ
専門家が連携して地域の力に
〈みやぎボイス

趣旨と概要〉
渡邉

宏（JIA 理事・東北支部長）

私たち地域の建築家と仲間は、その土地の個性を大切に「継承
と創造」を心掛けながら持続的で自立する地域づくりを目指して
きました。震災直後から積極的に地域の復旧・復興に取り組んで
きましたが、これまでの手法だけでは歯が立たない無力感を感じ
てきました。被災地に入るほど「専門家が地域から孤立」してい
ると感じます。
私たちは地域にいながら地域を知らず、また地域で活動してい
る専門家仲間を知らず、さらに地域との信頼関係も希薄でした。
大震災被害の甚大さとともに、地域には戦後 60 数年の課題が重

震災復興シンポジウム 2013
地域とずっといっしょに考える復興まちづくり
2013 年 4 月 6 日㈯・7 日㈰
於：せんだいメディアテーク 1F ／オープンスクエア
主
催 公益社団法人 日本建築家協会 東北支部
協働・協力 復興みやぎネットワーク会議 復興まちづくりWG
北上復興応援隊
共創造する復興推進プロジェクト研究会

プログラム

1

地域の復興の萌芽から支援と連携を考える
――石巻市北上町のこえ

4月6日
集団移転、事業再生、新たな中心地の創成など、多様な取り組
みや支援が重層化している北上地域。ここでは地域の方々の具
体的なこえを聞く。

・挨拶・主旨説明
・報告・活動紹介
北上地区のさまざまな方々（農業・漁業・旅館業・NPOなど）
に自己紹介＋復興についての自身の取り組みと課題について紹
介していただく。
・意見交換

ラウンドテーブル

・テーブル報告・質疑

層化し、未解決の問題が山積みです。
シンポジウムでは、震災後の活動の経験から、被災地の今を深
く掘り下げその状況を共有、復興に関わる幅広い分野の専門家が
連携する環境と、地域と専門家が「みんなでずっと一緒に考える」
信頼関係をつくりたいと考えました。ここで出た声を「みやぎボ
イス」として発信し、ここから展開される活動が豊かで魅力的な
まちづくりに繋がっていくことを目指しました。
まず復興の真の目的と復興の現場を確認するために、初日の
第 1ステージでは「地域の復興の芽生えから支援と連携を考える」
をテーマに、石巻市北上町の生の声を聞きました。地域の力を育

2

地域の復興をみんなで考え協働する仕組みづくり
――まちづくりのこえ

4月7日
まちづくりに関わる方々の声を広く拾い上げ、知り合い、情報
を共有し、新しい関係づくりにつながる場とする。

・挨拶・主旨説明
・まちづくりの支援活動紹介
専門家の支援実例の紹介と成果・課題・提言の実例。

てていくことの大切さと地域経営と事業の重要性を改めて確認で

・意見交換

きました。また私たち専門家が「地域と共にある」と感じること

・テーブル報告・質疑

ができました。

2 日目の第 2ステージでは「地域の復興を専門家みんなで考え
協働する仕組みづくり」をテーマにまちづくりの専門家の多彩で
率直な声を聞き、地域と専門家がまちづくりで繋がる新しい関係
づくりの機会と場になりました。
建築家協会からは芦原会長はじめ北海道から近畿支部まで多く
の仲間が集まり、協会として課題を共有し解決に向けて共に歩み、
地域から信頼される団体を目指していく覚悟を表しました。
今回のシンポジウムは連携・協働の実践として、復興みやぎ
ネットワーク会議復興ワーキンググループ、北上復興応援隊、企
業チームである共創造する復興推進プロジェクト研究会との協
働・協力と多くのご後援をいただき「みんなで一緒に考え」てき
ました。
シンポジウムが地域と専門家が連携するプラットホームづくり
への一助となり、福島、岩手の復興、東北、全国のまちづくりへ
と発信・展開していくことを願っています。
“ 復興からまちづくりへ、専門家が連携して地域の力となりま
す ”。
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ラウンドテーブル

震災復興活動パネル展
――絵で見る復興のこえ

4 月 6 日・7 日
まちづくりをサポートしている NPO、支援団体、大学、建築専
門家団体などが活動をパネル展示し公開。

ラウンドテーブル
オープンで参加型のシンポジウム
このシンポジウムの大きな特徴として、ラウンドテーブル方式を取り入れたことが挙
げられます。2 日ともせんだいメディアテーク 1F オープンスクエアに、3 つのテーマ別の
テーブルが設置され、それぞれのテーブルにファシリテーターを置き、テーブルごとに

10 数名がコメンテーターとして議論しました。各テーブルの議論の構成と進行は、ファ
シリテーターに任されます。議論と同時に、各テーブル 2 名ずつの議論整理係が、ホワ
イトボードに意見を書き込んでいきます。
議論は 2 時間。それぞれのテーブルをオーディエンスが取り囲み、白熱した議論が繰
り広げられました。最後に、付箋ごとに意見を整理し、テーブル報告と質疑が行われま
した。

ステージ

1

4月7日

ステージ

2

4月8日

テーブル A
なりわい
テーブル B
すまい・
高台移転・
土地利用

テーブル C
医療・福祉・
教育
各テーブルをオーディエンスが取り囲む

テーブル A
すまい

テーブル B
まちづくり

テーブル C
協働

議論整理係がコメンテーターの意見を
ホワイトボードに書き込む

意見を付箋で色分けし、テーブルごとに報告

ファシリテーターを務めた 4 名の方に寄稿していただきました。

ステージ

1

テーブル A「なりわい」

このラウンドテーブルでは、主に以下の 4 点について話し合わ

れた。三部佳英氏（建築住宅センター）からは、六次産業化を進

れた。

めるとして、それを誰に向けてどう売るかということをトータル

まず第 1 に、これからの北上の産業のあり方について。漁業の
生活者が残ったと分析し、その二極化された住民がこれから地域
の生活再建へ向けて進むことが課題だと語った。また、宮城県
が進める「水産特区」が地域の人間を企業に隷属させてしまう危
険があることを指摘した。農業の大内弘氏は、少数の人が多くの
田んぼを引き受けて大規模にやっている（震災前からの）現状（震
災後さらにそれが進んでいる）を踏まえ、地域の人間だけでは担

にデザインする必要が指摘された。

宮内泰介（北海道大学）

佐藤清吾氏は、主に十三浜の現状について、漁業専業の者と年金

第 2 に、行政の役割について議論された。今野政明氏（石巻市
北上総合支所）からは、合併の弊害が出ていることが指摘された。
一方、遠州尋美氏（大阪経済大学）からは、行政の積極的な役割
が強調され、行政が借金してでも地元の産業を興す必要があると
指摘された。また、行政からの支援について十分に伝わっていな
いのではという指摘もされた。
第 3 に、産業間の連携の議論がされた。震災前には町の物産協

いきれず、他の地域から人や会社を呼び込めるような農業が必要

会（総合支所で事務局）があって地場産品の開発、販売先の開拓

だとした。また、六次産業化が必要だということ、さらに、ゼ

が行われていたが、それが無くなった。それの復活も含め、産業

ロ海抜の水田は稲作ではなく（地域資源である）ヨシの栽培をし

間の連携が重要なことは皆の共通認識だった。

てはどうかと提案した。鈴木嘉悦郎氏は、自身が計画しているト

第 4 に、若い世代の仕事の問題について議論がなされた。佐藤

マトの養育栽培について語り、加えてそうした新規事業について

清吾氏は、地域内で収入があって生活レベルを維持できるような

制度的なバックアップの必要性を訴えた。旅館業の横山宗一氏は、

環境作りが大事だということを強調した。大内弘氏は後継者が

「北上らしい」ふるさとをテーマにがんばるしかないこと、また
国土・自然の保全が重要で、そのための意識変革が大事であるこ
とを語った。それに対し、専門家の増田聡氏（東北大学）からは、

戻ってきてくれたことを喜びつつ、後継者が新規就農する際の支
援が手薄であることを指摘した。
北上町のなりわいの今後について、なかなかこうして話す機会

地域資源を生かす必要、土地や海に対する権利を保持しながら新

はなかった。その意味でも活発な議論がなされたこの機会は、た

規参入する民間企業を逆にコントロールする工夫の必要が指摘さ

いへん貴重なものであった。
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ステージ

1

2

テーブル B「すまい・高台移転・土地利用」

テーブル A「すまい」 ステージ

2

げられ、行政の立場からは、住民要望のなかの「wants（過剰な要

2 日間にわたる「すまいのラウンドテーブル」のコーディネー

求）
」と「needs（本当に必要なもの）」を整理してもらえるとあり

ター役を仰せつかった。

がたいといった意見が見られた。また、住宅再建にあたっては、

暮らしの再建の現状と課題を語ってもらった。彼らの言葉からは、

スピード・効率重視のなかで、いかに災害公営住宅と自力再建住

高台移転も大筋の合意のもと、小さな不満はありつつも大きな不
安はなく、少しずつ復興に向かっていることが感じとれた。そう
した状況は、このテーブルに参加していた行政担当者との親密な
関係が生み出されていることからも伺えた。これからの大きな課
題は、移転先での住まいをどこにするかということ。隣がどの家
になるかが最大の心配事だという。
「これはみんなで話し合った
ところで決められねぇから、わしが決めるしかねぇんだ」と北上

新井信幸（東北工業大学）

1 日目は石巻市北上町の住民たちが主役で、おのおの住まいや

宅の混在、災害公営プランの個別性を実現していくかが、地域の
持続性を担保するうえでも重要で、それには、
「復興とは何かとい
うフィロソフィーがもっと語られるべきだ」といった声もあげら
れた。
このラウンドテーブルでは、多様な立場の参加者から多くの有益
な情報を引き出そうと、論点を固定化せずに自由に発話してもらっ
た。そのため、なかにはストレスが溜まったという参加者もいたか
もしれないが、このラウンドテーブルの状況こそが、今回の被災規

地域まちづくり委員会の会長さんがつぶやいていた。

2 日目は、震災復興に関わる行政と専門家

模の大きさや状況の複 雑さを表しているの

12 名に、おのおの関わっている、あるいは関

だとすると、そうした状況の中で何かを生み

心のある復興の現場の状況等を語ってもらっ

出す努力を続けることで、復興の推進力と

た。そのため、多岐にわたる地域の状況と

なる新たな価値観が見いだされていくような、

テーマが飛び交った。なかでも、とりわけ行

そんな気がしてならない。振り返って、
「みや

政と住民の間をとりもつ専門家の重要性があ
ステージ

1

高台移転の模型

ぎボイス」にそんな可能性を感じている。

北上町での話し合い

テーブル C「医療・福祉・教育」

テーブル B「まちづくり」

ステージ

2

地で、行政も住民もその現実と住民の暮らしや地域へ及ぼす影響
について震災前も議論してこなかったし、復興計画にもその視点

というキーワードが浮き上がった。“ 生涯現役 ”で働く方が多く 1

は皆無で被災直前の水準に人口を戻すことが復興の目安になって

人当たりの医療費が少ない、地域で子どもを見守る、日常の暮ら

いる。まちづくりの目標は「住民が愛着を持てるか」に変わって

しと伝統の祭で育まれた強い絆のコミュニティがある、の 3 つが
タイル」をどう再生するか？が大きなテーマとなり、様々な住宅
再建の手法（現地再建、高台移転、復興公営住宅など）があり今
まで通りにはいかない、人と人をつなぐコーディネーターが重要、
役所や地域の人材だけでは限界で外部の手助けも不可欠など多く
の課題が指摘された。具体的な議論をできずに時間切れとなった
が、
「北上スタイル」の再生プロセスこそが北上地域の復興であり、
北上の参加者がその担い手の中心になると、そこに参加した誰も
が確信しただろう。

2 日目の「まちづくり」のテーブルでは、専門家や行政マンな
ど 13 名が会し、現場での経験に裏打ちされた多くの問題提起が

進（NPO 法人都市デザインワークス）

その特徴に挙げられた。後半は、震災でリセットされた「北上ス

榊原

「医療・福祉・教育」のテーブルを
1 日目「北上町のこえ」では、
担当。北上の方々と専門家の声を重ねていくと、
「北上スタイル」

おり、そのために行政と専門家は “ 言い難いこと ”も住民にしっ
かり伝え、共に議論し、住民がプロセスに留まらずまちのマネジ
メントに参画することが必要である。そのようなまちづくりを被
災地が全国に先駆けてどう取り組んでいくか。次代のまちづくり
を先導するような復興モデル（日本型コンパクトシティ、環境共
生などが挙げられていた）をどうつくるのか——答えは現場にあ
り、その過程や成果を共有する場の必要性も論じられていた。
今回は、間口の広いテーマに対し、異なる分野や立場の方々が
意見を出し合い、復興の状況や今後の課題の共有が図られた。復
興に携わる方々の「関係づくり」の第一歩になったことは大きな
成果であろう。これで終わりではなく、第２回、第３回…と継続
することで、各地 / 各分野の情報を共有し、共に考え、連携して

出された。個人的には「人口減少を見据えた復興まちづくりの目

実践していける「関係づくり」へと発展していくことを期待した

標と戦略」が特に重要な主題だったと思う。人口減少が進む被災

い。

ステージ

2

テーブル C「協働」

協働議論の対象として、行政・住民・専門家（企業）が上げら

いるが、しっかりした受援体制を構築するためにも行政と住民の

れた。参加者の大半は、行政関係者と専門家で NPOと報道が 1

共通認識が欠かせない。

名ずつというメンバーで話し合いが持たれた。そこで語られたこ
復興が 3 年目を迎え、復興課題が複合化・多様化しており、明
確な方向性を見失った、いわゆる「踊り場」状況にあるとの認識
から議論が始まった。計画づくりで走ってきたが、それをどのよ
うに実現するかといったプロセス段階で先の困難が具体化してい
る状況である。被災者にとって、希望を見いだすのが困難な 2 年
間であったといえる。
「協働」というテーマでは、行政と住民の協働が言われるが、
双方の間にある情報の格差、それに起因する認識の格差を解消す
ることが不可欠である。また、被災度合の違いによる住民間の対

専門家の役割としては、行政と住民の協働を結実させるために、
野崎隆一（神戸まちづくり研究所）

とは以下のような内容である。

中間的な位置で調整を行ったり、アドバイスをしたり、住民側の
当事者を育成したりといったことが求められている。まちづくり
といっても本当の意味で住民が独自でまちづくりをしたことはな
く、住民主体と言葉だけが先行しても意味がない。行政も住民を
とことん信用できると考えているとは思えない。行政から受託す
るだけでなく、住民側に寄り添う専門家がいて初めて協働は成立
するのではないか。
これからの課題としては、将来のまちづくりを考える前提とし
て、包括的でオープンな地域組織とマルチステークホルダーによ
る話し合いの場が求められる。また計画の押しつけではなく、参

立や極度なタテ割りによる行政内部のコミュニケーションギャッ

画のプロセスを重視することも重要だ。復興の現場で実は戦後民

プなども時間と共に表面化し、協働の大きなバリアになっている。

主主義が実効性を問われている。

また、行政や住民に向けて多くの外部支援者が被災地を目指して
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北上の暮らしと復興

行政と住民が一体となる復興まちづくり

佐藤尚美（WE ARE ONE 北上 代表）

今野照夫（石巻市北上総合支所）

震災後の北上は、まずは住宅再建、そして生業の再生が大きな課題

仙台以北では、経済状況が従来から良いとは言えないところ、更に

となり、これらをクリアしない限りは住民にはそれ以上も以下もない

少子高齢化、若者の流出などの影響により地域の担い手が不足し、地

状況であると思う。住まいとはあれば良いものでは決してないことを、

域コミュニティの維持や地域の歴史・文化などの担い手が確保できず、

震災後仮設住宅に移り住んだ住民達は学んだ。集落のコミュニティ再

継承が困難になり、地域の特性が失われつつあったところへ東日本大

生は北上住民にとっては「暮らし」そのものの再生であり、その暮ら

震災という未曾有の被害が加わり、地域を取り巻く状況が一変した。

しを支える生業は、集落の強いコミュニティによって暗黙のルールが

石巻北上地区の拠点となる総合支所は津波で全壊したほか、半数以

あるかのように支えられてきていたのだ。震災後、復興とは何かを誰

上の職員が津波の犠牲となったため、本来人命救出や復旧、避難所運

もが何度も考えたと思う。

営、被災者支援など中枢的な役割を果たせなかった。被災者おのずか

そんな中、中越地震で大きな被害を受けた新潟県の山古志村へ視
察に行った際に、あるご高齢の方が一言「復興とは、普通に死ねるこ

ら避難所運営や人命救助、捜索など、これは「行政にまかせるのでは
なく私たちでやろう」という意識が芽生えてきた。

とだ」と語った。理屈ではなく、普通に仕事をして生活し、そして誰

この状況下、防災集団移転促進事業（高台移転事業）の集落説明会に

にでも必ず訪れるその瞬間は、大切な仲間や家族に看取られ感謝と安

は 2011 年７月から入り、JIAや北海道大学、法政大学、NPO パルシッ

堵でこの世を去る。それが、当たり前にできるようになった時が復興

クなど住民合意に向けた住民説明会に支援を頂いた。お陰様で今年 3

なのかも知れないと、人間の死を真っ向から見つめさせられた震災後

月に北上地区で 3 地区（小室、小指、釜谷崎）の事業着手となった。今

だからこそ、胸に突き刺さり考えさせられた言葉でした。だとしたら、

後、防集事業が順次着手されると、被災者ニーズは「移転候補地に関

私達がすべきことは実にシンプルで、ただし地道な作業なのかも知れ

する課題」から「地域コミュニティの再生」というものにシフトしてい

ません。やらなければならないこと、世代により役割や手段に違いは

くものと考えている。

あれど、弱い者を強い者が支える。一日も早くそれぞれの個々のゴー

「禍（わざわい）を転じて福となす」という諺のように、震災という

ルを果たし、支援される側から支援する側へ回るんだ！大切なものを

危機的状況を逆手にとり、市民参加、協働など市民自治実現の大きな

むしり取られただけでは絶対に終わらない。それが、生涯現役の町

チャンスに繋げたい。

「北上の人」らしい生き方ではないのかと強く思います。そして、それ
こそが復興への道なのではないかと。

（ステージ 1

テーブル C、ステージ 2

テーブル C）

テーブル C）

地域の文化として育む福祉とまちづくり
石井

（ステージ 1

宮城県における住まいの復興と課題

敏（東北工業大学）

三浦俊徳（宮城県土木部）

北上は人口過疎・少子高齢化が進む典型的な地域である。震災によ

宮城県においてはいまだに 10 万人を超える被災者が仮設住宅での

りさらにその時計の針は進んだ。日本の多くの他地域がこれから歩

生活を送っている状況があり、これまで以上の復興の加速化が求めら

み経験する姿である。これまで、こうした地域を支えてきたものは、

れ、特に「生活再建」と「雇用の確保」は、最重点課題である。

サービス資源が少ないが故に芽生える一人ひとりの自立した暮らしを
目指す強い意志（自助）と、住民同士での支え合いの精神（共助）であ

被災者の恒久的な住宅確保のため、被災市町では、新たなまちづく
りや住宅整備の計画が具体化し、その整備を進めている。

る。
「生きがい」のある暮らしと、地域への「愛着」があったから、つ

災害公営住宅の供給は、宮城県で約 15,000 戸を予定しており、平

まりそのような魅力を、その地域での暮らしが持っていたからこそ成

成 24 年度末で 50 戸の完成、約 1,500 戸の工事着手、約 7,000 戸の事

立したものでもある。このような北上が持っていた価値を意識しなが

業に着手、平成 27 年度までの全戸完成を目指している。

ら、そのことを大切にしながら復興を目指している住民が多数いる北
上の将来に不安はない。

自立再建に向けては、防災集団移転促進事業や区画整理事業などの
面整備が、200 を超える地区で予定され、多くの地区で計画同意や事

一方で、約 3,000 人、高齢化率 33％、高齢者のうち約 10％が認知

業認可を受け、事業に着手している。

症と仮定すると、約 100 人の認知症の方々が同地域内で暮らしている

今後、住宅整備はこれらの事業を中心にして確実に進むこととなる

というリアルな現実もある。介護問題の大きな要素のひとつは認知症

が、東日本大震災では、まちそのものが失われ、その復興は単なる再

ケアである。それが解決されなければ地域で安心して暮らし続けるこ

建ではなく、ゼロからのまち、地域づくりが求められている。

とは難しい。まさに、まちづくりの重要課題のひとつなのである。
地域全体を介護空間として捉えながら、
「介護」を地域産業のひとつ
として、住民自身の手で育てあげ、一人ひとりの意識と関わりを地域
の姿や形にあったものに作り上げること（＝まちづくり）こそ、震災
を経験し、新時代に向けた暮らしと地域の再構築を進める、これか
らの北上に求められる福祉なのかもしれない。理想論かもしれないが、

さらに、ほとんどの被災地は、既に少子高齢化が進み、人口減少が
始まっており、地域の抱える課題はこれからの日本の課題そのもので
もある。
恒久的な住宅の整備も、そこに新たに創られるまち・地域に人が住
み、継続的な生活や活動が行われなければ意味がない。
地域で求められるのは、そういった総合的なまち・地域づくりであ

理想を現実に変えるだけのポテンシャル（文化と人）が北上にはある。

り、その実現に向けて官民一体となって推進していくことが求められ



ている。

（ステージ 1

テーブル C）

（ステージ 1

テーブル B、ステージ 2
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民間企業と支援

復興まちづくりに必要な本当の協働とは

中居浩二（宮城県建築士会）

北原啓司（弘前大学）
私は、まちづくりには、まちを「つくる人」と「たべる人」との協働
が必要になると常々言ってきている。協働とは言っても、置かれてい
る立場が全く違い、それぞれの役割は明らかに異なるのである。
「つくる人」は、まさに計画をつくり、それを実行に移していく人で

東日本大震災の発災直後から現在に至るまで、復旧・復興そして発
展に向けて、民間企業も様々な支援活動を続けています。
様々な支援活動を通して思うことは、大きく次の 3 つ視点で更に復
興に向けた取り組みを行う必要があるということです。
①支援活動の有償性

ある。行政や専門家（建築家はここに含まれる）を指す。様々な経験
めていく。一方で、
「たべる人」とは、もちろん地域住民である。
「つく
る人」は、その決断の際に、ある時は通訳に、ある時は相談相手にな
りながら、
「たべる人」自らが選択を下すことができるようにサポート
していく。そして、決断が下された後は、状況の変化を見据えながら、
地域住民と伴走しつつ、
「つくる人」としての力量を余すところなく発
揮する。これが本来の協働である。
まず、
「たべる人」が自分たちの持つ素材を、あらためて自覚するた
めのプロセスが重要になる。そして、そのためにも、どのように住ん
でいくかを自分たちで考えることができるための、情報の提供と学び
の機会が必要になる。
協働や連携とは、そのような状況が用意された上で、がっぷり四つ
で進められていって初めて意味のあるものとなるはずであり、
「つくる
人」の上から目線の支援の延長で、効果が発揮されるものではない。
（ステージ 2

テーブル C）

高台移転、その住宅供給における
地域性と課題
岩田

＊

②支援活動の総合性

③復興 PDCA サイクルの必要性

や知識を十二分に発揮しながら、不断の努力によってまちづくりを進

①については、例えばインフラ施設対応の支援は基本的に有償の事
業活動として行われ、建築の応急危険度判定や被災者相談などは民間
の建築士等が無償で実施しています。支援対象が公共であっても民間
であっても専門家が責任をもって提供する支援は有償で行われるべき
で、そのためにはこれらの支援活動が「事業活動」として評価される
必要があると考えます。
②については、これまで分野ごとに復旧・復興支援を行ってきまし
たが、震災復興は全ての分野が力を結集して総合的に行う必要があり
ます。そのためには情報を共有し、行政や業界の縦割りの弊害を無く
し、協働して支援を行うためのプラットホームが必要です。
③については、復興計画の実現には継続的な市民参加によって、行
政と市民間の信頼が醸成される必要があります。PDCA サイクルは継
続的改善に向けた仕組みであり、復興事業の PDCA サイクルを構築す
ることによって市民側の参加意識を高め、協力的な協同関係を醸成す
ることが望まれます。

（ステージ 2

テーブル B）

震災復興における制度の課題と
協働のための方策
司（建築研究所）

遠州尋美（大阪経済大学）
発災から 2 年が過ぎてなお震災復興の歩みは遅い。復興を遅らせる

愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ
高台移転の計画図を見ると、20 世紀における都市部の拡大の中での
住宅地造成手法に基づいた、郊外に形成されてきた住宅団地を想起さ

最も深刻な原因は、復興の制度・運用・プロセスが、被災地・被災者
を分断し対立を生んでいることだ。

せる。しかしこれまでの海岸部に形成された町や集落は、この地域の

東日本大震災復興特別区域法（震災特区法）が用意した復旧・復興の

生業である漁業を中心に、加工業、商業など渾然一体となった市街地

メニューは多様であるが、それぞれの事業の採択要件が被災地・被災

であった。これは過去の経験にのみ頼り、現状をその場で単一目的と

者の多様な現実にそぐわず、現実に使える事業は極端に限られる。

して解決しようとするからであり、これは住宅設計においてもいえる。
地元の人々と住まいについて話をすると、南入り、続き間、土間、

最も重大な欠陥は事業手法の選択が、もっぱら自治体に委ねられ、
被災者自身が選択することができないということだ。その結果、例え

＊＊

仏壇と神棚の置き場所といった話がよく出るが、これらは伝統的な民

ば津波で流失した住宅市街地の再建は、判で押したように防集事業

家が持つ特徴である。我が国の民家は、基本的にモジュール化された

一色になる。集団移転の対象とされた地区に住み続けたいと願う人々

住宅で、極めて合理的な作りである。各部屋は互いに建具を隔てて続

もいるが、防集事業が選択されるとその願いを実現する道は閉ざされ

き間となっており、外側を断熱気密材できちっと囲めば、現在の住宅

る。
しかし防集事業が全て悪いわけではない。鍵になるのは、被災者自

の欠点を克服した、地元住民が期待する住まいができる。また家族数

身が事業を選択できるかどうかにある。被災者自身が事業申請主体に

の変化に応じて、間取りを改変することも容易である。
このような住宅は、大量供給や低価格化に適している。また、地元

なれるようにし、複数の手法の合併施行や採択要件の変更にも柔軟に

の大工さんの手によってつくることができ、老朽化した住宅を永続的

対応するなら、被災者・被災地が結束して復興に取り組むことができ

に維持管理することもできる。

るだろう。十三浜で見られたように、コミュニティベースで取り組む

もう一度地域のシステムを見直し、その延長線上に立脚した東北の

成果を積み重ねることで、被災者主体の事業枠組へ道を開くことがで

地域をつくり、我が国の風景を創る住みよい住宅を供給するために、

きるように、長期的支援を続けることが大切だと思う。

施主、設計士、施工者共に歴史に学ぶこと＝賢者となることが今求め



られている。
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テーブル A）

（ステージ 1

テーブル A）

＊ PDCA サイクル：Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）の 4 段階
を継続的に繰り返す業務改善の手法
＊＊防集事業：防災集団移転促進事業

総括

北上の復興のあり方をひとつのモデルに
松本純一郎（JIA 東北支部復興支援委員会委員長）

2011.3.11 東日本大震災から 2 年。JIA 東北支部では 2012 年 3 月

転・土地利用」・「医療・福祉・教育」の 3 つのラウンドテーブル

の東日本震災復興支援活動報告シンポジウムに引き続き、震災復

「地域を
で、約 30 人の各分野の専門家と共に議論を深めました。

興シンポジウム 2013「みやぎボイス」を 4 月 6 日、7 日の 2 日間に

持続するには、雇用環境と若い世代にとって魅力ある環境の創造

わたって開催しました。会場となったせんだいメディアテーク 1

や、6 次産業化等産業間連携と行政のサポートが重要」との指摘

階のオープンスクエアは 2 日間とも、来場した 300 人以上の参加

がありました。また、生涯現役で働くことと強いコミュニティの

者の熱気に包まれ、成功裡のうちに幕を閉じました。被災地の厳

絆という伝統的な独自のルールを、新しい移転先で維持する方策

しい環境で生活されている北上地区住民の方々、そして今回のシ

の重要性や、地域間を結ぶコーディネーター等の人材育成、女性

ンポジウムを大変有意義なものにしていただいた 4 人のファシリ

や未来を担う子供たちの積極的な参加を促すことの重要性が指摘

テーターと、コメンテーターとして参加していただいた 50 人近

されたことが強く印象に残っています。

い行政の方々、研究者、各分野の専門家の皆様、本当にありがと
うございました。心より感謝申し上げます。

2 日目は「地域の復興をみんなで考え協働する仕組みづくり」
と題して、復興に最前線でかかわっている人々が、
「すまい」・「ま

JIAでは、大震災直後の 2011 年 3 月 12 日から本部・東北支部に

ちづくり」・「協働」の 3 つのラウンドテーブルに分かれて、今後

災害対策本部を設置して、緊急支援活動に携わりました。さらに

の復興支援の課題と協働のあり方を議論しました。特に協働に関

6 月からは各地の復旧・復興活動に積極的に参加し、支部・地域

する議論では、
「長期的に支援する地元住民の人材育成や、女性と

会に復興支援委員会を設置。各地の復興支援活動の情報を共有し

子供が参画しやすい場づくりが必要」との意見や、縮小社会とい

つつ、組織的な活動を進めてきました。福島県では、JIA 福島地

う先を見据えたまちづくりの議論、そして大きなプラットホーム

域会会員の献身的な努力により、地域専門家による木造仮設住宅

の必要性の指摘がありました。最後に「住民を核にして、それぞ

の実現に寄与し、今後の仮設住宅のあり方を変える大きな貢献を

れの専門性や役割を皆が互いに理解した上での連携が重要だ。調

果たしました。また宮城地域会では、宮城地域会の特に若手会員

整役となる専門家の役割が評価されず、無償で働き続けているの

達の努力により、本シンポジウムのテーマともなった、佐々木文

が大きな問題だ」
、
「情報の共有、支援先と支援者とのマッチング

彦会員が被災した石巻市北上地区の継続的な復興支援活動を地道

の仕組みや活動資金等、協働を支える仕組みづくりが必要」との

に行っています。

指摘があり、参加者の賛同を得ました。

震災 1 年後の 2012 年 3 月 8 日、9 日には、1 年間の支援活動報告

今回のシンポジウムを通じて、北上という小さな地域の復興の

を兼ねて「東日本大震災復興支援活動報告シンポジウム」を開催

あり方が一つのモデルになること、そしてそのあり方が他の地域

「神戸において
しました。1 日目の「つながるボランティア」では、

へ伝わることへの期待が高まったことは大きな成果でした。また、

も上から目線での専門家支援には反発があった。被災した人々と

本当に多くの地域で、想像以上に多くの人々がそれぞれの立場で

同じ目線で支援活動に取り組むことが大切だ」という指摘や、
「行

懸命に復興に取り組んでいることが分かったこと、もっともっと

政に対しては、アウトソーシングの仕組みづくりを積極的に提案

情報の共有や連携が必要なこと、被災地のより早い、より良い復

し、実行してもらうことが大切だ」との意見が大変印象に残って

興のためには何よりも、心ある人々の力を生かす仕組みづくりが

「被災地
います。また、2 日目の「震災復興と専門家の連携」では、

重要であることをつくづく感じさせられました。これを機会にそ

が抱える問題は非常に多岐にわたり、1 人の専門家で解決するの

れぞれの立場を超えた創造的な連携がより深められ、被災地の復

は困難だ。各分野の専門家を繋げるコーディネーターの存在が不

興まちづくりが未来を見据えた、より豊かなものとなるよう期待

可欠だ」そして、
「地域の復興には、住民の主体性が最大限生かさ

します。

れる制度や仕組みが必要だ。伝統的な自治組織の力を信頼し、行
政は住民の取り組みを支援していく仕組みに変えていくことが重

最後に、本シンポジウムの企画から運営まで尽力された JIA 東

要だ」との指摘があり、さらには「JIAとして協働実現の基盤とな

北支部渡辺宏支部長、鈴木弘二宮城地域会長、手島浩之 JIA 宮城

るプラットホームを構築していきたい」との提案がありました。

復興支援委員長、鈴木孝悦東北支部復興支援副委員長はじめ、東
北支部会員、JIA 宮城会員、協力会員の皆様、そして全国各支部

このような経緯を経て開催された今回のシンポジウムは、
「地域

から参加くださった JIA 会員の皆様、さらにはご協力いただいた

とずっといっしょに考える復興まちづくり」と題して行われまし

復興みやぎネットワーク会議復興ワーキンググループ、北上復興

た。1 日目は北上地区の 13 人の住民の方々が生の声を伝えたと同

応援隊、企業チームである共創造する復興推進プロジェクト研究

時に、今後の支援における課題を「なりわい」・「すまい・高台移

会の方々に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
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正義の話をしよう――
活きろ！
「隣組地域会 JIA」
●進む「顧客誘導営業ビジネス」

る、より取り見取りの大手やスターもいる。アベノミクスとやら

頭が悪くて本当のところ、どうすればいいのかよくわからない。

で、さらに拡大の気配がある。この組織格差はどんどん大きく

JIA 活動のことである。難しい論議は行き交っているが、一歩、

なっていると思われ、ここに大手や成功組織が「零細プロの問題

一般人の視点に戻ってみると自分でも何が正しいのか、どうすれ

は相手にしても始まらない」と思われる JIAにもありそうな問題

ば正解なのか、いともあやふやである。

が生じる。

空間を、コストや景観も含め必要機能を満たした上で、誰にも
負けずに美しく新しく見せようとする所作が、やった仕事は多く

●個人の主体性がない日本人が創る社会

なくても、結果、すべて建て主に満足してもらえたことが自信に

多くのアトリエ系事務所が我慢しているのは、アトリエ系を救

つながってきた。しかし、ここ数年、設計が始まる前や建てる前

う別の公的組織が無いからであり、もともと旧家協会的にはアト

にもめることが多くなった。

リエ系の考えを主軸にしていたという思いが残るため、かすか

すでに明白だが、建て主がある意味で利口になってネット情報
などをいろいろ調べ、勉強していることがあげられる。
反対に個人住宅の設計にも、ネットを利用した企業や企業化し
た設計事務所がデータを蓄積し、活動分野や「売り」の部分を専

な希望にしがみついているからであろう。しかし時代は変わり、
ル・コルビュジエ、ミース、前川、丹下の時代ではなくなってい
る。彼らの遺産をネット社会時代の経済情報戦略に翻訳できな
かったところに我々の苦渋がある。

門化して業績を拡大。大手不動産業者までもが、営業力と広告を

好きなことをやっているのはいいが、また、社会性のある仕事

活用して小物件に参入し、ネット情報社会を加速させている。言

であることも素晴らしいが、変化した時代の自分たちの置かれた

いだすとあれこれ理由があるが、時代の大きな変換点に掛かって

厳しい社会状況を本質的には知らなさすぎるのだろう。今や日本

いることがあちこちで感じられる。

社会は、本質的にも経済一辺倒になっている。すべて情報ベース

建築士の飽和状態もある一方、このようにネットによる建築情

の「売れてなんぼ」
「モノになってなんぼ」
「お値段はいくら」
「保

報の過剰にとどまらず、超高齢化やスマートハウス化も進み、技

証は何」の世界になっている。メディアも必要悪と自己弁護して

術的にも設計側に CAD、CG 革命が起こり、手続き書類等の多量

どんどんカネに転んでいるようだ。ということは、設計行為も知

化と複雑化にみる規制強化、設計者資格条件の厳格化などによっ

的財産権のひとつとして明確に金銭換算していいことを意味して

て設計環境も大きく変わり、一段と難しくなった。

いるが、どうもカネは汚いと思っているのか、前向きに対応して

そこに、工務店系であれ、大中設計事務所であれ、ゼネコンで

いない。

あれ、デベロッパーであれ、営業活動に本腰を置け専門分野をか

日本人には今も昔も、何の能力が無くても自己を抑え、皆で協

らめて組織化対応できる所が、より受注能力を高める構造ができ

力して仕事をすることを善とする風習があることを忘れてはなら

上がっている。
「設計市場」は、建てたい人のフトコロにどんどん

ない。その上で、何らかのきっかけで一度決められてしまったこ

飛び込んでいく「顧客誘導営業ビジネス」に変わったのだ。

とは、自らは容易には変えられない国民性が見えていることも覚
悟しなければならない。一方、流れついた騎馬民族ももみ消され
た「流民のたまり場」が創り得た、
「何でもあり」の未来可能性も

●組織格差も進む
もともと個人能力を信じて独立してきたアトリエ系は、その経
営能力や事務能力のまずさから部分しか担保できない場合が多く、

ある。若者に一度は、十年位、日本を出てこの国を見つめてみる
ことを薦めたいのはこの実感を把握するためだ。

今や顧客人脈頼りの難局に向かっている。改めて思うに、営業能

個人に主体性を認めないことによる結果としての資格好き、法

力よりも設計能力のある個人設計者の社会的地位をサポートする

制化好き。
「皆と一緒に」を利用される一律好きに乗せられている

ことによって、業務への「保険」を獲得しようとしたのが家協会

のが日本人全体だ。才能がある個人能力者にとっての主張と独

の考え方のベースではなかったのか、と思うのだが違ったか。国

立は、
「皆で一緒に」の国にあっては、ある意味で社会の風に逆ら

は、
「組織としてモノを言って来い」という態度が示すように、建

うことである。下地準備のない風習の中での、経済を教えられな

築家の個人能力などという私的な現実には気がつかない、という

かった独立建築家はまさしく当てのない「輸入職業」の実践者な

より関心がない。

のだ。

組織とは言ったが、それは設計事務所＝「企業」のことだ。
「企
業」の存続は事業の回転であり、利益を生むネタを生み出すこと

018

●設計の本質を知る個人にやさしい法規制の国へ

だ。それを設計でやらなければ存続できない。組織化（企業化）

この「日本文化」を経験からの結果であるにせよ、いやという

できなければ、近年の設計業務は個人事業者には対応が難しい。

ほど知ったのが、ある規模以上の企業組織に属する建築家たちで

維持継続が主題になれば、個人能力の最大発揮などは主題でなく

あろう。供与される情報量もはるかに大きいし、この国では相互

なる。そんな社会構造が正当視されている。あるレベルの設計事

補助の協業が不可避であると甘受することになった。それを知れ

務所まではこの葛藤で青息吐息だろう。頭がよければ設計をサイ

ば彼らは組織から離れないだろうし、そこに得る余力と理想か

ドビジネスにするのかもしれないが、それでもスタッフが必要だ。

ら「建築界の改革」に協力しようとする。大中設計組織の力が日

しかし、このはるか上がいて、仕事が向こうからじゃんじゃん来

本の底力なのであり、これを活かさない法はないのだが、個人を

●
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最近のプロジェクトから：中国での新しい介護設備を伴った老人ホーム（魯能
領秀城老年公寓）
。日本では、アトリエ事務所は、なかなかこのような大きな仕
事ができないという現状がある。もっとも中国も急激に開発が難しくなってい
るが……

活かす経済構造の必要という立脚点が抜け落ちてしまっては困る。

行為を無くす業務ルールづくり。知財権としての設計行為

創造行為自体が、企業会計原理とは独立した経済単位であること

への再評価。民間の感性力アップに合わせて「感性相談」

を忘れやすいのだ。

など、
「デザイン」を核にして社会一般の通用概念として考

しかし我々はカネが目的で設計などしていない。この個人能力

え直す時でもある。

を軽視した規制強化社会のベースを作ってきたのが主に官僚であ

c. プロポーザル・ルールの見直しと受付、調整、管理セン

り、これを法によって変えるには、悪意はなくても彼らの自己保

ターの提案。本誌が大きく取り上げてきた。例えば、A4

全傾向をコントロールできる、深い文化認識と知識を持った政治

紙 1 枚の文章だけという一次審査が、結果として審査員を

家たちが必要だが、地域から国を変えようと戦う設計者や住民の

著名事務所しか信用させなくする現実がある。これだけで

思いをそこまで持ち上げる力を持った者がほとんど見当たらない。
当面はそれを承知で努力するしかない。
我々自身もまた「トータルな判定者」であろうとする以前に、

も若者の出番はない。

d. 日本版 CABEの全国的な推進努力。イギリスで進められて
いる行政と市民の間に入って公的な判定業務を収入の一環

モノや空間の実体性を軽視するかもしれない、このネット化社会

とする施策案を議員立法に持ち込む。1 で述べた地域会の

時代を救う「クリエイティブ・プロ」としての旗色を鮮明にしな

情報を本部で吸い上げて戦略に活用していく。震災対策の

ければならないはずだ。

例でも、行政は自己都合に合わせ調査し、予算配分権を持
ち、コンサルタントまでつけられるが、ある意味で被災住

●うまくやれば地域会に可能性が
この巨大な逆風を承知した上で、能力のある個人事務所が救わ
れるような事業展開を進められるように考えていくことだ。地域

民は無防備のままであり、結局説得に負け何もできない場
合が少なくないそうだ。そういう場に、専門家のアドバイ
スが公的に求められる時代に来ているはずだ。

会活動は、何とかそれに向かって頑張っているように思える。そ

e. 公益社団法人の真の意味として日本における個人能力の評

こで JIAとしてやるべきだ、やってほしいと言えそうなのは次の

価不足を掲げ、そこからアトリエ系を救済する事業計画を

ようなことだと感じる。直観的に思いつくままであいまいな所も

誘導する。文化としての新しい産業をもたらすのに、個人

あるが、列記してみると…

能力への評価が不可欠であることが理解されないはずはな
い、として。

1.

地域会主導の情報交流センターのようなものを設置できな

f.「建築基本法」実現への積極的なサポート。馬淵澄夫元国

いか。知る限り現在の地域会は自己完結過ぎるように見え

交相の時以来、弱体化が見える神田順会長の準備会へのサ

る。もっと「隣組」関係を強化する必要がありそうだ。例え

ポート。dとの関連も深い。アトリエ系事務所も救う建築

ば、地域行政に対しての各行動で、しかるべき成果、不成果

の本質への理解と広報の実践。これを三面記事問題にでき

をまとめてデータ化し、対策を協議、広報、次の実行に移す

るだけで、民間の関心は高まる。景住ネット（景観と住環

ような提案をまとめる場が欲しい。これはソーシャルコミュ

境を考える全国ネットワーク）などとの情報交換も。

ニティ活動、ヴァナキュラーな活動についても言える。

2.

各地域会にあっては、アトリエ系事務所間の協力業務体制の

私は 10 年をミラノで過ごし、帰ってからはプロダクトデザイ

推進。またアトリエ系と組織事務所間の連携協力へのルール

ン分野もこなし、いかに日本が意味もなく個人能力を大切にせず、

化。ここにはネット情報の共有化と発信、人材交流、シェア

規制に甘んじる国民性の国であるかを知っているつもりだ。

オフィスへの配慮なども含む。もちろん UIA コードを受け入
れての設計活動、地域活動をした上での話である。

3.

「建築家とは何かを社会に向かって制度の形で明らかにする」
（関東甲信越支部中野地域会資料 20120615）のは良い。どんな考

以下は、よりセンター活動的になるが、地域会が連携を深め

え方、感じ方の人間がそれを制度化できるのかが先の問題だろう。

れば主題になる。

こんな話が、あらゆる会議の中心になるような JIAにしたいでは

a. 積極的に、サポート人材・政治家に投資し「育て」、その

ないか。

上で専門力に「任せる」組織化のへ改革。この時代に自分
たちだけで何でもできると思うな、というのが実感。

b. 経済行為としての「委任業務」と「請負業務」の概念を明確
に区別し、国土交通省の考え方を検討し、無報酬的な設計

大倉冨美雄
（関東甲信越支部港地域会前代表／
特定非営利活動法人日本デザイン協会理事長／
大倉冨美雄デザイン事務所）
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■ information

JIA 建築家大会 2013 北海道
日時：2013 年 9 月 5 日㈭、6 日㈮、7 日㈯、8 日㈰
会場：札幌市教育文化会館、札幌駅前通り地下歩行空間など
今回は、北海道大会ならではの特徴ある展示
「5000人の建築家展」と、5月27日に発表になったプログラムを紹介します。

■ 5000 人の建築家展
札幌のメイン地下空間を展示会場に

北海道大会では、メイン展示のひとつとして、全国の会員の
皆様の作品写真を一堂に展示します。
展示会場は札幌駅前通り地下歩行空間＝愛称「チ・カ・ホ」です。
この「チ・カ・ホ」は、札幌の玄関口、札幌駅と市街中心の大
通り公園を結び、地下歩行空間の一部を市条例により「広場」と
位置づけ、多様なイベント、情報発信、各種プロモーションな
どを催すことを可能とした画期的な地下歩行空間です。1 日に約

7 万人の通行があり、市民に直接的に訴えることのできるメディ
アとしての役割も担っています。
参加方法についての詳細は、近々に皆様へご案内いたします。
皆様、
「5000 人の建築家展」にぜひご参加下さいませ！

西側壁面

東側壁面

北海道大会会場
■札幌駅前通り地下歩行空間（チ・カ・ホ）
地下鉄さっぽろ駅・大通駅直結
■札幌市教育文化会館
〒 060-0001 札幌市中央区北 1 条西 13 丁目
TEL：011-271-5821
（地下鉄東西線西 11 丁目駅、1 番出口徒歩 5 分）
■東京ドームホテル札幌
〒 060-0042 札幌市中央区大通西８丁目
TEL：011-261-0111( 代表 )
（地下鉄南北線・東西線大通駅、1 番出口徒歩 5 分）
■札幌グランドホテル
〒 060-0001 札幌市中央区北 1 条西 4 丁目
Tel：011-261-3311
（地下鉄南北線・東西線大通駅、5 番出口徒歩 5 分）
主要 4 会場 MAP
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展示会場となる札幌駅前通り地下歩行空間「チ・カ・ホ」

JIA 建築家大会 2013 北海道スケジュール （2013 年 5 月 27 日現在）
札幌グランド
ホテル

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）
1

2

3

4

5

6（北 4 条広場）

7（ドオリ広場）

8（北 3 広場）

ビッグ
ジョッキ

札幌市教育文化会館
大ホール

301

302

東京ドームホテル札幌

303

304

305

ビアリッジ
ホール

藤の間

月

8

日㈯〜 月

31

9

日㈬

4

午前
日㈭

5

午後

月

9

13：00 ～
17：30
東日本大震災
復興
シンポジウム

13：00 ～
14：30
理事懇談会

あかりコンペパネル展示

ＪＩＡ環境建築賞映像展示

15：30 ～
17：30
リフレッシュ
セミナー
REUNION
模型展＋ＪＩＡ各賞パネル展示

５０００人の建築家展＋北海道地区会展示

協力会員展示

午後

月 日㈮

太
+ 陽エネルギー学会展示

卒業設計コンクール展示

午前

北海道建築設計会議

夜間
9
6

13：00 ～
15：30
田中裕也
セミナー
「はかるとちえ」
+ カタルニア
建築家協会

15：30 ～ 15：30 ～
17：30
17：30
支部役員会 資格制度の
目指すところ
Ⅱ

15：00 ～
17：30
JIA 全国建築
相談室会議

13：15 ～
17：30
2020 年の
省エネ法
義務化と
JIA 建築家

18：00 ～
ウェルカム
パーティー
9：00 ～
9：30 ～
12：00
11：30
北方圏に
国際会議
おける
再生可能
エネルギー
導入促進

11：00 ～
12：30
住宅部会
会議

13：00 ～
13：45
大会式典
14：00 ～
15：30
基調講演
15：45 ～
17：30
シンポジウム

夜間

17：30 ～
18：00 ～
レセプション 18：00
パーティー 会長
レセプション

午前
7

午後

月 日㈯

9

9：30 ～
12：00
未来に残した
い
20 世紀の
建築
13：00 ～
15：30
小林孝二氏
ア イ ヌ・ 縄 文
セミナー

「北からの
提言」
連続セミナー
10：00 ～
12：00

12：30 ～
17：00
建築家のあ
かりコンペ
公開審査

村上敦氏 +
下川町
13：00 ～
15：00
荒谷登氏
レクチャー
15：30 ～
17：30

夜間

石森秀三氏
観光学
シンポジウム
17：30 ～
18：00
ファイナル
イベント

エクスカーション
9 月 7 日㈯

1

美唄たんのうツアー：安田侃講演 in ア
ルテピアッツァ美唄＋美唄やきとり

2

小樽歴史的建造物ツアー

3

モエレ沼ツアー：イサムノグチ大地の彫
刻と北の食材ランチ

午前
日㈰

8

午後

月

9

夜間

＊スケジュールの内容は変更が生じる場合があります。北海道大会公式 HP に掲載されるものが最新の情報になります。

■ 参加申し込みは、

７月中旬受付開始予定です。

■お問い合わせ
公益社団法人日本建築家協会 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 E-mail: info@jia-hok.org

J

I

A

The Japan Institute of Architects
JIA-kan,2-3-18 Jingumae,Shibuya-ku,
Tokyo 150-0001 Japan
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information

対談

J

I

神谷宏治⊠川口 衞

代々木体育館ができるまで
戦後の建築界をリードし続けた建築家・
丹下健三氏（1913 ～ 2005）の生誕 100
周年を記念し、今年は各地でさまざまな
「丹下健三生誕 100 周年プロジェクト」
が行われています。丹下氏の代表作のひ
とつである国立代々木競技場がどのよう
にして誕生したか、設計チーフを務めた
建築家の神谷宏治氏と構造設計を担当し
た川口衞氏をお迎えしてお話をうかがい
ます。

神谷宏治（かみや こうじ）

主

催 『JIA MAGAZINE』／公益社団法人 日本建築家協会

司

会

古市徹雄（千葉工業大学教授、
『JIA MAGAZINE』編集長）

日

時

開

演

2013 年 6 月 25 日㈫
18 時半～ 20 時半（開場 18 時）

場

所

建築家会館 1 階ホール
〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-3-16

先

日本建築家協会本部事務局 北沢
TEL：03-3408-7125 FAX：03-3408-7129

連

絡

200 名先着（申込みは e-mailにて skitazawa@jia.or.jpまで）
入 場 料 無料
定

建築家
1952 年 東京大学工学部建築学科卒業
旧制大学院に在籍。丹下健三研究室で建築・都市の設計
研究にあたる。
1961 年 都市建築設計研究所（URTEC）代表
1971 年 都市建築設計研究所（URTEC）退任
1972 年 日本大学生産工学部教授
1977 年 神谷・荘司計画設計事務所顧問
1998 年 日本大学名誉教授
2010 年 日本建築家協会名誉会員
［主な作品・受賞］
1964 年 国立代々木競技場〈日本建築学会特別賞・建設業協会賞〉
1970 年 日本万国博覧会お祭り広場大屋根〈日本建築学会特別賞〉
1979 年 川崎市民プラザ
1990 年 王禅寺ヨネッティ IAKS（スポーツ等の施設研究国際組
織、本部ケルン）
〈Gold Award〉
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The Japan Institute of Architects
JIA-kan,2-3-18 Jingumae,Shibuya-ku,
Tokyo 150-0001 Japan

員

川口 衞（かわぐち まもる）

構造家・工学博士
1955 年 福井大学工学部建築学科卒業
1957 年 東京大学大学院数物系研究科修了
1966 年 工学博士（東京大学）
1960 年～ 2003 年 法政大学工学部建築学科に勤務、現在名誉教授
1965 年 川口衞構造設計事務所を主宰
2012 年 日本建築学会名誉会員
2000 年～ 06 年 国際シェル・空間構造学会（IASS）会長
［主な作品・受賞］
1970 年 日本万国博覧会お祭り広場大屋根の構造設計〈日本建築
学会賞〉
1983 年 大空間構造に関する一連の研究と業績〈日本建築学会賞〉
1991 年 サン・ジョルデイ・パレスの構造設計〈松井源吾賞〉
1997 年 サンド－ム福井〈日本建築学会賞〉
1997 年 ドイツ、シュツットガルト大学 名誉工学博士
2001 年 IASS（国際シェル・空間構造学会）
〈トロハ・メダル〉

JIA NEWS
理事会報告
■ 2013 年 5 月 7 日

第 211 回理事会速報

対象者 4 名は懲戒の要なし、1 名は懲戒審査委員会にかけること
が全会一致で承認された。

●日

時：2013 年 5 月 7 日㈫ 13 時 30 分～ 18 時 30 分

●場

所：建築家会館 1 階大ホール

【協議事項】

開会に先立ち、本理事会が全員出席で成立していることが、確認

1.

建築家資格制度の運営方針について

2.

2012 年度決算案・2013 年度予算案
2012 年度決算案・2013 年度予算案について報告が行われ、正式
には 6 月理事会に諮ることとした。
2013 年度公益目的事業比率等の事業管理手法について
2013 年度公益目的事業比率等の事業管理手法などについて、そ
の管理方針の報告が行われた。

された。

建築家資格制度の運営方針について意見交換が行われた。

【審議事項】

1.

入退会・資格喪失者承認
入会 34 名、退会 26 名、死亡退会者 3 名につき全会一致で承認され

3.

た。会費未納による資格喪失者 56 名につき全会一致で承認された。

2.

新会員制度の運用に関する退会等の取り扱い
新会員制度の運用に関する退会の取扱等につき全会一致で承認
された。

3.
4.

5.
6.

7.

【報告事項】

後援名義承認

11 件の JIA 後援名義使用が、全会一致で承認された。
会長専権による後援名義承認の取り扱い
理事会開催方針に伴い、後援名義については会長専決事項とし
て、理事会には事後報告とすることが全会一致で承認された。
支部規程・地域会規程の一部改定
支部規程・地域会規程の一部改定につき全会一致で承認された。
民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款委員会による小規模建
築物・設計施工一括用施工等契約約款・同契約書式作成への対応
理事より意見が出され、本日の意見を踏まえて民間（旧四会）連
合協定工事請負契約約款委員会に JIAの意見を提出し、同委員会
に臨むこととし、正式作成前には再度理事会に諮ることとした。
職責委員会報告への対応（対象者 5 名）

■新規入会承認者
東北支部
東北支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
東海支部
東海支部
東海支部
東海支部
東海支部
東海支部
北陸支部
近畿支部
近畿支部
近畿支部
近畿支部
近畿支部
近畿支部
近畿支部
近畿支部
近畿支部
近畿支部
近畿支部
近畿支部
近畿支部
近畿支部
近畿支部
中国支部
九州支部

1.

委員会体制再編の進捗状況

2.

2013 年度大会開催の案内～プログラム募集等
北海道大会の進捗状況の報告とイベント企画などの開催の要請が
行われた。
淡路島震災への対応の件
淡路島震災の現地視察等を行ったことにつき、報告が行われた。
2013 年度総会開催の案内
6 月 28 日に予定している通常総会のスケジュールにつき報告が行
われた。
2013 年度理事会開催スケジュール再確認
今年度の理事会開催スケジュールの日程調整につき報告が行われ、
次回日程案を出すこととした。

委員会体制再編の経過報告が行われ、次回理事会に審議事項

3.
4.

5.

承認日：2013 年 5 月 7 日
岩手県
宮城県
栃木県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
静岡県
静岡県
静岡県
愛知県
愛知県
愛知県
富山県
京都府
京都府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
兵庫県
兵庫県
和歌山県
和歌山県
和歌山県
和歌山県
岡山県
佐賀県

工藤悦身
石森史寛
橋本彼路子
中山 薫
小林博人
関根 豊
鹿田健一朗
小西 恵
豊田隆人
清水智津子
大橋康孝
石川正子
川本敦史
寺下 浩
恒川和久
横関 浩
山田哲也
木村吉成
池井 健
藤原慎太郎
鶴 晃平
深江康之
駒井陽次
貴志泰正
久保 岳
石井良平
杉山圭一
松尾享浩
中野 肇
山中 淳
橋本浩行
城本章広
大瀧珠乃
平瀬有人

㈱渡辺設計事務所
㈱石森建築設計事務所
小山工業高等専門学校建築学科
FISH ＋ ARCHITECTS 一級建築士事務所
㈱小林・槇デザインワークショップ
㈱渡辺建築事務所
鹿田建築設計事務所
g・i・l 建築研究所
㈱環境設計連合
㈱洋建築企画
㈱高橋茂弥建築設計事務所
企業組合 針谷建築事務所
mA-style 建築計画
寺下浩 一級建築士事務所
名古屋大学工学部施設整備推進室
STANDS ARCHITECTS
山田哲也建築設計室
木村松本建築設計事務所／一級建築士事務所 木村松本
池井健建築設計事務所
㈲藤原・室建築設計事務所
アーキコラボ鶴研究室
㈱深江康之建築設計事務所
㈱昭和設計
㈱貴志雅樹環境企画室
㈱昭和設計
石井良平建築研究所
杉山圭一建築設計事務所
METAPH 建築設計事務所
一級建築士事務所 楽工舎
一級建築士事務所 想建築工房
橋本浩行建築設計室
城本建築設計事務所
アトリエ 珠 一級建築士事務所
佐賀大学大学院工学系研究科都市工学専攻
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本部便り
● 2013 年度通常総会について
6 月 28 日㈮建築家会館大ホールにおいて 2013 年度通常総会を開催

●公益社団法人化に伴う、JIA 各賞募集要項の変更について
2013 年 4 月 1 日に JIAは公益社団法人日本建築家協会として新たに

いたします。
（議案書は別途郵送されます）

出発いたしました。

本年より、公益社団法人となった新定款のもとでの開催となり、総
会開催が成立するためには書面表決、委任を含めて全会員の 2 分の 1
以上の皆様の参加が必要となります。

公益社団法人は、名前の通り会の活動目的を「主として公益を目指
す」とするものです。

JIAの表彰事業は、優秀な建築設計者や作品を顕彰することを通じ、

総会開催成立のため必ず議案書が到着しましたら開封・内容ご確認
のうえ、当日ご出席になれない場合でも、書面表決か委任でのご参加
をお願い申し上げます。

建築文化の向上を図ることを目的としており、JIAの公益活動の中で
も大変重要な位置づけとなっています。
このたびの公益社団法人化に伴い、全事業について検証を行い、表
彰事業は、より公益性を担保するために、JIA 会員だけを対象にせず、

●表彰式典開催
5 月 31 日㈮建築家会館におい
て 2012 年度 JIA 各賞（日本建築

広く一般に門戸を開くべきとの、国のガイドラインに沿って、募集要

大賞・日本建築家協会賞、新人

家協会賞、新人賞、環境建築賞、25 年賞は、JIA 会員だけでなく、広

賞、25 年賞、環境建築賞）の表

く一般（建築士）から応募を募ることとしました。

項を変更しました。
従いまして、2013 年度より、JIA 優秀建築選、建築大賞、日本建築

以上を JIA 会員の皆様にお知らせするとともに、公益社団法人とし

彰式典が行われました。
式典の後には、日本建築大賞

ての JIAの今後の公益活動にご理解を賜り、これにより、名実ともに

を受賞した竹の会所の設計者、

JIA 各賞が日本を代表する賞となることを期待しております。

陶器浩一氏による記念講演会が行われました。

編集後記
『JIA MAGAZINE』
編集長

古市徹雄

今年に入って日本の政財界はミャンマーやアフリカに急激に接近している。しかし気になるのは、ビジネスの
相手としか見ていないことである。
私は丹下健三事務所時代に、アフリカのナイジェリアの奥地サバンナ地域に新首都（アブジャ）移転マスター
プラン作成の仕事の調査・設計・インフラエンジニア間のコーディネーションで、合計 3 年ほど滞在した。
アフリカを未開地とみなすのは、ヨーロッパ的近代観でそこには素晴らしいアート、宗教、自然との共生の叡
智など学ぶことは多い。ピカソやモジリアーニ、岡本太郎など多くの芸術家がアフリカから影響を受けている。
しかし、日本のマスコミも含めて全体がアフリカを単なる資源としか見ていないのが気になる。彼らの文化を尊
敬し、互いに信頼関係を持ち長いスパンで友好関係を築くことが、将来的に見れば国益に繋がる。中国や韓国と
は違ったスタンスで付き合っていけば、日本独自の戦略を構築できるはずだ。
建築や都市づくりに対しても、近い将来日本人が求められる時が来るはずだ。そのためには世界の歴史、アフ
リカの歴史文化を学んでいきたいものだ。

『JIA MAGAZINE』はJIAのHP上でPDFでもご覧いただけます。
■ 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 4F
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 4F
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 088-855-6260
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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JIAグループ保険制度

「大型保障プラン」ご加入のお勧め
（災害割増特約付こども災害割増特約付こども特約付団体定期保険）
この保険は、公益社団法人日本建築家協会会員の相互扶助により、会員およびその役員・従業員の皆さまの福利厚生の充実を
図るための制度として運営されています。

「大型保障プラン」の主な特徴
①お手頃な保険料で大きな保障
② 1 年ごとに保障内容の見直しが可能（1 年更新）
③ 1 年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金として返還
【参考】平成 23 年度

配当金還元率実績

約 27％

※配当金はご加入者数、支払保険金額の多少、引受保険会社の決算等により毎年変動しますので、
将来のお支払いをお約束するものではありません。

④医師の診査は不要（健康状態に関する告知のみ）

保険料例〈1,000 万円コースにご加入の場合〉
（月額）

15 歳～ 35 歳（S53.4.2 生～ H10.10.1 生）の方

46 歳～ 50 歳（S38.4.2 生～ S43.4.1 生）の方

51 歳～ 55 歳（S33.4.2 生～ S38.4.1 生）の方

男性

6,780 円

女性

6,530 円

男性

7,380 円

女性

6,940 円

男性

7,870 円

女性

7,180 円

※保険料は年齢・性別によって異なります。
※保険料は概算保険料であり、正規保険料は申込締切後算出し、初回保険料より適用します。
※詳細についてはパンフレットをご参照願います。

お問い合わせ先
■公益社団法人 日本建築家協会 事務局
〒 150-0001
東京都渋谷区神宮前 2-3-18 JIA 館
TEL：03-3408-7125

■三井生命保険株式会社（引受保険会社）
〒 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-3-11
フリーダイヤル：0120-344-338（三井生命コールセンター）
受付時間 9：00 ～ 17：00
（土日、祝日、年末年始（12 ／ 31 ～ 1 ／ 3）を除く）

三井 -KB-25-189
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