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磯田節子
当該建築は昭和 年から熊本市役
所花畑町別館として使用されてきた︒
昭和 ︵1936︶年竣工︒山田は
昭和 〜 年欧米視察︑第 回CI
AMに参加︑コルビュジェ等の最先
端の近代建築に強く衝撃を受け︑当
該建築は帰国直後に設計された︒光
を多く取り込むための事務室の大き
な窓︑一方原簿庫は小さな窓︑階段
室の段々の窓︑機械室の丸いガラス
ブロック等窓のデザインが機能的で
かつ美しい︒広い事務室には自然換
気装置が柱の両脇に︑見かけ上は柱
と一体的に設置されており︑ 階の
大きなダクトに通じている︒
医務室︑
レントゲン室︑屋上にはバレーボー
ルなどの運動ができる広場があり︑
近代建築の第一の目的である近代的
衛生の思想が明確に建築されている︒
一般に機能主義と言われるが︑私
はファサード一杯に広がる大きな窓︑
換気装置等この衛生思想の建築が最
大の特徴と思う︒山田の建築は大き
く 期に分けられる︒当該建築は欧
米視察後の建築として第 期︵昭和
年〜昭和 年︶の建築であり︑D
OCOMMO Japanの松隈氏
は保存運動の中で〝東京中央郵便局
︵昭和 年︶
︑大阪中央郵便局︵昭和
年︶
︵いずれも吉田鉄郎設計︶と
同時代同価値の建築であり︑
︵これ
らがすでに解体されているので︶日
本で唯一現存する機能主義デザイン
の戦前逓信建築である〟と︒我が国
の建築史上貴重な建築がまた一つ消
えた︒
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分譲マンションの将来
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建築とまちづくり

日本住宅会議・第33回サマーセミナー「熊
本地震の被害と復興」の報告

永井空間設計／新建全国常任幹事

海岸から撤退するイギリス軍とフランス軍をナチ

ルク﹂を観ました︒フランスの都市ダンケルクの

先日︑第二次世界大戦の歴史戦争映画﹁ダンケ

上空を超えるミサイル発射は 発を数えました︒

北朝鮮情勢が緊迫してきました︒北朝鮮の日本

どこかで繰り広げられている戦争がそうでした︒

も偶発的衝突が生じれば︑戦争に発展してしまう

米韓軍事演習も行われています︒たとえ小規模で

倒的な軍事的圧力も含まれるはずです︒大規模な

可能性は否定できません︒
ひとたび戦争になれば︑

どれだけ多くの犠牲者が出るかわかりません︒ア

しかしアメリカのトランプ大統領は﹁米国と同

完成が近いと報じています︒これら北朝鮮の行為

区別なく爆撃され︑沈没していきます︒武器を捨

盟国を守ることを迫られれば︑北朝鮮を完全に破

日本は唯一の被爆国として︑もっと平和外交に

映像技術と大音響がものすごく︑まるで私自身も

てて逃げていても︑
負傷していても関係なしです︒

壊する以外の選択はない﹂と発言し︑対する金正

よる役割を果たせるのではないでしょうか︒その

メリカ軍基地のある日本も巻き込まれてしまいま

敵も味方も正義もなく︑あるのは死ぬか生きるか

恩朝鮮労働党委員長も挑発的な言葉の応酬をして

ためにもこの先︑日本を含む東アジアの平和を一

は許されることではなく︑北朝鮮が一刻も早く核

だけです︒

います︒安倍首相も﹁北朝鮮に対して︑いま必要

人一人が考えていかなければならないと思います︒

戦場に居て︑今にも命を奪われるような恐怖を感

この恐ろしい映画を観終わって︑
あらためて
﹁戦

なのは対話ではなく圧力だ﹂と︑トランプ大統領

日本政府はいま何ができるかを考えるべきだと思

争﹂は絶対にダメだと思いました︒いったん戦争

に寄り添うような発言を繰り返しています︒

新建憲章の第 項に﹁建築とまちづくり︑生活

います︒

が始まれば︑簡単には止めることができません︒

す︒アメリカと北朝鮮の緊張を緩和するために︑

また︑核実験をこれまで 回繰り返し︑核兵器の

04
・ミサイル開発を断念することを願います︒

スドイツ軍が︑容赦なく殺戮していく映画です︒

6

じました︒戦場では軍艦︑赤十字船︑民間漁船も

6

太平洋戦争がそうであったように︑朝鮮戦争︑ベ

双方とも多くの罪のない尊い命を失うだけです︒

国連安保理の経済制裁のみならず︑アメリカの圧

ます高めてしまっていると思います︒
﹁圧力﹂は

このような強圧的な姿勢は︑南北の緊張をます

ー視せず︑多いに進めていくべきだと思います︒

﹁戦争と平和﹂についての議論や意見交換をタブ

と文化︑
自由のために平和を守ろう﹂とあります︒

トナム戦争︑湾岸戦争⁝⁝いつの時代でも世界の

6

張
永井幸

主

「戦争と平和」について大いに語ろう

当日は滑川市の旧宿場町の古
宏之教授が﹁御影草屋根の家﹂

大学︵当時和歌山大学︶の山田

室内環境の向上です︒大阪府立

﹁草屋根﹂の目的は︑まず︑

す︒

を試みたのがきっかけだそうで

夏場の環境改善のため屋根緑化

を屋根裏空間にしか確保できず︑

後日講師からいただいた下記

スになっているなと思いました︒

が﹁草屋根﹂という構法のベー

を聞くと︑草木への知識と愛着

ていることについての洞察など

芝生の手入れがとても行き届い

の知見を聞いたり︑環水公園の

きに︑咲いている珍しい植物へ

屋のある古民家にお連れしたと

とても綺麗に見えました︒灰納

●新建のひろば●

民家での講演会でして︑風は通
の室内外の温度を測定して解析

富山支部││
住宅講座﹁2017草屋根の家﹂の報告

に富山県滑川市︵ほたるいかで

した結果によると︑屋根を緑化

施例で紹介いただきました︒

有名︶の有隣庵︵国登録有形文
るのですが︑人が 人位集まっ

平成 年 月 日︵土︶午後

化財︶ 階広間で︑住宅講座が

28

すが︑より親しみやすくなるよ

正しくは﹁緑化屋根﹂となりま

は︑木造傾斜屋根の竣工実績が

ありました︒講師の前田由利氏

うです︒建ぺい率から建築面積

草屋根の家﹂の完成に始まるそ

1998年︑自宅である﹁御影

ました︒そもそものきっかけが

きながら熱弁をふるっておられ

けでは蒸し暑く︑講師は汗を拭

て話を聞いていると︑扇風機だ

リフレッシュの場になったり︑

しがなく︑
周囲の環境を良くし︑

るとのお話です︒屋根の照り返

になるという結果が得られてい

屋根からの侵入熱量が 分の

きにした場合にくらべ︑真夏に

するとアスファルトシングル葺

ました︒それは︑自然と人への

と通ずるものを講師の心に感じ

ワが実践した自然派建築の理念

ご一緒したことなのですが︑バ

の建築ツアーで私が由利先生と

すが︑今回巡りあった富山は︑

活は︑私には想像できないので

美しい立山の眺め︒雪の深い生

水︑お魚︑お酒︑広い土地と家︒

たのも収穫でした︒
﹁おいしい

地がいいところだと改めて感じ

のメールで︑住んでいる富山の

収穫を楽しんだりでき︑これが

優しさではないでしょうか︒

本当に幸せなところでした︒ま

で遊覧しましたが︑立山連邦が

瀬から遊覧船で富山環水公園ま

（富山支部・上梅澤保博）

たいと思います﹂と⁝⁝︒

た︑美味しいお魚を食べに行き
広まって町が緑で覆われるよう
になると︑ヒートアイランド現

る可能性をもつ﹁草屋根﹂です︒
また︑北欧など寒い地域でも︑
結構昔ながらの工法として住宅
の屋上緑化があり︑世界各地で
は古くからのポピュラーな工法
であるとの話でした︒

関東 支部＋静岡支部共催││
﹁新建サマーセミナー・
東京BAUHAUS2017﹂の報告

象の緩和という結果にもつなが

講演会の次の日に︑富山の岩

また北側斜線により︑屋根の高

り︒雨水は︑一旦︑屋根の土に
保水されるので︑下水に流れる
のに時間差ができ︑都市洪水を
緩和します︒地球の表皮である
地表が︑屋根の上に皮膚移植さ
れることにより温湿度の調整を

今回︑富山に来ていただいた

部と静岡支部の共催で 月 日

今回のセミナーは︑関東 支

者は︑東京 名︑静岡 名︑神

を会場に開催されました︒参加

︵土︶と

日︵日︶の二日間︑

東京︑世田谷区にある専門学校

きっかけが︑スリランカのリゾ

﹁ISCカレッジ・オブ・アーツ﹂

奈川 名︑群馬 名︑千葉 名︑

44

つかさどり︑虫たちなどの生態
系を保存します︒町全体で︑屋
根を緑化すると︑ヒートアイラ

8
ート建築の先駆けであり神様の

9

埼玉 名︑その他に︑全国 名︑

3

京都 名︑一般 名︑学生 名︑

1

2

26 5

5
ような存在︑ジェフリー・バワ

4

9

ンド現象の緩和につながります﹂
と︑そんな草屋根について︑実

4

3

2

27

寝転がって︑満点の星を眺めた

さ制限があったため︑子ども室

1

ごとに咲く花を楽しんだり︑野

20

件を越えます︒﹁草屋根﹂
とは︑

う﹁草屋根﹂と呼ぶことにされ

が 坪しか建てられない狭小地︑

26

たそうです︒由利氏曰く﹁草屋

8

根は断熱効果だけでなく︑季節

30

29

1

菜を収穫したり︒また︑屋根に

12

50

とを考え︑
手を通して表現する︒

こうなっているのか見えないこ

ます︒
﹁物を見たら︑どうして

実践的な教育の場を提供してい

験センターの見学など︑
体験型・

の意思が一致して社会に対して

あるのでなく︑﹁さまざまな人々

そもそも﹁建築運動﹂の定義が

原因を深く考察されています︒

運動を起こし解散へと至ったか︑

ちがどのような社会的背景から

付ける努力﹂
﹁幅広いコーディ

﹁要求に応えられる技術を身に

活者の要求に敏感になる努力﹂

りやすいと紹介されました︒﹁生

めの何のための建築か﹄が分か

萩原正道さんの遺稿集﹃誰のた

欠き︑大きな節︑釘 ･ ビスの

﹁施工ミス︵工事中の筋かい切

不足︑下屋水平構面耐力不足︶
﹂

偏心率及び柱﹂﹁耐力壁の直下率

造計画の不適切
︵壁量ギリギリ︑

金物配置ミス︑
使用箇所小﹂
﹁構

目 講座で︑ 日目の終了後に

講座は第 日目 講座︑二日

た︒

加した人はのべ 名になりまし

徹底的にこの訓練﹂
︒これらが

打ち間違い︑
金物付け忘れ︶
﹂﹁新

講師 名でした︒ 講座でも参

は交流会を行いました︒以下︑

しい課題︵ほぞのせん断破壊︑

集成材筋かいの破断︶
﹂を挙げ︑

ネイト能力を身に付ける努力﹂
︒

改めて考える時間でした︒

歴史に学び将来に繋げることを

はぬくことのできない存在とな

意義ある一つの方向に凝集して

る﹂という論文からの解説は︑

ゆくとき︑その運動の力と意義

心﹂であり﹁デザインと創造は

特に被害の軽微だった住宅と比

思いやり﹂であること︑人や生

血肉になるのだと思います︒ま

インテリア・家具の

な思いがしました︒片方先生は

ら︑建築基準法や品確法の押え

較すると﹁構造計画の不適切﹂

循環にも心が配れる人を育て︑

﹁京都計画 ﹂で市民運動の力

建築学科名誉教授︶

をつける﹂とのこと︒この学校

精神が日本人の若者の熱気に火

学生で︑
﹁留学生のハングリー

ずまく場︑半数はアジアからの

の若い職人とその卵の熱気のう

就任しました︒ここは250人

社建築会﹂
﹁青年建築家クラブ﹂

の﹁新興建築家連盟﹂や﹁創宇

大学院生や若い教官たちが戦前

片方先生は︑現役の建築系の

誉教授︶

事会副議長・日本福祉大学名

講師 片方信也︵新建全国幹

築活動

築住宅に着目︑ 棟以上を 日

適用された2000年以降の新

住宅のうち︑最新の耐震基準が

ぐ現地に入り︑倒壊・崩壊した

間にわたって視察され︑うち

棟の設計図面を施主の協力を得

て調べ﹁どれもなぜ倒壊したか

説明がつきます﹂と指摘されま

した︒被害住宅の特徴として︑

﹁地盤崩壊︵軟弱地盤︑擁壁・

盛土造成︶
﹂
﹁筋交いのみで構造

用合板を使っていない﹂
﹁HD

●
No.468

木造構造の基本的な考え方か

部分での差が大きく見られたと

﹁平和だからこそ自由にデザイ

が京都全体のビジョンを示すこ

どころはどこかなども含めお話

熊本地震から学ぶ木

講師 丸谷博男︵ISCカレ

ンして自由に表現できる﹂こと

宮澤健二先生は︑木質住宅の

されました︒設計・監理︑施工

常勤講師を退職︑建築・設計・
デザインすべてができる職人を

は︑これまで半世紀以上に渡り

などを取り上げた論文に関心を

造住宅の耐震性

ッジ・オブ・アーツ学長・エ

を伝えていきたいと話されまし

とにつながったことで︑実体験

構造がご専門で︑工学院大学防

を行う上で︑法律対応だけでは

建築・インテリア界に6000

払ってきました︒今の若い人た

のことです︒

コハウス研究会代表︶

として建築運動の意義を感じて

災環境研究センター長もされた

ない構造的な計画ができる視点

人以上を輩出してきた実績があ

ちが﹁建築運動﹂を新しい視点

講師 宮澤健二︵工学院大学

丸谷学長は︑ 歳で芸大の非
た︒

こられたのだなと思いました︒

木造住宅の耐震性に関する第一

ります︒積極的な産学連携を行

でとらえている様子を調べられ︑

日本の建築運動と建

い︑実際の物件を使い実物大の

また戦前戦後の当時の技術者た

育てようとこの専門学校学長に

住宅を造り上げる教育︑林業の

2

68

方達との交流︑製材所や木材試

● 1711
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29

5

7

30

●講座

人者です︒熊本地震発生後︑す

●講座

自分の中にストンと落ちたよう

た﹁原点は人間と自然を愛する

4

﹁建築活動﹂として日々どう

育を実践する

活︑歴史︑材料︑環境︑廃棄︑

各講座の概略を報告します︒

1

1

デザイナー︑職人を育てる教

●講座

2

あるべきかを示すものとして︑

3

1

86

5

1

'88

夫が必要だなと思いました︒

現場への理解とミスをなくす工

が重要で︑さらに施工者ともに

ィ﹂
﹁コモンスペース﹂
﹁オール

言えば︑
﹁スモールコミュニテ

考えのことは︑キーワード的に

変わっていかねばいけないとお

を採用するまでに変えていきま

見出し︑県知事室にもからまつ

からもデザインし活用の販路を

い仕口を考えるなどして︑みず

くりを本格化させています︒

を結びつける国産材による家づ

年︑森を育てる人々と住まい手

使う取り組みを始め︑2015

世界の森林の状況も多く見学

した︒正直言って﹁伊佐ホーム

ズのショールーム﹂を見学しま

天下長距離歩いて﹁伊佐ホーム

伊佐社長の話を聞いた後︑炎

されていて︑日本の商社の違法

した︒

しいスライドで各地の街並みを

伐採を食い止めたいと言われま

参加型﹂です︒そのあたりを美

紹介しながらお話しいただきま

少子高齢化のこれか

らの社会の住まいの形態・環

した︒

●講座

境を考える

日本建築士会連合会会長を勤

子高齢化社会時代を救う!!

ンスペース︑オール参加型が少

小田原さんは︑子ども時代か

ナー・ARTISAN代表︶

講師 小田原健︵家具デザイ

組みと教訓

インテリア・家具︑その取り

ている会場近くの家具のショー

講座後︑小田原さんが協力し

との言葉が印象に残りました︒

さないために森林を大事にする﹂

系から考えないと駄目︒海を汚

ました︒
﹁ECOの原点は生態

ど地球を汚している実態を伺い

のために使われる大量の薬剤な

す︒安価なゴムの木を生産出荷

と﹁芸大風﹂の感じと﹁品﹂が

ームはデザインの傾向にちょっ

した︒ただ︑見学したショール

ていたのですが分かりませんで

的判断などに注意を払って聞い

産材を使うことへの哲学・経済

えます︒伊佐社長の講演も︑国

念とは関係ないように私には思

ズ﹂の商売のやり方は新建の理

けで︑それぞれの講座の内容に

じのセミナーでした︒というわ

建というハブで繋いだらしい感

ば︑大変広域にわたる内容を新

はたして全講座を受けてみれ

●新建のひろば●

められた藤本昌也さんは︑豊か

らしっかり修行を積んだ木工職

国産材の杉でつくる

な実績をお持ちの建築とまちの

人として︑樹木の性質を理解し

て学んだこととともに︑とりわ

に押され日本の針葉樹︵杉︑ひ

勤められました︒安価な輸入材

の家具デザイン担当として 年

講師 伊佐裕︵伊佐ホームズ

と

づくりを経験して︑今思うこ

AUSの参加申し込みに際して

的だった催し︑東京BAUH

▼キャッチーなタイトルが魅力

教えて下さいました︒運動体・

して評価される動きがある︑と

たちの偏見のないまなざしを通

介され︑それが現在若い研究者

●講座

設計者です︒国土交通省の肝い

あり︑勉強になりました︒

スモールコミュニティ︑コモ

りで住宅生産振興財団が主催す

ルームを見学しました︒

け強く感じたことは︑講師陣の

て仕事ができる実力を芸大の吉

以上︑ 講座でした︒交流会

村順三先生に見いだされ︑芸大

続けてこられました︒コンクー

のき︑からまつ︶が使われてい

伊佐ホームズは︑世田谷区・

㈱代表︶

は︑
﹁そういえば本家バウハウ

訴求力・推進力・能力の高さ・

ルでは﹁福岡県青葉台ボンエル

ない現状があり︑そこを変えて

目黒区を中心に︑設計者が直接

強靭なリーダーシップでした︒

フ団地﹂とか﹁兵庫県フラワー

いくために活動されています︒

施主の方々の要望を汲み取り︑

新建に属している自覚はありつ

の模様は写真をご参照ください︒

タウン アルカディア ﹂とか

長野県が財政難のころ︑財産

つ︑運動ということがわかって

（東京支部・片柳順平・木村美千代）

藤本さんは﹁このコンクール

は﹁山にあるからまつ﹂と訴え︑

スのことをあんまりよく知らな

が大臣表彰を受けています︒

一方講座 では︑片方先生が

はいつも新しいなにかを気付か

いよなぁ﹂という少々締まらな

21

きました﹂と言われます︒住宅

であって︑木が反るなら反らな

を知ってデザインすればよいの

ます︒ 年ほど前から国産材を

店とともに家づくりを行ってい

出します︒

いような気分でいたことを思い

りました︒造形教育の記念碑的

いない自分ながら心強く受け取

高橋寿男さんの言論や遍歴を紹

2

地の設計は今後こういう方向に

ら世の中も応募作品も変わって

10

︻参加者の感想︼

せてくれたのですが︑コンクー

営業がきめ細かくサポート︑施

山と里が共同した家

6
工は信頼関係を築いた協力工務

6

で言われても︑からまつの性質

●講座

る﹁住まいとまちなみコンクー

30

ル﹂の審査委員長を 年以上も

5

﹁からまつはゴミだよ﹂と各所

10

ルが始まって 年たったころか

22

研究所取締役会長︶

講師 藤本昌也︵㈱現代建築

4

15

ハウスが営まれたころに︑遠く

と標語のように覚えているバウ

存在にしてモダニズムの象徴︑

も反省すべき点も多かったよう

ないのかもしれないが︑それで

鑑みれば被害率は高いとは言え

震波が二度︑押し寄せたことを

び続ける努力を惜しみたくない

につながる︒そのためにも︑学

人々の安心で安全な生活の保障

充実した二日間であった︒

なと改めて感じることができた︑

33

直後︑当時学生だった私も現地

名を含む 名が参加した︒サマ

立大学において開催し︑学生

︵月︶〜 月 日︵水︶
︑熊本県

に向かい︑被災地の子どもたち

施工ミスが目立ち︑想定外の地

まである︒構造計画の不適切や

用個数が少ないことなどさまざ

抜き防止ホールダウン金物の使

されていないことや︑柱脚引き

筋交いだけで構造用合板が使用

帰りたい﹂という切実な願いだ

耳にした言葉は﹁早くわが家に

合うなかで︑私がもっとも多く

ちや保護者︑地域の方々と触れ

避難所を渡り︑多くの子どもた

のサポートに徹した︒数か所の

の復興問題を取り上げた︒

催してきたが︑今回は熊本地震

マに︑東北被災 県において開

生以来︑震災からの復興をテー

ーセミナーは東日本大震災の発

った︒

とはいえず︑ようやく仮設住宅

るが︑その歩みは必ずしも早い

過し︑復興は徐々に進みつつあ

熊本地震から 年 カ月が経

﹁設計者である以上︑このよ

害は比較的小さかったものの︑

うな設計はいかがなものか﹂﹁住

その後の関連死が直接死を上回

熊本地震では︑直接の人的被
入ってからよく耳にするように

り︑なお関連死の認定をめぐっ

がそろったという状況であった︒

なった言葉である︒建主ひとり

て申請が多数に上っている︒ま

まう人が使い続けられるような

ひとりにしっかり向き合いなが

た建物被害でも︑公表された数

建築を﹂
︑どちらもこの世界に

らも︑技術者としての姿勢や知

字や外観以上に被害が広がって

実︑新建からの報告︑現地で

●熊本地震の全体像と復興の現

て︑現地での支援活動を踏まえ

年の九州北部豪雨の模様につい

の実態を報告するとともに︑今

は︑熊本市内のマンション被害

の支援活動︿ 日目﹀

ている中での開催であった︒

部から農村地域に被害が広がっ

題も広範に存在するなど︑都市

おり︑いわゆる在宅被災者の問

日本住宅会議・第 回サマーセミナー
﹁熊本地震の被害と復興﹂の報告

（東京支部・澤田大樹）

日本でも建築運動が萌えたのだ︑
だ︒
建まちセミナーで︑工学院大

あ︑そういうことでも︑のバウ
ハウス?だったの︑と今頃思っ

話を聴き︑設計地震力の定めら

学の名誉教授︑宮澤健二氏の講

そして︑そもそもモダニズム

たりして︒すみません⁝⁝︒

日本住宅会議・第 回サマー
セミナーは︑
﹁熊本地震の被害

れ方やその他さまざまな問題を︑
熊本地震を事例に学びながら︑

と復興﹂をテーマに︑ 月 日

とはどういうことだったのか︑
いささかも捕まえていない相変
私は一年半前の熊本の人々のこ

▼震災後に発覚した熊本の木造

とを思い出していた︒地震発生

住宅の特徴は︑そのほとんどが

（静岡支部・本多ゆかり）

わらずの自分がここに︒

28
13

識を日頃から研鑽し︑設計に活

についてくわしい報告が行われ

から西原村の被害と復興の現状

いての西原村の内田安広副村長

解を深めることができた︒つづ

震の全体像について総論的に理

被害状況﹂をいただき︑熊本地

田祐先生から講演﹁熊本地震の

地域課題と地震﹂
︑同教授の柴

八郎先生から記念講演﹁熊本の

熊本県立大学名誉教授の中島煕

サマーセミナーの冒頭では︑

まったことを告発した︒ 日目

ど無視し︑素早く取り壊してし

熊本市は建築学会の保存要望な

畑町別館という重要な建築物を

状を訴えた︒また︑熊本市の花

てどんどん取り壊されている現

いなかで︑公費解体制度によっ

害を受け︑自力で補修ができな

町の町家などの歴史的建物が被

本高専特命客員教授︶は︑城下

て報告された︒
磯田節子さん
︵熊

た︒内田副村長には翌日の見学

大学准教授︶は一連の地震にお

の最後に川田菜穂子さん︵大分

告した︒

●
No.468

ける大分県側の被害について報

でも︑現地で説明をしていただ

新建福岡支部の片井克美さん

いた︒

● 1711
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33

8

4

かしていくことが︑被災地の

1

30

3

1

1

8

66

修士 年生までの幅広い学生の
向けて﹂では︑益城町で持ち上

京支部︶から﹁団地再生コンサ

木下龍郎さん︑
松木康高さん
︵東

●新建のひろば●

がっている県道 車線化と区画

夫さん︵益城・四車線化を見直

整理事業について地元の前川賢

画検討業務︑棟別に要望の集約

ました︒Oマンションの将来計

のマンションの実践が報告され

参加があり︑学生同士お互いに

そう会︶から報告され︑震災復

交流会の開催︿ 日目﹀

●仮設住宅など現地見学︑学生

●シンポジウム││﹁被災者は

良い刺激を得られる場となった︒

興のあり方について鹿瀬島正剛

ルテーション﹂について︑ つ

いま﹂
﹁復興に向けて﹂
︿ 日

災者はいま﹂では︑高林秀明熊
から報告・提言がなされた︒

井進弁護士
︵日本弁護士連合会︶

弁護士︵熊本弁護士会︶
︑津久

ンションの建て替えコンサルタ

埼玉県の区画整理にともなうマ

をしたF団地の再生計画業務︑

先生の案内で︑益城町内および

目﹀

本学園大学教授︑よか隊ネット

業務に取り組んでいるのがわか

日目午前のシンポジウム
﹁被

清一村長は現地で挨拶をいただ

熊本の江崎太郎さん︑ひとちい

しい会員への働きかけに結びつ

ります︒

さん︵東京支部︶から﹁調査業

まちづくり研究所の野口哲夫

題への取り組み﹂について︑現

は﹁下地補修の重要性︑欠陥問

た︒片井克美さん︵福岡支部︶

も含めて取り組みを紹介しまし

私は︑自身が居住している団

務から見えてきた国の考え﹂と

場がはじまる前に︑施工会社の

月 日︵金︶ 時〜 時︑

板橋区立グリーンホールで﹁新

17

外の方 名でした︒研究会は大

マンション業務に関係する会員

務所設立 年の経験と今後︑マ

ポート﹂の報告をしました︒事

からは
﹁分譲マンションの将来﹂

究所の杉山昇さん︵東京支部︶

てもらいました︒

災害の被災現場の状況も報告し

13

会時︑全国幹事会時の前夜に勉

でおこなってきました︒今回は

強会を 回︑研究集会の分科会

ーを増やし︑新建の活性化や新

ンションをサポートするメンバ

象地域設計の江国智洋さん︑

としての問題点が出されました︒

計画レベルから維持管理や改修

今回の実践を聞いて︑現場の

25

どを見学した︒南阿蘇村の吉良

く予定のところ︑急きょ出張と

熊本地震の被害と復興の現状に

けたい︑なによりもメンバーを

地が昨年の総会で﹁百年住宅宣

ント業務の報告でした︒多様な

なり︑担当職員の方から丁寧な
き計画ネット
︵コンサルタント︶

ついて︑被災者︑行政関係者︑

増やすことによってサポートの

して︑国土交通省のマンション

作業員のみなさんを集めて︑マ

今回のサマーセミナーでは︑

説明をしていただいた︒
の佐伯謙介さんの報告につづい

専門家から直接報告を聞き︑現

言﹂を採択したので︑その内容

政策のホームページ資料の中か

ンションのこと︑補修にあたっ

見学会終了後︑くまもと県民
て︑みなし仮設住宅に住む高木

質を高めたいという思いにも触

ら読み取れることを話されまし

ての注意点などの講習をすると

交流館パレアの会議室において︑

地見学によって多くのことを学

た︒
久守一敏さん
︵京都支部︶﹁マ

いう話︑
﹁Aマンション大規模

久夫さんの震災当時から今日に

ンション生活の防災・環境・自

改修工事勉強会︱職人の手で︑

学生交流会を開催︒
立命館大学︑

少し時間をとって︑実践報告の

治﹂として︑ご自身のマンショ

建物に新しい命を﹂は大変参考

至るリアルな話があった︒

場を設定しました︒

ンでコミュニティも含めて総合

になりました︒また︑九州豪雨

（日本住宅会議・塩崎賢明）

はじめに千代崎一夫さん︵東

的に取り組んでいる様子が話さ

午後のシンポジウム﹁復興に

京支部︶が本日の進め方を説明

れました︒都市とまちづくり研

9

大分大学の学生や教員など約

建マンションサポート研究会

し︑あわせて﹁ハードでもソフ

13

名が参加し︑各ゼミや個人の活

3

動︑研究内容を紹介して親睦を
深めた︒学部 年生から大学院

実践報告交流会﹂を開催しまし

トでも求められるマンションサ

﹁新建マンションサポート研究会
実践報告交流会﹂の報告

た︒参加者は︑新建会員 名と

8

2

3

20

熊本県立大学︑熊本学園大学︑

ぶことができた︒

3
れました︒

3

日目の見学会では︑柴田祐

32

テクノ仮設住宅︑西原村仮設住

4

宅︑南阿蘇村の橋脚崩落現場な

2

2

3

2

いて議論・確認した︒

や︑全体の時間割や分担金につ

たまちづくりの施策がないのが

が問題ではなく︑それに対応し

いう意見が出された︒

きちんとまとめてはどうか﹂と

マンションは増えていくので︑

め︑あらかじめ全国幹事あてに

た議案書は相当な分量になるた

全国常任幹事会から提案され

がよくわからない︒最近の流れ

どの方向を目指そうというのか

指摘されているが︑この分野で

分野が過多になっている問題は

で︑デイサービス・ショートの

目を情勢の順番に並べ替える︑

性が弱い︒今あげられている項

提案された議案は情勢との関連

組み立てるという点で見ると︑

だと思う︒それを受けて方針を

をどう見るのかという問題提起

﹁情勢というのは︑今の社会

提案︑もっとさかのぼると国の

情報を交流するなかで︑知識と

郵送されている︒議案書は大き

は︑小規模多機能を推進してい

政策レベルまで取り組んでいる

●第

回大会期の活動方針

問題である﹂
﹁福祉分野の課題

技術を蓄積し業務に活かしてい

く﹁建築とまちづくりをめぐる

るなかでデイやショートは切り

第 回大会議案の論議

きたいと考えています︒また︑

情勢﹂
﹁第 回大会期の新建活

議題

全国・近県支部・支部内とあら

動のまとめ﹂
﹁第 回大会期の

ことを知りました︒
これからも︑

ゆる範囲で学び︑時には業務を

見が出された︒
﹁福島原発事故

情勢について以下のような意

で︑
﹁建築とまちづくり︑生活

える﹂
﹁平和と民主主義の課題

もの方向性が見えないように思

てあまりにも考えがなさすぎる︒

持っているのに自己開示につい

をしていて︑すごくいい理念を

思う︒新建はいろんないい活動

をし﹄という文言を入れたいと

重点項目はさらに深めるという

について国の責任は問うている

と文化︑自由のために平和を守

セミナーなど企画参加を呼び掛

構成が必要ではないか﹂
﹁総括

が︑東電の責任もはっきりさせ

ろう﹂とのあとに︑
﹃この憲章

けたりするときに広がっていく

捨てられようとしているとも見

ておく必要があるのではないか﹂

の主旨を多くの建築家技術者の

展開にならないと思う︒少なく

えるし︑一方で︑地域的には過

﹁記述の構成について︑情勢の

中に広めていくことがいっそう

ともここには入れたいし︑強調

いる︒

初めに災害がくるのはどうか︒

大切となっています﹄という文

的活動方針で﹃主体性をつらぬ

会の大阪支部からプレ企画とし

災害というのは今の政府が戦争

言を追加してはどうか﹂などの

き﹄の次に﹃積極的に自己開示

て︑ 月 日に﹁落語家と行く

に目を向けさせているのと同じ

多になっているところもある︒

日午前中に﹁歴史の散歩道を歩

で︑特別な状態が起こった時に

問題点は指摘しているがそもそ

く﹂﹁船場の近代建築を巡る﹂﹁富

したい﹂
﹁第 回大会期の課題

●
﹁情勢﹂についての意見

田林寺内町を知る﹂
﹁大阪型近

意見が出された︒

││なにわ探検クルーズ﹂
︑

ん︵大阪市立大学准教授︶の﹁生

記念講演として︑小池志保子さ

ースを設定していること︑
また︑

て情勢︑方針に入れればすばら

包含した私たちの位置を確認し

初に書くべき︒初めにそれらを

て日常活動がどうできるかを最

ではなくて日常のことをとらえ

て欲しい﹂
﹁合研集会や福祉の

住まい連とか他の団体にも触れ

﹁他団体との協力・協同で︑

とめ

ロック単位の企画﹂を通じてや

受けて具体的活動方針として
﹁ブ

いう つが書いてある︒それを

スタイルを模索していくことと

行うことと︑新たな建築運動の

は︑組織の世代的継承を確実に

きている長屋﹂と桂福丸師匠の

っていくとあるが︑そこがもっ

回大会期の新建活動のま

反応して動くということ︒そう

落語を予定していることが報告

分野などいくつかの分野で新建

場所は大阪市中央区の﹁エルお

名に 名の割合で選出すること

された︒大会代議員は各支部

●
No.468

が関わっている全国的なものを

●第

代長屋を訪ねる﹂の見学会 コ

第 回大会期第 回全国幹事会の報告

第 回大会期第 回全国幹事
会は︑2017年 月 日︑
日の 日間︑東京都板橋区立グ
リーンホールで開かれた︒その
概要を報告する︒
︻第 日目︼
山本議長が開会の挨拶を行い︑
久永副議長が会議の運営を行っ
た︒
第 回大会の日程等

31

30

3

しい議案書になる﹂
﹁地方創生

おさか﹂に決定︒現地実行委員

開催日は︑ 月 日︑ 日︒

議題

31

（新建東京支部 山下千佳）

いっしょにできる状況もつくっ

31

活動方針﹂の つで構成されて

31

ていきたいと思います︒

2

について日本の人口が減ること

30
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5
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26

1
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1

と膨らまないとこの大会期に前
進させることにならない﹂
﹁二
つの課題は︑一つの流れのなか
で出てきていると思う︒今度の
大会でこれを並行的課題とみる

内・申込書を持っていく︒

分野別取り組み状況と

︻第 日目︼
議題
論議

応パンフが重要だと思う﹂
﹁岩

らなかったという例が多く︑対

が主体になるだろう︒
﹃ひろば﹄

掛けたらどうか﹂
﹁この先HP

て︑幹事会ではなく全会員に呼

●組織状況

●新建のひろば●

ⅰ︶会員・読者

担当の永井氏から︑ 月幹事

会以降︑会員は 人増えたが

が
﹃建まち﹄
というように﹂
また︑

プして︑それを支える印刷媒体

2015︶より 人減で749

人 減 っ た︒ 前 回 大 会︵ 東 京

や﹃W&W﹄などカラーでアッ

手では復興が進んでいると言わ

な小さな支部でも県民会議など

れるが問題は多い︒岩手のよう

と関りを持てているなど意義が

要ではないか﹂
﹁方針のなかで

変えていくのかという設定が必

るのか︑それをどうような形で

受けて我々はどういう状況にあ

〜 ︶の被害状況と福岡支部の

特に九州北部豪雨災害︵ ／

った︒前回幹事会︵ 月︶以降︑

議事務局の三浦氏より報告があ

新建東日本大震災復興支援会
新しいまちづくりを支援してき

ある﹂
﹁東松島市で住民主導の

きからカラー横書きの準備をし

﹁
﹃ひろば﹄のアップは白黒縦書

も前大会から 部減の194部

人となった︒
﹃建まち﹄購読者

●復興支援会議

34

20

3

女性を幹事や常幹などの役員に

のか︑今日報告のあった情勢を

15

53

2

3

の支援を含めて︑今後の体制を

てお目にかけたい﹂
﹁九州北部

た実践が出版される︒機会を見

うこと︒カラービジュアルの時

は画像の前に文章を読んでもら

ている﹂という意見に﹁W&W

期 人の新入会員を迎えた福岡

応答の後︑討論に入った︒
﹁今

と報告された︒いくつかの質疑

17

ことも︑世代の継承という意味

配置することを積極的に進める

日本大震災復興支援会議の 年

ンパ要請などの報告︒続いて東

活動︑新建常任幹事会からのカ

集担当者︑
連載などの報告の後︑

委員と編集体制︑特集企画と編

●編集委員会

整備していけると良い﹂など︒

費用返済の見通しが着いたこと︑

の間の経緯と発行所に貸出した

出版委員長の川本氏より︑こ

された︒

代に白黒が良い﹂との意見も出

える﹂
﹁福岡支部では︑ここ ︑

が増える︒無理してもやれば増

ーを務めた連続セミナー
︵ 回︶

支部では︑支部会員がチュータ

が大きかった︒企画ごとに会員

年 ︑ 人集まる幹事会を毎

対応を続けることになったなど

われる技術課題や復興政策への

発する自然災害とそのたびに問

ることが決まり︑列島各地で頻

った︒討議で出た主な意見は以

いるか︑アンケートの紹介があ

各会員にとってどう感じられて

みや︑
﹃建まち﹄の存在が新建・

間﹂は﹃建まち﹄連載稿を軸に

とおりである︒
﹁豊かな保育空

った︒その後に出た発言は次の

今後の発刊予定などの報告があ

が少ない︒会員は他団体にも参

ととして進むから︑事務局負担

議長は持ち回りなので自分のこ

月やっている︒
月例で場所固定︑

新建賞の応募は 名から 本
の応募があった︒大会前日に審

●新建叢書出版委員会

では大事︒自分の仕事が︑具体
の活動概括と一定の成果・評価

読みやすい誌面構成への取り組

7

編集委員の高田氏より︑編集

的に憲法を生かしていく仕事を
をもとに 月常任幹事会で﹁新

4

査を行う︒正賞 本︑若干数の

5

加しており︑JASCAでは新

14

6

加筆修正して︑来年 月の保育

8

6

下のとおりです︒
﹁ひろば欄で

●新建賞について

建災害復興支援会議﹂と改称す

5

していると思うこともある﹂な

14

7

3

どの意見が出された︒

7

が報告され︑
意見交換がされた︒

27

ない︒建築まちづくりに関わる

たがハード中心で﹃人﹄が見え

﹁宮城県のまとめた冊子が出

主な発言は以下のとおりである︒

大会終了後 ／ に行う予定﹂

の実態⁝⁝﹄の執筆者座談会を

しい﹂
﹁ 月号特集﹃地方創生

いるが︑ぜひ情報を集中してほ

各支部の動きを全国に発信して

は連続性が大切だとの意気込み

執筆・編集を進めており︑叢書

﹁京都のまちづくり﹂は構成・

に合わせて準備を進めている﹂

合研︵保育団体合同研究集会︶

まいていたのが実った︒支部で

部でも前々から各種企画で種を

回／年発行している﹂
﹁愛知支

いと思う︒支部では機関紙を

建の広報もしてくれるのが大き

奨励賞を選考し︑大会の中で発

て

視点から災害時の対応パンフを

表する︒

北海道セミナーは︑2018

れた建物を取り上げていきたい︑

﹁W&Wは築数年を経て検証さ

﹁着々と進められている感があ

で︑来年春を目標にしている﹂

網で連絡を取りあっているのも

は防災目的でつくった緊急連絡

4
作成したい﹂
﹁公費解体で壊さ

26

1

11
なくてもよい住宅も壊されたと

2

●来年の北海道セミナーについ

年 月 日︵土︶〜 日︵日︶

8

20

4

全国各地から 人を予定してい

判断できる情報や相談先がわか

いう現地報告を聞いた︒適切に

は新建賞のような要綱を公表し

候補を出してほしい﹂
﹁W&W

げて欲しい﹂などである︒

るが︑このほかにも名乗りを上

自覚的に取り組み始めた︒前大

生きている︒会員を増やそうと

80

る︒ 月の第 回大会時には案

31 60

に開催予定︒参加規模は140

1

人で︑札幌と道内各地で 人︑

6

11

会時に滞納者を整理して激減し

議費の超過は予算の見込み違い
が︑実績を見るとハードルが高

会議では全国的課題は絞り︑

﹁人口減少にともなう地域変

ったと考えて取り組んだのが生

経費は切り詰めて実施している

るが︑事務局経費や﹃建まち﹄

今年度の決算は来月以降にな

休み価格で旅費が高かった︒開

はないか﹂
﹁ 月の幹事会は春

少し狭くても安い所でいいので

がでない﹂
﹁幹事会会場をもう

元分も積んで取り組まないと力

得は支部賛助会員として支部還

ら活発にできた建築学会の事例

発だったが︑ブロックでやった

共同参画テーマの全国会議は不

負担を明確にしていこう︒男女

ではないか︒全国各支部の費用

道・東北でブロックができるの

って現地状況視察とキーマンヒ

は︑ 月 日︑ 日に浪江に絞

く︒福島原発問題の追跡として

京問題研究会﹂で動いていただ

と東京改造の動きについては
﹁東

者座談会を開く︒オリパラ問題

して 月 日大会終了後に執筆

進捗状況の報告と︑その集約と

動﹂をテーマにした取り組みの

かされた﹂と福岡︑愛知両支部

ので実績主義とした︒幹事会な

もある︒BL会議は幹事会とい

アリングが計画されている︒成

泊 日で時間確保が必要︒北海

の取り組みが紹介された︒

催時期を考えて欲しい﹂
﹁収入

う位置づけはせず︑BL交流会

果について公開討論会を開くこ

いのではないか﹂
﹁賛助会員獲

ⅱ︶財政
ど会議費はどこの支部から何人

の項目にカンパはおかしい︒事

として有効だった︒会議費の予

とも検討中︒セーフティネット

だったということではないか﹂

担当の三浦氏から報告があっ
選出されるか未定なため︑これ

務局費の実績を見ると削れるの

算も変更できると思う︒幹事会

第 回大会予算案討議

との発言があった︒

た︒会費は福井・大阪支部を除
までの実績を見ながら計上した︒

ではないか﹂
﹁確定していない

予算を流用できる運用を︒新建

法改正問題は︑
﹃建まち﹄ ・

議題

いて今年度中の請求に対する入
今秋に予定される大会経費は収

収入は予算に入れるべきではな

学校について交通費は全国財政

っかけ︒長期滞納者を生んだの

金があったのは前進面で︑滞納
支があうように計画されるため︑

い﹂
﹁賛助会員は支部が取り組

ている︑賛助会員が増えていな

めの支出に対し︑
収入は会員減・

議題

か﹂など︒

める形にして目標は 口でどう

から︑講師謝礼は企画のなかで

月合併号広場に報告があるが︑

川・長野・新潟で開きたい︒活

﹁人間環境会議﹂で︑2015

ットⅢ﹂は 年ごとに開かれる

制限などの問題あり︒
﹁ハビタ

月号で特集の予定︒対象戸数

動活性化委員会で最大限支援し

年エクアドルで開かれた﹁都市

やっているが︑来年は福井・石

減と︑軒並み減少傾向にあり︑

﹃建まち﹄購読者減・広告収入

て支部の負担を減らしたい︒夏

における貧困者の居住︑生活の

ンスをとった︑と厳しい予算の

会員の拡大については 月幹事

れた︒これに対して多くの意見

ない︒西日本ブロックでは福岡

があり︑石川・福井はできてい

ロックで新潟・富山の合同企画

ブロックの動きでは︑中部ブ

会の内容をUPしようと考えて

ープンしたい︒さしずめ研究集

想について︑CLOUD上にオ

まで追求していこう︒図書館構

会で採択された拡大目標は大会

不足︒各支部の活動紹介ページ

人材不足がある︒
﹁自己開示力﹂

京のみ︒ストップしているのは

続して動いているのは福岡・東

るか︑協議が要るが︑ 名分は

くてもよいと思う﹂
﹁賛助会員

たが交流はできた︒各ブロック

ック会議は不十分で混乱があっ

いる︒
●政策委員会

目標 から 口に減らしている

HPのある支部 のうち︑継

が出された︒
﹁大会経費で赤字

支部の経験が光る︒東日本ブロ

●WEB委員会

を出したら大変なので︑分担金

て︑大会までに整理する﹂
﹁会

があり 月中になにがしか動い

20

12

UP︶
︒
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をつくるようにする︵
﹁ひろば﹂

11
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35

5

40

9

なっているが︑ 名分をどうす

を 万から縮小する検討はしな

●活動活性化委員会

午後から︑
活動活性化委員会︑

各委員会報告

のセミナーは関東 支部主催の

権利﹂に関する新建の対応を検

賛助会員の獲得も実績が低く目

BAUHAUS企画の成功と︑

討した︒

標を見直しせざるを得ない︒カ

政策委員会︑WEB委員会に分

岐阜の牧歌の里セミナーが中部

所事情ばかりが目立った︒主な

かれて討議し︑その後︑各委員

ブロック︵ 支部︶で行われた︒

発言は次の通り︒
﹁福井支部会

も︑新建学校など研究費を積立

会からそれぞれ委員長報告があ

ンパ目標 万を収入に見込んで

った︑その時に納入したまま︒

った︒

員は 年前に整理して 名にな

ほど︶から支出することでバラ

特別会計︵現在残高300万円

試案が担当の三浦氏より提案さ
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全体会議（再開）

い︑広告が集まらない︑会議費
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はコミュニケーション不足にあ

額の多い支部には改善の督促を
収支± ︒これら組織維持のた

たことに危機感を覚えたのがき

1

している︒しかし︑会員が減っ

2

単純に言えば 名の 年分とい

部を応援していく﹂
﹁長野支部

うことだ︒直接連絡するなど支

は 年前 名を整理して 名と
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が予算超過する︑など苦しい台

20

3

4
0

10

さかのぼり回収する必要がある﹂
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﹁群馬支部は今週幹事会の予定

21

9

いうのが第一印象でした︒その

製法は百済から伝来したのだそ

●新建のひろば●

た︒紹介された文献
︵

（京都支部・片方信也）

この際知りたくなりました︒

︶をもとに海外の様子も
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武庫川女子大学の学生さんに瓦
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を焼かせて実際に学生に屋根を
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会﹂第二回﹁和形瓦の歴史と防

葺かせるなんていう︑そんな実
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うです︵
﹁日本書紀﹂に記載が

あるということです︶
︒瓦葺き

人の感覚に合った工法というイ

の住まいは落ち着きがあって︑
を元に﹁話のネタ﹂は尽きず︑

京都支部││
第二回
﹁伝統工法を受け継ぐ匠の話を聞く会﹂
の報告

2017年 月 日
︵火︶
︑﹁伝

災性能﹂というタイトルで︑光

習はホントにうらやましい限り

s
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r
a
w
d
E

議案のなかで方針案が不十分

●全体提起

であり︑情勢・目標に合致した
ものになっていないので︑加筆
修正する︒そのなかで︑
﹁会員
の拡大目標は具体的な数字を明

メージがいっそう強くなりまし

会の水準まで回復するというこ

本大助さんにお話しをしていた

です︒その他︑瓦には 種類ほ

会でも第 回大会時目標とした

る小さくも具体的な建築論︑設

中部ブロック││
﹁建築とまちづくりセミナー 牧歌の里﹂
の報告

あっという間の 時間半でした︒

とで︑800名ということでど

だきました︒会場は第一回と同

統工法を受け継ぐ匠の話を聞く

うか﹂と川本氏より提起があっ

じく京都建築専門学校よしやま

確にする必要があり︑第 回大

た︒今村氏からも﹁ 月の幹事

どの土がブレンドされていて︑

月 〜 日︵土・日︶で︑﹁建

当日の参加者はのべで 名︒

のようなものである︒

計論︑運動論を﹁語り合う場﹂

築とまちづくりセミナー 牧歌

ち町家校舎で︑参加者は 名で

そうしないと瓦が弱くなる︑ま

が︑年度内達成見通しが困な状

んじゅう瓦は昔は高級品だった

の里﹂が︑岐阜県郡上市の研修

富山・愛知・岐阜・長野・石川・

光本さんは︑光本瓦店の代表

所で行われた︒今回の建まちセ

した︒

ミナーは︑中部ブロックとして

況︒大会で議論し目標を確認と

とか︑
焼き方や形状の変遷など︑

取締役だけでなく︑京都府瓦工

素材としても歴史的な関心が深

事協同組合の理事長︑武庫川女

新潟からの参加である︒感じた

山本厚生幹事会議長は﹁福岡

のは参加者が全体として
〝若い〟

まりました︒

in

て中部ブロックの新建メンバー

ュースしている講師以外はすべ

講座の講師は高山で地域プロデ

行うことは︑若いメンバーが参

ロックで﹁建まちセミナー﹂を

うれしくなり望みが持てる︒ブ

ーとなっていくのかと思うと︑

らの新建各支部の中心的メンバ

ことだ︒この人たちが︑これか

だ︒これがブロックで行われる

を中心に︑休憩時間や夜の交流

加しやすい︒会場では︑若い人

大きな建築論︑設計論︑運動

愛知からも最近会員になった

会のあちこちで交流が行われて

若手が参加している︒感想を聞

いた︒

ブロック開催の﹁建まちセミナ

論を﹁聞く﹂のが今までの﹁建

ー﹂は︑地元で取り組まれてい

まちセミナー﹂とするならば︑

つであろう︒

﹁建まちセミナー﹂の特徴の一

みだ︒講座は つ︒それぞれの

28

しよう﹂
と同調の発言があった︒

36

は昨年︑富山で開催されたブロ

子大学の実習助手などとしても

●まとめ

in

ック幹事会以来 回目の取り組

忙しくされていらっしゃいます︒

（京都支部・桜井郁子）

の経験︑
愛知からも報告があり︑

瓦も進化しているんだなあと

2

9

それらの経験︑さまざまな実験

17

1

12

東京支部では毎月 人増やして
いることを見ると会員の拡大は
十分可能と思う﹂と述べ︑中島
明子代表幹事は︑
﹁新建の到達
点に誇りを持って 年後の 周
年迎える新しいスタイルをぜひ
やっていきたい︒若い人たちに
希望持って入ってきてほしいと
強く思いました﹂と閉会の挨拶
を述べた︒
（全国事務局・川本雅樹、三浦史郎、
星厚裕）
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30

50

9

3

3

1

3

4

8

30

このぐらいの規模がちょうど良

ベテランと若手が語り合うには︑

日常の仕事のことを︑
若手同士︑

と︒講座を聞き︑講座の内容や

んの生の動きが聞けた﹂とのこ

くと﹁参加して良かった︒皆さ

しての消費者とせず︑建築主・

もらう︒建築主を﹁お客様﹂と

家族全員を打合せに参加をして

建設委員会を提案し︑住宅では

寧に説明する︒施設建設では︑

人と共同してすすめよう︶を丁

セミナーを開催してみて︑ 名

く感じた︒今回︑地域ブロック

も広めていくことが必要だと強

を丁寧に説明して︑少しずつで

ある職人さんにも新建活動の事

若手の会﹂や現在お付き合いの

能性の宝庫であり︑日本の農山

られる︒観光振興においては可

農山村には日本のリアルが感じ

の形として具体的に残っている

な蓄積がある︒それらが暮らし

国にはない︑歴史・文化の重厚

ことだ︒地域交流というとなに

んらかの仕事へつながるという

を説明した︒その地域交流がな

地域交流を大切にしていること

それぞれの会社に信念があり︑

務店・設計事務所を紹介され︑

セミナー︑富山支部での企画の

ている︒全国研究集会や建まち

あることを説明して︑仕事をし

設計者・施工者が対等・平等で

た愛知支部の参加会員 名から

できた︒そして︑今年入会をし

ようかと前向きで楽しい会話も

山の池谷さんと次回はどこでし

流も積極的にでき︑閉会後に富

程度の顔が見える参加者との交

またそれに仕事としてではある

建﹂
がいうまちづくりだと思う︒

田舎の復興の試みは︑
まさに
﹁新

山田氏が関わっている里山・

と強い想いを語った︒

村に必要なものは意志である﹂

住む人使う人と共同してすすめ

に根ざした建築とまちづくりを

がりの中でとらえよう︒ 地域

とまちづくりを︑社会とのつな

たのだが︑新建の憲章﹁ 建築

かとても難しいことに思えてい

講座 建築運動と新建活

（愛知支部・福田啓次）

経験を活かして仕事に利用する︒

いのではないかと感じた︒

建まち誌の必要なことをコピー

ことはとても重要なことであっ

が︑新建の会員が関わってきた

るということを実感した︒仕事

よう﹂をまさに実践しておられ

して使う︒仕事で困ったら︑全

も︑今村氏の話は非常に分かり

国の仲間に相談をし︑悩みを解

やすく共感ができたとの声が聞

宏

につながるという意識もありな

新建活動が仕事に結びついて

たと感じた︒

がら︑楽しんで地域のなかでの

（愛知支部・甫立浩一）

交 流 に 加 わ り︑ こ れ か ら の

けた︒

建築の取り巻く環境を眺める

2020年問題を深く考えてい

決する︒新しい知識を得て︑仕

と︑伝統的な木構造はほとんど

くことが必要という︒

いくことを具体的に説明してい

見られなくなり︑それに関連す

事につなげる︒まちづくり運動

る職人さんも減少が止まらない︒

工場生産の時代が普通になり︑

や震災復興活動に参加をすると︑

ロデースする!││SAT

建主さんの意識にもすべてのも

ただいた︒今村氏は︑名刺に新

OYAMAの可能性││

それは工芸的な職人さんもまっ

ト会社に勤め︑東京とニューヨ

山田氏は外資系コンサルタン

表︶
︵ちゅらぼしと読む︶

にか良いヒントが隠されている

には伝統的な住宅が似合う︑な

意識が増えてきているが︑施工

のが簡単にできてしまうという

講座 クールな田舎をプ

元気をいただき︑自分を知って

たく同じ状況だと感じる︒里山

建の話をして︑共感をする仲間

●第

もらい︑相談をされて︑仕事に

講師 山田拓氏︵美ら地球代

ができて︑仕事をしやすくなっ

したものを﹁物﹂と意識するの

日本に戻り︑田舎に住みたいと

まいづくりと工務店

お互いがお互いを必要としてい

の仕事がまとまり進んでいく︒

業者さんの協力があってすべて

でなく︑ひとつの﹁作品﹂と意

ように思うが︑答えは見つから

思うようになり︑2007年に

講師 新建愛知支部 甫立浩

くという関係が︑職人さんと設

（岐阜支部・藤吉勝弘）

て世界 か国を旅したそうだ︒

ークで働いたのち︑ 年間かけ

同じ思いを持った仲間や少し違

飛騨古川にて﹁美ら地球﹂を設

一

●
No.468

事の進め方が大切と考えた︒各

識できるものづくりができる仕
った考えを持っていても共感が

立し︑里山や民家などの地域資

最初に︑新建会員の つの工

講座 地域の建築力・住
できる仲間が集まり︑運動とな

源を活用したツーリズムを行っ

● 1711
●建築とまちづくり●

37

●第

っていった︒

ている︒山田氏は﹁日本には他

ない︒

た︒新建運動のなかで︑同じ悩

また︑ 代の前半に職場で新

結びつく︒

建と入れ︑建築主には︑新建憲

築とまちづくりを︑住む人使う

1

2

僕自身もそんな仲間を新しく

7

3

●第

講師 新建富山支部︑今村彰

動││仕事に役立つのか││

30

増やすべく︑地元愛知で﹁大工

2

章の第 項︵地域に根ざした建

2

みや怒りがエネルギーとなり︑

20

2

29

1
2

計事務所︑工務店︑もちろん建
ストックする土場を確保し︑市

の改善整備︒ほかには︑丸太を

行った︒飛騨牛が目玉料理であ

キュー施設を使用せずに室内で

にくの天候により屋外のバーベ

は交流会も大事な企画だ︒あい

強い参加者により同じ会場で

締めにて一次会を終了し︑酒に

とができた︒区切りとして一本

き︑講座内容をさらに深めるこ

浅井義康︵
﹃建まち﹄読者︶

一敏︵京都支部︶
︑間野博・

･ 渡辺︵東京支部︶
︑久守

●新建のひろば●

築主︑地域の人という構図が︑
場に流す丸太を仕分けすること︒

補助金依存の体質からの脱却を

酒︑ビール︑ワインが机に勢揃

おり︑各地から持ち寄った日本

る︒飲み物は十分に用意されて

参照

※詳しくは富山支部の
﹃ゆるゐ﹄

た︒

時頃まで二次会が盛大に行われ

野生鳥獣の話しとなった︒
本来︑

次に︑林業と深い関係にある

た︒他の会と違い︑新建では他

各地の状況をおおいに語り合っ

互いの顔が良く見えて︑
仕事や︑

復興支援会議ほか支援活動

（長野支部・市川義雄）

模索している林業者の試みにつ

い︒広い会場に手頃な人数でお

山は鹿や猪︑熊や狸ほか︑さま

人の話を良く聴き︑自分も話を

：

新井︵ 群馬支部 ︶
︑

29

ラフ地震に備える〜

責任﹂〜首都直下・南海ト

ポジウム﹁防災法制と公的

関東大震災メモリアルシン

9

辺︵東京支部︶

代崎一夫・山下・柳沢・渡

参加 岡田·片柳順平・千

：

：

参加 小笠原浩次︵岩手支

部︶
︑
岩渕善弘︵宮城支部︶
︑

新井隆夫︵群馬支部︶
︑鎌

田一夫︵千葉支部︶
︑岡田

昭人・杉山昇・丸山豊・三

浦史郎・山下千佳・渡辺政

利︵東京支部︶
月 ・ 日

福島県浪江町復興視察︵二

本松││浪江視察と町役

場・キーマンヒアリング︶
参加

乾康代︵福島︶
︑鎌田︵千

葉支部︶
︑佐藤隆雄 ･ 三浦

月 日

それとバイオマス事業だ︒
また︑

●

これからの仕事に繋がりやすく

38

なる︒これからの仕事作りの勉
強になった︒
（石川支部・上田実和）

いても紹介された︒

ざまな野生生物の生活の場だが︑

講座 今の林業最前線と

淳

その野生生物が増えている︒農

︵2017年 月 日〜 月 日︶

の記録

9

野生鳥獣

データから見る林業の状況と

進んでしたくなる場となるので

30

災害復興支援会議臨時会合

1

講師 新建長野支部 久保田

展望について︑
現在の山林には︑

大変楽しく過ごせ︑交流が十分

私は昨年に引き続き家族 人

師の山田さんも参加していただ

●

月 日

業離れから里山が荒れ︑山の環

近い土地で農業や林業に動物被
害が目立つようになった︒林業

で参加したが︑家族もおおいに

終了後に行われた︒セミナーで

●

境を人が作り替えたため︑山に

して年々回復傾向にある︒木質

での動物被害の主なものは︑樹

楽しんだようだ︒第 講座の講

バイオマスの利用量も順調に増
加している︒住宅着工数は減少
皮が剥かれることで︑樹木の生
育や丸太の品質に影響が出る︒

傾向にあるが︑木造住宅はそれ

齢化し︑新規の狩猟者も少ない

ほど減っていない︒以上の点か

など課題が残る︒流行の兆しの

対策は︑狩猟などによる野生鳥

しかし現状の林業は国内の木

あるジビエ料理も︑事業として

獣の頭数統制だが︑狩猟者が高

材需要の急激な落ち込みと価格

はなかなか採算がとれないよう

ら︑林業の先行きは明るい要因

競争︑物価上昇に対して︑木材

があるという見方を示した︒

の価格がそれほど上がらないた

だ︒

る交流会は︑一日目の第 講座

セミナーの楽しみの一つであ

●交流会報告

（富山支部・岩脇崇）

め︑山から木を切り出して市場
に流しても赤字になってしまう︒
そんな厳しい状況のなか︑林業
再生の土台となる現場環境を改
善する取り組みが紹介された︒

9

9

26

2

10
25

3

02

最新の機械の導入促進と作業道

2

9

できた︒

使用に耐える適齢材があふれて︑

●第

12

木材の生産量は 年ごろを底と

4

