JIAの活動紹介
2018年3月〜 2019年5月まで活動・研究を行った近未来研究委員会について委員長を務めた井上宏さんに今号・次号の2回に分けて報告していただきます。

近未来研究特別委員会報告
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時代動向に呼応する
JIAと専業建築家のあり方を問う
近未来研究特別委員会について
「建築家は、変わらないプリンシプルやプライドを持ち続け

井上 宏（近未来研究特別委員会委員長）

重ねてきた研究の成果である近未来研究特別委員会最終報告
書を以下に掲載する。報告書の構成は、
「近未来において建築
家は必要とされているのか？その理由やあるべき姿」を前段に、

なければならないが、同時に時代の変化に寄り添って生きてい

「そうした建築家からなる職能団体（＝ JIA）はどのようになって

かなければならない。旧来からの価値観が通用しない変革の時

いくべきなのか」を後段に論じ、最後にケーススタディによっ

代を迎えている現在、
「建築家とは何か」ではなく時代動向に呼

て実例を挙げる三部構成としている。

応する「JIAと専業建築家の近未来のあり方」を問うことになる。
そして、痛みを伴うことがあっても次世代に向けた率直な提言、

今後この報告書をもとに多くの議論が展開されることを期待
している。

（近未来
JIA 運営の羅針盤となる具体的な方策の提案を求める。」
研究特別委員会準備委員会より）

このミッションに応えるため全国各支部からの 16 名により

近未来研究特別委員会最終報告書

近未来研究特別委員会が組成され、2018 年 3 月から 2019 年 5
月まで研究を続けた。委員会の構成は下記のとおり。

1. 近未来の建築家

委員長：井上宏（関東甲信越支部）
委員：菅原秀見（北海道支部）、東山圭（東北支部）、
相坂研介、小笠原正豊、西田司、羽鳥達也、

■ 1-1. 背景
近年、社会情勢の変化により、建築家（とりわけ専業建築士）

水越英一郎（関東甲信越支部）、高木耕一（東海支部）
、

を取り巻く環境や、建築家に対するニーズが大きく変容してい

竹内申一（北陸支部）、岩田恵、橋口新一郎（近畿支部）、

る。人口動態や建設マーケットの縮小、さらには、発注方式の

髙志俊明（中国支部）、清水裕且（四国支部）、

変化やそれらに起因する他業種との競合など、これまでとは異

原田展幸（九州支部）、城間俊（沖縄支部） 全 16 名

なる事象や課題が山積している。このような傾向は今後も続く
といえ、私たち建築家は、社会の変化を見据えた上で、次世代

準備委員会より託されたテーマ

のニーズに対応し、いっそう社会に貢献できる存在であり続け

「建築家は 2030 年に生き残っているか」

るため、
「建築家の職能の見直し」や「建築家の職能の拡張」に

「JIAは 2030 年に生き残っているか」

向けた活動をはじめる時期を迎えているといえるのではないだ
ろうか。

これらのテーマに応えるため、委員会内に 5 つのワーキング

■ 1-1-1. 大規模設計事務所（組織設計事務所など）を取り巻く

グループを設置した。大まかに「現在の発注方式や社会ニーズ

環境

を分析し、建築家の信頼性を回復しつつ、次世代の職能を拡張。

組織設計事務所などの大規模設計事務所を取り巻く環境に目

それを支える JIAの組織を考える」という編成で研究を行った。

を向けると、震災復興や東京五輪などの公共投資の増加や景気

①信頼性回復 WG

回復に伴う建設需要の高まりと後継者不足などの人手不足が重

社会から見た建築家像の分析と、必要とされる建築家として

なり、入札不調が相次いでいる。また、施工に手間のかかる設

信頼性を向上させる改善策の提案

計は、施工者が入札の参加を見送るなど、これまでに経験を

②発注方式 WG

したことのない「施工者優位の市場」が形成されている。これ

多様な発注方式の長所短所の整理、および各方式を最適化す

らをきっかけに、発注者の納期やコストに対する不安が増大

るための建築家の役割などを分析・考察

化している。納期やコストを早期に確定する手段の 1 つとして、

③社会ニーズ WG

スーパーゼネコンをはじめとする専属の設計部門を持つ大手建

官・民から建築家に寄せられる顕在・潜在的ニーズを調査・

設会社による「設計施工一貫方式」や「設計施工一括（デザイン

分析し、新たに求められるサービスまで提案

ビルド）方式」が台頭するとともに、
「PFI 方式」・「ECI 方式」な

④次世代の職能 WG

ど、設計段階 ）から建設会社がプロジェクトに参画するケース
1

建主や社会が抱える課題を抽出し、そこから次世代の建築家

が増加している。また、これに代わる別の手段として、専業の

が担い得る新たな職能や職域を提案

PM/CM 会社の台頭なども挙げられる。

⑤これからの組織 WG

■ 1-1-2. 中小規模設計事務所（アトリエ系事務所など）を取り

上記近未来建築家像から導かれる JIAの役割を明確にし、そ

巻く環境

の実現のための具体策を提案

アトリエ系事務所を中心とする中小規模の設計事務所を取り
巻く環境に目を向けると、営業力・技術力に長けたハウスメー
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ては JIA 内部でも以前から指摘されているものの、解決の方向
には向かっていない。
■ 1-1-4. 建設業界全体を取り巻く課題
これら背景には、
「QCD（品質・コスト・納期）の確実な管理」
を強く求める社会的な需要がある。一般的な工業製品と異なり、
完成品同士を比較することが難しい建築物においては、QCD
の妥当性はそのプロジェクトを評価する指標として、客観性に
優れており、公共工事であれば国民をはじめとする納税者、民
間工事であればステークホルダーをはじめとする出資者への説
明責任を果たす重要なファクターとなっている。
図1-1

発注者へのヒアリングから得られたこと

カーや、維持管理を前提としたアフターサービスに強みを持つ

また、少し目線を変えると、別の課題が浮かびあがってくる。
それは公共工事における発注者不全の問題であり、喫緊の課題
「市町村（指定都市を除く）
の 1 つといえる。公共工事においては、

地場工務店との競争が激化している。中小規模のアトリエ系事

1,721 団体のうち、約 72％にあたる 1,244 団体で建築技師職員

務所では、これらに対する投資や人材確保もままならず、疲弊

が 5 人未満であり、このうち 691 団体（全体の約 40％）で建築技

している上、新しい ICT 技術に対する投資なども十分とはい

師職員が 0 人」）という状況となっており、発注者体制の確保

えない状況に置かれている。

が課題となっている。

■ 1-1-3. 建築家に対する評価指標の変容と「建築家不要論」・

3

似たような状況は民間企業にも見られる。バブル経済崩壊以
降、経営のスリム化や人員の合理化などをきっかけに、発注者

「建築家以外必要論」の台頭
建築に対する評価指標についても、社会の変化が見られる。

側に建築に関する専門知識を有する人材がいなくなり、建設プ

これまで、建築界において建築作品は、芸術性・文化性・社会

ロジェクトに関する十分なコントロールができない状況になっ

性・先進性などといった、客観的に記述することが難しい指標

ている。それまで社内でコントロールしていた発注条件の整理

による評価を主としてきた。これらの評価指標は今後も建築を

などについて、設計事務所や建設会社、PM・CM 会社等の外

語る上で大切な意味を持つことに疑いはないが、一方で、建築

部機関にアウトソーシングする傾向が強くなっている。

界における評価と、社会（発注者）からの評価に乖離が見られる
のも事実である。

このような状況に加え、建設プロジェクトが高度化・複雑化
している。社会が大きく変化している中、建築・まちをつくる

2018 年夏に委員会メンバーが行った公共建築物の発注者（I

行為自体が、さまざまな社会の課題と重ね合わせずには成立し

県および K 市）へのヒアリング（図 1-1）によると、建築家のイ

ない。従来のように与えられた設計要件を満足するだけの設計

メージは、
「自分のオリジナリティを持つ、数少ない人たち選ば

ではない、社会に必要なものが何か、そして、それを解決する

れた人たちであり、美術館や図書館などの限られた建築物には

ために必要なアクションやプロセス・資源・人などを広く考え

人を集める力やある種の芸術性が必要」という肯定的な意見が

ることが求められている。

示された一方で、
「自己表現や思いが強い我儘」
「面倒くさいタ

先に述べた「設計施工一括方式」などの増加は、
「QCD（品質・

イプの人たち」という否定的な意見も挙げられた。さらに、建

コスト・納期）の確実な管理を遂行するための術」であり、専業

築家とは「人を集める力や発信する力を有する数少ない著名建

「高度化・複雑化する建設プロジェク
の PM/CM 会社の台頭は、

築家」のことを指し、
「著名建築家以外はただの建築士」といっ

ト全般の確実なマネジメントを遂行するための術」といえ、こ

たイメージを持っていることを確認した。つまり、発注者（I 県

れらが現代日本における社会的需要の優先事項にあるといえる。

および K 市）にとっては、一部の特殊な建築物の設計において

■ 1-1-5. 近未来の建築家とは

のみ建築家を必要とするが、それ以外の建築物の設計では、い

「建設サービスに求められる
『建設産業政策 2017 ＋ 10』でも、

わゆる「建築家」は不必要であり、
「技術者としての建築士」の

（中略）インフラやマ
国民の要請は時代とともに変化している。

み必要とされていることが分かった。また、社会的な緊縮財政

ンションなどあらゆる建設生産物の老朽化にも的確に対応して

の中で、このような特殊な建築物が建設される機会自体も減少

（中略）国民のニーズも多様化・高
いくことが求められている。

している。なお、このヒアリングでは、JIA 会員の大半を占め

度化していくことが予想される。」）と提言があるように、現在、

る、著名建築家ではない一般的な専業の建築士の存在意義につ

社会ニーズは大きく変容しつつある。このような時代にあって、

いて確認することはできなかった。

今後、建築家（とりわけ専業の建築士）はどのような職能を持ち、

このような中、巷では「建築家不要論」とか、
「建築家以外必
要論」といった議論が持ち上がっている。これらの論の多くで

4

どのようなサービスを社会に提供していくべきなのか、次章以
降で整理していく。

建築家は自己陶酔型の人材と位置付けられ、建築家を起用する
と斬新で奇抜な建物ができる可能性がある一方で、それらは品

■ 1-2. 建築家を取り巻く課題

質的に課題を生じていたり、コストや納期を守れない原因を生

近未来の建築家が対応すべき課題は、
「専業建築士・兼業建築

み出したりするような論調となっている。こうした「社会ニー

士に課せられた共通の課題」と「専業建築士に課せられた固有

ズに適合しない脱俗的建築家 ）」が存在している問題点につい

の課題」に区分でき、それぞれ以下のように整理できる。

2
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■ 1-2-1. 専業建築士・兼業建築士に課せられた共通の課題
①クライアントニーズ（設計条件）の複雑化や社会的な課題の高
度化と、建築家としての能力に乖離が見られる
② QCD（品質・コスト・納期）管理能力に対する期待感と、建築
家としての能力に乖離が見られる
③建築家に対する要求事項（芸術性・文化性など）の変化と、建
築家側の認識に乖離が見られる
④社会が期待する建築家の職能と、建築家の提供サービスに乖
離が見られる
■ 1-2-2. 専業建築士に課せられた固有の課題
⑤大手建設会社による「設計施工一括方式」や「デザインビル
ド方式」の台頭による、業務領域の縮小
⑥専業の PM/CM 会社や、営業力・技術力に長けたハウスメー

図1-2

次世代の職能ポジショニング

カー、地場工務店の台頭による、業務領域の縮小
⑦発注者不全（自治体の技術者不足など）に起因する「設計施工一

③建築家に対する要求事項（芸術性・文化性など）の変化と、建

体型発注」の増加による、業務領域の縮小

築家側の認識に乖離が見られる
➡今回、委員会で実施したようなヒアリングやアンケート調査
などを通じて、建築家に対する発注者側のニーズを適切に把

■ 1-3. 課題解決に向けた方策
前項で掲げたそれぞれの課題について、その解決に向けた方

握し、そのニーズに応えるべく、認識の改善などを図る必要

策を整理すると以下のようになる。これらは個人の意識の改変

がある。特に、
「自己陶酔型の建築家」については、自浄活動

や能力の向上など、自己研鑽による部分も大きい。

などを展開し、建築家に対する風評被害を避ける必要がある。

■ 1-3-1. 専業建築士・兼業建築士に課せられた共通の課題へ

④社会が期待する建築家の職能と、建築家の提供サービスに乖
離が見られる

の方策
①クライアントニーズ（設計条件）の複雑化や社会的な課題の高

➡社会ニーズの変化に応じた職能を身に着けるため、
「設計・監

度化と、建築家としての能力に乖離が見られる

理」以外のサービスにも目を向け、建築家の職能が必要とさ

➡建築家としての課題解決力や調整力の向上を図るとともに、

れる「新たな提供サービス」などを模索する必要がある（図

構造・設備・積算などをはじめとする、幅広い専門家との協

1-2）。また、この際、
「新たな提供サービス」に対する適正な

業体制の構築を可能とする基盤を整備し、社会ニーズに応答

業務報酬基準などを設定する必要がある。

していく必要がある。

■ 1-3-2. 専業建築士に課せられた固有の課題への方策

② QCD（品質・コスト・納期）管理能力に対する期待感と、建築

⑤大手建設会社による「設計施工一括方式」や「デザインビル

家としての能力に乖離が見られる
➡これまでの芸術性・文化性を主体とした建築教育に加え、

ド方式」の台頭による、業務領域の縮小
➡多様化する工事発注方式について、それぞれのメリット・デ

QCD 管理能力の向上を目標とした学校教育や実務教育の充

メリットを客観的に説明する資料などを作成し、社会に正し

実を図る必要がある。また、積算専門家を含むコンソーシア

い理解を求める必要がある（図 1-3）
。また、各発注方式につ

ムを構築し、適切なコストコントロールの実施や適性価格の

いて、専業建築士が関与するメリットを明らかにするととも

把握を行う必要がある。

図1-3
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に、専業建築士はそのメリットを十分に発揮できる能力を身

え方がある ）ものの、JIAが専業建築士からのみ構成されると

に着ける必要がある。専業建築士が関与することによるデメ

「建築家＝専業建築士」と定義できるとする
いう特異性 ）から、

リットについても把握し、その改善に向けた方策の立案や教

と、専業建築士のみが発揮し得る中立性・第三者性は、そのま

育などを行う必要がある。

ま JIAという組織の持つ大きな長所である ）。

5

6

7

⑥専業の PM/CM 会社や、営業力・技術力に長けたハウスメー
カー、地場工務店の台頭による、業務領域の縮小

■ 2-1-2. 長所 2：機動性やネットワーク（全国単一組織）
本部を中心に、地方ごとに設置された 10 の支部、都道府県

➡⑤にも関連するが、専業建築士の優位性は、
「中立性」や「客

単位を基本とする地域会が束ねられた全国単一組織であること

観性」に他ならない。そのため、
「中立性を活かしたコンサル

は、同一職能団体でありながらも都道府県単位では別組織とな

タント能力」をいっそう伸ばすことで、兼業建築士とのサー

る日本建築士会連合会や日本建築士事務所協会連合会とは大き

ビスの差別化を図る必要がある。また、建設プロジェクトに

く異なる部分であり、JIAのフットワークの軽さとネットワー

おける「中立性」・「客観性」の確保の重要性について、社会

クの広さはもう 1 つの大きなメリットである ）。

に正しい理解を求める必要がある。

■ 2-1-3. 短所 1：会員数の少なさ

⑦発注者不全（自治体の技術者不足など）に起因する「設計施工一
体型発注」の増加による、業務領域の縮小

8

会員数 10 万人を超える日本建築士会や 1.5 万事業所を擁する
日本建築士事務所協会と比べ、4,000 名を切る会員数の少なさ

➡「設計施工分離」を原則とする公共工事を対象として、建築

と、それに伴う財政規模の小ささは JIAの短所といえる ）。こ

家としての専門知識と第三者性を活かして、地方自治体の発

のため本会単独での政治力、発言力には限界があり、プレゼン

注や技術的判断を建築家自身がサポートし、社会に貢献する

ス発揮には工夫が必要である

必要がある。また、近未来に向けた職能の拡張を図り、公共

■ 2-1-4. 短所 2：年齢構成の偏り

9

。

10）

から民間、川上から川下に至る、幅広い課題解決に専門性を

JIAは一級建築士資格取得後 5 年、2 人以上の推薦が入会条件

（職能・業務領域の拡張）（例：公共 × 川上
活かす必要がある。

であることから、会員年齢は必然的に若くて 35 歳、平均は 60

＝発注者支援、民間 × 川下＝運営管理への参画など）

歳であり、ピークは団塊世代を代表する 70 歳となっている（図
2-1）。この偏った年齢構成は入会を検討する若手に「参加しに

2. 近未来の職能団体（JIA）

くい」
「意見を言いにくい」という印象を与え、協会の維持存続
にいっそうの悪影響をもたらす、もう 1 つの弱点である。

■ 2-1. 客観的特性（長所と短所）
このような近未来の建築家像を念頭に、その建築家を支える

■ 2-2. 具体的方策

べき JIAは、現状において職能普及の促進や次代の建築家への

以上より JIAの客観的特性を把握した上で、組織の長所の活

文化創造の機会提供は効果的に行えていない。そうした手薄な

用方法、および短所の改善方法を具体的に述べる。下記はいず

活動分野も自律的に充実させていける持続可能な組織への変貌

れも可及的速やかな実践が望まれ、またそれが可能な提案だと

を目指すためにも、組織の特性を現代の目線で客観的に分析し

考える。

ておく必要がある。議論の末、下記のような長所・短所を抽出

■ 2-2-1. 長所の活用 1〈専業建築士の優位性＝中立性・第三者

した。

性について〉

■ 2-1-1. 長所 1：中立性・第三者性（専業建築士のみの団体）

前述のように専業建築士の優位性を JIAの優位性といえるな

構造的な特徴として会員が専業建築士のみであることが挙げ

らば、
「中立性」を標榜でき、施主と施工者、建替需要と保存運

られる。
「建築家とは何か」という問いにはいまださまざまな捉

動、流言飛語とメディアの間に立ち、自主独立の精神により公

図2-1
SEPTEMBER 2019
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図2-2

JIAの優位性

図2-3

正な判断がしやすいなど、2013 年 4 月に公益社団法人となった
組織の性格上も、第三者性を求められる場面にいっそう立ち会

JIAの組織構造

事前に準備しておく必要がある。
その前提として、JIA 内部では人数に見合った組織再編や統合・
連携の再構成をただちに行い、1 枚に固めておく必要がある ）。

いやすくなったという長所がある（図 2-2）。

15

そのためにも前提として、まず会員 1 人ひとりが、先の建築

■ 2-2-4. 短所の補完 2 〈年齢構成の偏りに関して〉

家憲章、倫理規定、行動規範に則り、その身を正すことによっ

入会資格と社会全体の背景から、高齢化の傾向は簡単には改

て、市民から信頼性を回復していく必要がある。
「JIAの会員で

善しにくい。しかしながら、何らかの方法で若手を増やすこと

あることが、一定の質を担保している」と示せる評価システム

さえできれば、偏った人口構成を改善していくことは可能であ

も必要になろう

。

る。一方、逆に若手におもねるばかりでシニア層を蔑ろにすれ

12）

その上で、発注者支援、防災支援、ファシリテーター、アド
バイザー…等、前段落「職能拡張の具体例」のように、事業の

ば、経験を積んだベテランの退会を加速させ、知識が継承され
ないばかりか協会の存続のためにもマイナスである。

川上・川下で、有償／無償で対応する業務体系の整備していく

そこで若手が入会メリットや存在意義を感じる組織に今後方

ことで、その中立性・第三者性をより活かすことができよう。

向転換していくことは当然として、独立直後で事務所運営を軌

■ 2-2-2. 長所の活用 2〈全国単一組織であることについて〉

道に乗せることにエネルギーを要し、出産・育児の只中で公

本部を筆頭に、支部、地域会と分岐するツリー構造は、全国
単一組織である JIAに既に対応しており、縦軸の支部・地域会

私に時間を取られる多忙な若手でも参加が容易となるように、
メール会議など ITの活用を徹底させるところから着手するべ

は、地域の窓口、アンテナとして、横軸の委員会・部会は、そ

きである。場面によっては IT リテラシーの高い若手の意見を

れら活動を共有するネットワークとして、大きな構造改革を施

登用することが、自身の成長にも繋がることもあるだろう。
一方、長く建築設計の現場で培ってきたベテラン建築家の貴

さずとも、維持活用が可能である（図 2-3）。
しかしながら、昨今の IT 環境の向上を最大限に活用し、今

重な経験や知識は、JIA 内部に人材バンク

後は会員なら支部・地域を超えて知見・情報に容易にアクセス

ていくと予想される発注者支援やデザインレビューに参加要請

できるようにすれば、会員間の情報交換、知見の伝達・共有が

をすることで、社会に還元され、若手に伝承され、もう 1 つの

期待でき、こうした新たな会員メリットを、新規入会検討者へ

会員メリットとなるだろう。

訴求することも可能となる。具体的には、支部サイト各イン
ターフェースの統一を図った上、垣根のないデジタル・アーカ
イブを、至急整備していくことが求められる

。

13）

■ 2-2-3. 短所の補完 1〈人数の少なさに関して〉

4,000 人 を 切 る JIAが、 単 独 で 政 治 的 発 言 力・ 社 会 的 影 響
力を持つのが困難であることは前述の通りである。かといっ
て、他の二会（日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会）
と “ 一体化 ”しては、専業建築士のみの優位性・独自性である、
中立性や第三者性を発揮することも難しくなる。また、歴史的
経緯もあり、団体の統合、まして他会の吸収などは現実的に考
えにくい

。

14）

そこで、
「通常は分離、有事には問題に応じてトップが入れ替
わりながら共同で当たる、“ 合体ロボ形式 ”の連携」を提唱する。

JIAを含む各会の内規はそれぞれいっそう高め、個性を増長し
つつ、有事に備えた強固な三会フェデレーションも同時に、日
常的に構築していくべきである。
例えば専業建築家としてのアイデンティティを守り第三者性
を発揮すべき場面では JIA 単独で、大きな自治体との報酬改定
や資格取得に関しては、それぞれ事務所協会、建築士会を先頭
に、建築士の大きな集まりとして、迅速に動けるチーム編成を
30

を設け、今後増え

16）

（以下、次号）
（いのうえ ひろし／久米設計）

〈注〉
1）「設計施工一貫方式」・「設計施工一括（デザインビルド）方式」・「PFI 方
式」等の場合は基本設計段階から、
「基本設計性能発注方式」・「ECI 方式」
等の場合は実施設計段階からといったように、発注方式によって参画す
る段階が異なっている点も特徴として挙げられる。

2）『近未来研究特別委員会準備委員会報告』より
3）『地方公共団体における建築事業の円滑な実施に向けた手引き』平成 29
年 7 月国土交通省土地・建設産業局建設業課 入札制度企画指導室 p.5
4）『建設産業政策 2017 ＋ 10』 平成 29 年 7 月 4 日建設産業政策会議 p.1
5） JIA 基本政策諮問会議答申書 p.3
6） JIA 会員規定（正会員の資格）第 3 条
7） 建築家憲章改訂 改訂 平成 30 年 6 月 26 日「公正中立」、倫理規定「一般
的義務Ⅱ依頼者と利用者に対して 1」行動規範「Ⅰ社会公共に対して 4」、
「Ⅱ依頼者と利用者に対して 1」
8） 全国営繕主管課長会議 発注者支援業務事例集 平成 30 年 5 月 p.98
9）『日経アーキテクチュア』2009.1.12「建築 5 団体データ比較、設計事務
所ランキング」より

10）JIA 基本政策諮問会議答申書 pp.13-19
11）近未来研究特別委員会（準備委員会）2017 年 8 月 参考資料編より
12）JIA 基本政策諮問会議答申書 p.4
13）アクションプラン特別委員会報告書 広報（情報ネットワーク）WG 提案
14）JIA 基本政策諮問会議答申書 p.4
15）アクションプラン特別委員会報告書 会員資格 WG 提案他
16）
『JIA MAGAZINE』301 号「これからの建築家にとっての JIAの可能性」
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前号に続いて、2018年3月〜 2019年5月まで活動・研究を行った近未来研究特別委員会について、委員長を務めた井上宏さんに報告していただきます。

近未来研究特別委員会報告

2

社会から持続的に期待される
職能集団をめざして

井上 宏（近未来研究特別委員会委員長）
りも高い比率で民間コンサルタントに委託しているのが現状で

3. ケーススタディ
一例としての、建築家協会による発注者支援

あるが、
「民間コンサルタント自体を評価する仕組み」は伴って
いないため玉石混交と言わざるを得ず、仮に施工会社への利益

近未来の建築家のありかた、それを支える組織のすべきこ

誘導が行われようと、それを阻止する術もない。今後の支援機

と・でき得ることに関する 1 つの先例として、建築技術職員の

関の活用検討先も、民間コンサルタントが 37 ％、都道府県が

減る自治体の発注業務を JIAが支援するあり方、実例として実

22%、
「公益的な発注機関」は 12％にとどまっているが、“ 国や都

施コンペ開催〜審査からレビューまでを行っている「大井町駅

道府県には依頼できないが、民間コンサルタントよりは公正で

前パブリックスペース」について、その背景・経緯から実践ま

信頼ができる支援依頼先 ”として、現在は十分に活用されてい

でを紹介する。なおここで紹介するコンペは、地域会、JIA 大

ない「公益的な発注機関」の 1 つ＝ JIAこそ、これから活用され

会委員ほか多くの方々のお力を借りながら実現している。

る機会を増やしていくことが期待できるのではないかと考える。
■ 3-1-3. 設計業務発注方式の現状と問題点
続いて、地方行政のうち特に建築士に関連の深い、設計業務

■ 3-1. 背景
■ 3-1-1. 地方自治体の土木・建築職員不足、それによる不安
平成 8 年に 19 万人以上いた地方自治体の建築技術職員は、
、特に建築技師職員数を地
現在 13 万人程度に激減し（図 3-1）

の発注形式について現状を把握する。
平成 28 年度のデータによれば、改修を除く新築・増築だけ
で、都道府県＋政令市で 700 件以上、市町村では有効回答数だ

方自治体別に数えると、5 人未満の市区町村が 7 割を超えてい

けでも 1,200 件以上の公共建築が建っている。一方、その発注

る。またアンケート結果によると、自治体の職員たち自身も建

形式は、件数ベースではプロポーザルがわずか 23 ％、それ以

築行政への不安を予算以外にも感じており、それが技術者不

外は価格競争（入札）がほとんどである

足・知識・経験不足によるものだと自覚している

。

。

19）

プロポーザルを “ 積極的に採用しなかった ” 自治体へは、そ

18）

の利点や必要性を地道に説明していく必要があるが、“ 採用し

■ 3-1-2. 外部支援の要請内容と対応可能な機関
このような状況で、地方自治体が外部支援を望む内容は、ノ

たかったが諦めた ” 自治体の理由として時間以外に挙げられた

ウハウの共有や相談窓口の設置以外に、発注業務そのものの支

「手間・人員・審査体制・実施経験」は、外部からすぐに補え

援や、工事や設計などの監督・検査の委任や補助など、直接的

るものばかりである（図 3-2）。ここを補うことでコンペやプロ

業務への要請も高い。しかしながら、都道府県も自治体である

ポーザルの比率を増やせるはずである。

から、工事や設計の受託はもちろん、その監督・検査や発注支
援などはほとんど対応できない。

■ 3-2. JIA による発注者支援の可能性と妥当性

そこで外部からの支援の活用実績としては、国・都道府県よ

図3-1
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ここでは他会や民間コンサルタントとの違いも確認し、JIA

17）

地方自治体の土木職員数
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のすべき・JIAのできる発注者支援の形を浮き彫りにする。

る支援ができること、求められる計画の性質や条件に応じて、

■ 3-2-1. JIAの発注者支援

さまざまな事業形式・発注形態から、適切な方法を選定、自治

平成 30 年、全国の自治体が参照する冊子『発注者支援業務
事例集（全国営繕主管課長会議）』に、支援関係法人として JIAと
しての「実施の方針及び実施体制」も掲載された

。

20）

体や発注者に提案し、助言、協力していくことができることな
どが示されている（図 3-3）
。
■ 3-2-2. JIAのコンペ・プロポーザル支援の特色
特にコンペ・プロポーザル支援において JIAは、会員が全て

■公益社団法人 日本建築家協会（JIA）は 4,000 名弱の正会員を

設計に勤しむ実務家から構成されるため、策定業務、要項作成

擁する建築家の全国組織であり、ほぼすべての正会員は建築

から審査員選定ほかオペレーション全般をまるごと代行する能

計画・意匠設計を主業務とする一級建築士です。10 の支部と、

力を持ち、基本構想や計画、基本・実施設計、監理、ワーク

59 の地域会で組織され、全国の自治体との連携を図る体制

ショップなどの各業務をどのように組み合わせるか、事業の規

をとっています。また、国内で唯一の国際建築家連合（UIA）

模・予算・難易度に応じて、一括・分離・JVなどから選択、提

加盟団体です。

案が可能である（図 3-4）。

■日本建築家協会は公益団体として地域環境と公共建築物の質

また、全国単一組織としての特性から、経験豊富な会員たち

の向上を目的に、主に次の三つの支援業務を考えております。

がネットワークでつながり、国内どこの自治体に対しても支援

地域のまちづくり・地域固有の課題解決へのアドバイスお

が可能であることや、施工者とのつながりのない専業建築士の

よび市民対話等ファシリテーターの派遣。

みからなる特性から第三者性・中立性を発揮しやすい点が、民

建築物の企画・基本計画の策定協力および設計与条件の取

間コンサルタントや他の建築団体（日本建築士会・日本建築士事

りまとめ等への協力・支援。

務所協会）と違うといえる大きな特徴である。

設計者選定へのアドバイスおよび設計者選定プロポーザル

各地にはこうした発注者支援に尽力される自治体職員や大学

の運営協力・支援。設計競技（コンペティション）による

教授も存在するが、個人に対する負担や業務量には量的な限界

設計案選定の企画運営および審査への協力・支援。それら

があり、将来的な持続可能性の観点からも、多数の会員が所属

への審査員の派遣等。

する団体、公益法人のほうが、全国の行政を広くサポートして

■日本建築家協会では、発注者支援業務を行なうにあたり、組

いく担い手としてはふさわしいといえる。

織として直接支援業務を行なう形のほか、適切な人材の選
任・派遣の要請にお答えできます。また会員である建築家な

■ 3-3. 実施例（大井町駅前パブリックスペース設計コンペ）

いしその建築家が所属する建築士事務所との協働、さらに他

前項のように参加しやすいコンペを開催、審査員やレビュ

の建築専門家団体との連携体制をとる等、多様な形態での対

アーを派遣し、事業性を伴いつつ公共自治体の役に立ち、その

応が可能です。

全体を通じて 1 章に述べた建築家の新たな役割や 2 章に述べた
職能団体 JIAの存在感を改めて発揮しようとする実施例として、

全国組織である JIAが環境や建築の公益性実現のため、行政
のパートナーとして第三者的立場で独立性と公平性を保ち、多

2018 年に行われた品川区発注の公衆便所を含む駅前パブリッ
クスペースの設計コンペを紹介する。

様な利害を調停しながら、自治体や地域ごと個別の状況に対す

図3-3

図3-2

OCTOBER 2019

JIAの発注者支援

プロポーザルを採用しなかった理由
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■ 3-3-1. コンペ開催経緯と計画概要
①次代の建築家には公共建築への入口という希望を、②他の

区の土木と建築部長の 2 名より多数とすることで、案が評価
されることを強調。

自治体には同様の公共建築コンペ開催の機運を、③ JIA 自体に
は発注者支援を行える職能団体としてのプレゼンスを内外に示

こうしたことから 1 次審査へは 377 者が登録、そのうち 227

すチャンスを、それぞれに与えることを目的に、小規模でも公

者から提出があり、中から上位 5 点が選ばれ、二次審査は JIA

共建築設計を参加しやすい実施コンペとして開いてくれる自治

建築家大会 2018 東京の会場で公開。厳正な審査のもと優秀者

体を探していたところ、品川区から公衆便所の建替え案件をご

が選ばれ、デザインレビューを挟みながら、現在は設計が進ん

紹介いただいた。東京 2020オリンピック・パラリンピックで

でいる。

外国人観光客の増加等が予想されることから、利用頻度の高い

■ 3-3-3. JIAによる発注者支援の今後の展開

場所の公衆便所の洋式化やだれでもトイレの整備を進めていた

このように、持て余された建築家の職能を社会により還元す

品川区は、その玄関ともいえる大井町駅前で駅構内からも見ら

るために、また多様で公益的な公共建築生産の持続可能性のた

れる位置にあった既存便所を、機能的かつ意匠にも優れたもの

めに、人手と経験の不足に悩む地方自治体の現状を知った上で、

とする必要があったが、JRの線路が近接し暗渠河川も横断す

それを補う経験と中立性をもつ全国組織 JIAを活用し、提案型

るという、より難しい敷地条件もあって、広く設計案を募るこ

かつ段階的に参加者の増やせる発注方式を、今後も広めていき

ととなった。

たい。

■ 3-3-2. 募集要項や審査、デザインレビューなど、手順にお
ける配慮

4. まとめ

本コンペでは要項作成からさまざまな配慮と工夫を凝らし、
後のコンペ・プロポーザルの手本を目指した。

社会が大きく変化する中、建築家が従来の業務領域にとどま
らず、新しい領域へ職能を拡張しながら、これまで以上に専門

①敷居の低い参加資格：一級建築士事務所なら実績も年数も不
要。個人でも法人でも可。1 事務所 1 案なので組織を排除せ
ずアトリエ圧迫も避け、公平に機会を拡大。
②ゆとりあるスケジュール：参加表明まで 1 か月、提出までも
う 1 か月設け、事務所登録も検討も十分可能に。
③周辺への提案も自由に：公衆便所を除く全体は複数年事業と
して扱っていただき、提案次第では次年度予算も視野に。

性や中立性を発揮し、社会の課題に応える役割を担っていくこ
とが、近い将来、より重要となっていくであろう。
そのプラットフォームを JIAが担うならば、組織の実態と特
性を真摯に見つめ直した上、現状の地域ネットワーク機能、専
門性のマッチング機能、情報アーカイブ機能、行政連携機能な
どを更に充実させ、新しい社会から持続的に期待される職能集
団として存在意義を高めていくことが必要である。

④二次参加者への報酬：準備期間やマンパワーに配慮し模型作
成を求めず、かつ最低限のプレゼン費用を支給。
⑤発注者支援組織が併走：審査は審査員が行うが、要項作成や
要所での設計レビューを JIAが行い、発注者の不安と提案者
の孤立の両方をできるだけ防止。
⑥案が評価される審査員構成：審査員は、JIA 正会員の中から
近年類似の公共建築設計の実績をお持ちの男女建築家 3 名と、

〈注〉
17）総務省「地方公共団体定数管理調査」より
18）2016 年 全国営繕主管課長会議「公共建築における発注関係事務に係
る支援方策に関する検討」フォローアップアンケート調査結果より

19）平成 30 年 全国営繕主管課長会議「官公庁施設の設計業務に関する実態
調査の結果」より

20）平成 30 年「発注者支援業務事例集 （全国営繕主管課長会議）」p.98
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公開審査

さまざまな形を選ぶことができるコンペ形式とJIAの役割
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