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　私はある瀬戸焼作家のファンで、時 ア々トリエを訪ねる。その帰り
に、瀬戸焼きへの理解を深めようと、瀬戸のまちを散策していたとき
のことである。かつて窯元の邸宅であった建物の裏手に回ると、び
くっとした。ごろごろとした得体の知れない丸い焼き物が「山」を支
えているのだ。それも柱際で。
　「危なっかしいが、なにか惹かれるものがある」
　その感覚が私にシャッターを切らせた。
　しかしよく聞くと、この「窯垣」の最下段はなんと江戸時代にまで
遡るものだという。むしろ数百年に渡り、しっかりと山を支え、瀬戸
の文化を守ってきていたのだ。
　この丸いものは「エンゴロ」という陶磁器を焼く際に使う窯道具の
廃材だそうだ。廃材を使った陶芸家の遊び心が、代 と々続く陶芸家
たちの心を共感させ、結果、このまちに強いアイデンティティを生み
出す一因となっているように感じた。

瀬戸の人々は登り窯に欠
かせない起伏ある地形の
中で生活を営んできた。そ
の中で養われた確かな身
体感覚により、絶妙なバランスで自然と人が共生してきたのである。
　建築のディテールを考えるとき、安全側の発想と、前例のないこと
への挑戦との間で葛藤することがある。
この窯垣を見たとき、なるほど、私はやはりこういうことがやりたいの
だなと思った。
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自作自演○213

長谷川信一（JIA静岡）

長谷川建築設計事務所（静岡市葵区上石町4-7　TEL/FAX…054-251-7021）

　里山ハイキングを始めて、そろそろ丸 3 年経ったでしょうか。暑い時期の7〜 9月を除いて（低山ですので暑い時期は不向きです）、毎
月1回行きますので計3×9＝27回ですが、仕事の都合?…で休んでしまうこともありますので二十数回でしょうか。東は湯河原から西は豊橋（葦
毛湿原）まで、公共交通機関を利用しますので、朝早い通勤客と同じ時間帯になり当初は後ろめたい感じがしましたが、最近は堂 と々紛
れ込んでいます。
　最初は、掛川の南に位置する標高 264.4ｍの小笠山でしたが、まだ登山靴もなく、それらしいものを履き、リユックサックはまちでも使うこと
ができそうなものを購入して、2 人でひとつを持ってこわごわ参加しました。これが面白く、今まで続いています。里山は古くから身近にあった
ようで、人の手が入り、山頂付近にはお寺・神社が多くの所にあります。小笠山にも古びた急な石段を何段も上がったところに小笠神社があり、
年に一度、千三百年前から続いている神事が行われています。
　この5月に別なルートから登りましたが、以前に比べ視点が増えましたので、楽しいハイキングとなりました。掛川駅南口から西の方に歩き、
資生堂アートハウスに近づいた近辺で、丘陵地を南に向かって徐 に々上がっていきます。花が咲いているクスノキを見ながら歩きますと甲高
い鳴き声がして、茶畑に雄キジがいるのを発見して驚いたりしながら、ため池に水を導くための古くからの隧道がある山道を上がります。以
前とは逆方向ですが、記憶がよみがえります。小笠山砦跡、古大井川が運んで隆起した真ん丸な石の地層、今でも両側が崩れ落ちそうな、
木々がないと相当怖い道を過ぎれば、高天神城跡側ですので遠州灘が一望できる小笠神社の休憩所に到着します。
　これも楽しみですが、帰りは近くに温泉があれば立ち寄ることを恒例としています。

里山ハイキング

杉山　貞利（JIA静岡）

静建企画設計（静岡市葵区相生町18-10　TEL…054-255-4837　FAX…054-253-1442）

街中の清流

　静岡市の中心に近い住宅地の路地裏に川幅1.5mの小川が流れています。道路から水面までの高さは30cmくらいで手の届く位置にあ
り、水深も30cmほどで一年中同じ水量があります。水は綺麗で川底の砂利や藻がはっきり見え、所によっては川幅一杯に青 と々した藻に
覆われ、流れに揺れる姿は一服の清涼剤に思えます。藻草の下には沢蟹、巻貝のカワニナやヤゴなどの水生昆虫が生息し、わずかです
が魚のハヤも泳いでいます。水浴びやえさを目当てに郊外の遊水地より白サギやマガモが飛来し、住宅の瓦屋根越しに飛ぶ姿は異質な
風景をかもし出しています。近所の人もそ知らぬ顔で静かに見守り、喧騒が静まる夜や早朝は川のせせらぎが安堵感を与えています。
　しかし水面の見られる範囲は僅か600mで前後は暗渠に隠れ、毎年数mずつ減少しています。こんな状況となったのは行政のなせる
業で、都市計画上は市街地には川は存在せず、地図上にも痕跡はありませんが、地名や通名で昔そこに川があったことが想像できます。
川に橋を掛けるとき、河川占用届けを提出して条例などの制限を受け川としての機能を
保持します。市では道の一部とみなされ届け出の必要がないため橋の上は駐車場に利
用され、対岸の所有者が全員橋を掛けた所で自然消滅します。保存活動もありますが
まとまらず現状のまま推移しています。
　市街地に自然に近い環境が存在している不思議さには目を見張りますが、昔はこのよ
うな光景は普通でした。その名残が付近に残る掘抜き井戸で、市の大半が安倍川の
扇状地にあり、南アルプス山地に降水した水が伏流水となり井戸水として地上に噴出し、
その水が川に流れ込み水位を一定に保ち環境を保全しています。会社からは少し離れ
ていますが気分転換にときどき訪れています。 十二双川。静岡市葵区西千代田町地内
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内田　実成（JIA岐阜）

内田建築設計事務所（岐阜県揖斐郡大野町西方北野口791　TEL…0585-34-3508……FAX…0585-34-3509）

JIA東海支部大会2017に向けて

　今年の東海支部大会は、9月15日岐阜での開催という事
で、車戸支部長、長尾地域会長を中心とし、役員・法人会
員の皆さま・愛知地域会の皆さまからもご協力いただき、
支部大会の打合せに全力で取り組んでおります。先日の
支部役員会での審議承認もいただきました。
　『「水の力」―日本の風土の源であり、21世紀の国土の
力―』というスローガンのもと、岐阜地域会役員会では、
皆で岐阜の地ならではの、式典・フォーラム・エクスカー
ション・各展示ブース・懇親会の詳細な打合せも行って
おります。
　東海支部の皆さまに喜んでいただけるように、多くの
方々の協力をいただき、事前準備から当日の設営・運営
に関して全力で取り組んで参ります。当日は、皆さま何
卒よろしくお願いします。

上西　真哉（JIA愛知）

伊藤建築設計事務所（名古屋市中区丸の内1-15-15桜通ビル　TEL…052-222-8611……FAX…052-222-1971）

御師邸

　伊勢には御師（おんし）という制度がありました。御師とは、伊勢信仰を広
めて回った神職などで、伊勢観光を取り仕切った現代のツアーコンダクターのよう
なものです。伊勢土産を持って全国の壇家を巡り、参詣客を御師邸に泊めて、
飲食、名所案内、御神楽奉納などのお世話をしました。最盛期には、伊勢に
御師邸が約 800 軒あったといわれていますが、1871（明治４）年に御師は廃
止され、現存する御師邸は宮町烏帽子世古にある「丸岡宗大夫邸」のみとなっ
ています。
　この「丸岡宗大夫邸」は、私の母親の生家になります。記録によると1866（慶
応 2）年に長屋門・玄関・台所・母屋が建替えられ、客間部分は取り壊しましたが、その他は現在も残っています。式年遷宮、伊勢
志摩サミットの影響か、マスメディアでの紹介が増え、昨年 NHKのバラエティ番組『ブラタモリ』でも紹介されました。テレビ越しに見
る祖父母の家、かつそこにいるタモリさんに違和感を覚えながら、あらためて歴史的価値を実感しました。
　中庭には開かずの蔵があり、子どもの頃は、どんな宝が眠ってるんやろ?　と気になっていましたが、最近この蔵が開けられ、中から
多数の古文書や当時の宿泊記録、献立表、器物などが見つかりました。長い間、山田の歴史や文化が眠っていたようです。
　一般公開されているわけではありませんが、築地塀から続く長屋門から、当時の伊勢参りの雰囲気を感じていただければと思います。

岐阜地域会会議の様子

岐阜城山麓 長良川

丸岡宗大夫邸長屋門
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第 24 回 JIA 東海支部卒業設計コンクール 2017　最終審査結果
※ 掲載図面は作品の一部の場合もあり。入賞者の所属は 2017 年度の応募当時。敬称略。

■総評 審査委員長　千葉　学

僕は去年と今年と2年間にわたって審査をさせていただいたが、毎年
力作が並び、自らの地域に対する興味や愛情、あるいは将来に向けて
の不安や夢を原動力に生まれている作品が多いことは心打たれること
だった。当たり前のことだが、建築は土地があって初めて思考が始まる。
そのことを学生の皆さんがごく自然に身につけていることを、素直に嬉し
く思った。特に今年は、去年以上に設計の前段となるリサーチに多くの
エネルギーが注がれている案が多かったことも印象深かった。例えば都
市化と生産施設の齟齬を建築的なアイデアによって解決しようとした
「COWTOPIA〜街型牛舎の再興〜」、また待機児童の問題を都市中
心部における新たな建築の複合化によって解決しようとした「まちと子の
共育思創」、そして不登校児童の居場所を衰退する商店街との融合に
よって生み出そうとした「表出する居所」など、いずれもそのリサーチか
ら建築的提案までが極めて高い水準で統合されていた点で多くの審査
員の共感を得た。他にも産業遺構を再生した「陶器の轍」や過疎地の
魅力や生業の可能性を発掘した「島の学び−篠島における暮らしのみ
ちを辿る−」、「真珠と巡る海と山」、「軒に住まい、道に学ぶ」なども、地
域に対する温かい眼差しに支えられた魅力的な提案だった。防災に着
目した「水影ノ共生作法」は、今日的な課題に取り組んだ野心的な提案
だったし、また建築では解決困難な社会問題に取り組んだ「さらば、私
の」も、熱のこもった提案だった。いずれも現代におけるさまざまな社会
問題を十分に調べ上げ、そこから設計のシナリオを立ち上げている点で

共通しており、説明を聞けばなるほどと思う説得力のある提案が多かっ
た。
しかし一方で、これまで見たこともないような不思議な魅力に溢れた空

間や、こちらがたじろぐほどの迫力に満ちた作品は少なかったようにも思
う。確かに現代は、建築にとって極めて困難な時代だ。デザインすれば
お金がかかると叩かれるし、下手に公共事業を実行すれば、ハコモノだ
と揶揄される。設計プロセスにおいてワークショップをしなければ、建築
家の独善だと誹りを受ける。建築の「社会性」は、今や金科玉条なのだ。
もちろんさまざまな次元で社会に受け入れられる建築を構想し、表現し、
また説明していく力は必要だが、しかしそのことが目的化し、説明可能
性が結果的に建築をつまらなくしてしまっては、本末転倒である。だから
こそ学生の皆さんには、純粋に建築の、空間の可能性を探求してもらい
たいとも思う。新しい建築や空間には、この複雑な社会のさまざまな課
題を乗り越えていくだけの力があるからだ。
もちろんこれが欲張りな期待であることは十分に承知している。でも皆

さんはこの過酷な時代に社会へ、建築界へと飛び立つのである。周到
に社会性に応えつつ、建築の新しい可能性を切り開き、そして多くの人
の賛同を得て実行する、そんな逞しさをぜひ身につけて欲しいと思う。
卒業設計コンクールに集まった皆さんは、優秀な人たちばかりである。
だからこそ、僕はあえて皆さんに過大な期待をし、また応援したいと強く
思うのである。頑張れ!

審査員 千葉　学（JIA関東甲信越支部）

審査員長・東京大学大学院教授・
千葉学建築計画事務所 

榎戸正浩（JIA 北海道支部）

石本建築事務所

川本敦史（JIA 静岡）

エムエースタイル建築計画

塩田有紀（JIA 愛知）

塩田有紀建築設計事務所

鈴木利明（JIA 愛知）

一級建築士事務所デザイン スズキ

金賞　「COWTOPIA　〜街型牛舎の再興〜」… 小澤巧太郎（名古屋大学）

銀賞　「表出する居所」… 杉山　弓香（名古屋工業大学）

銀賞　「まちと子の共
きょういくしそう

育思創」… 平林永里加（名古屋工業大学）

佳作　「島の学び　―篠島における暮らしのみちを辿る―」… 境　　将司（名古屋工業大学）

佳作　「水
ミカゲ

影ノ共生作法」… 田淵　隆一（名古屋工業大学）

佳作　「陶器の轍」… 伊藤　　鈴（名古屋工業大学）

入選　「さらば、私の」… 柴田　英輝（名城大学）

入選　「表象する原風景」… 上原　　啓（名古屋工業大学）

入選　「軒に住まい、道に学ぶ」… 重永　恵実（名古屋工業大学）

入選　「真珠と巡る海と山」… 青山　瑶子（三重大学）
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川本敦史（JIA 静岡）

エムエースタイル建築計画

金賞 COWTOPIA　～街型牛舎の再興～ 小澤巧太郎（名古屋大学）

かつては田園地帯の中で、地産
地消の地域経済、生活を支えてい
た牛舎が、急速な市街化によって
まちの迷惑施設となってしまった。
その現状を打破するために、単な
る移転取り壊しではなく、新たな
都市型畜産牛舎のあり方を提案し
た作品である。既存の牛舎の持つ
建築的要素、つまり屋根や基礎、柵
などを踏襲しながらも、その形式
を反転して畜産家の職場環境や牛
の居住環境を改善し、さらに畜産
業が日常的に市民と接点を持ち得
る小売業との融合も視野に入れて
市街地との関係性を丁寧に紡ぎ、
新たな牛舎のあり方を提案してい
る。構造的な観点から設備計画、
都市計画までを統合的にまとめあ
げたその手腕は、学生の提案とは
思えないほどにレベルが高く、見
事である。

建築的には特段目新しさがない
といった批評もあったが、長年の
産業や文化の中で培われた建築の
形式を踏襲しながら、それを読み
替え、新たな建築の形式を発見し
ていこうという姿勢は、歴史も視
野に入れた最も創造的な設計行為
であると僕は思う。また日本にお
いては、市街化が進むとその地は
基本的に商業施設や業務施設など
に取って代わられ、いわゆる生産
施設は隠蔽されてしまうが、この
都市を単なる消費の場へと横滑り
させてしまう近代化のプロセスに
対し、建築的なアイデアからその
動きに批評を加える姿勢も、建築
を生業とする僕たちを勇気付けて
くれるものだ。このような建築的
知性をきちんと評価する、その価
値をあらためてこの場で確認した
いと思う。
（千葉　学・JIA関東甲信越支部）
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名古屋市大曽根の商店街を敷地に、不登校の子どもの居所を
設けることで、子どもたちの育ちに寄与しながら、まちに温かみ
ある賑わいをもたらせようとする計画。

現在の公教育の仕組みにおいて、不登校児童の発生は（筆者の
私見だが）必然だ。しかし彼らの居場所の多くは非常に貧しい。
この現代社会の欠落に着目し、さらに高齢化
し衰えをみせる商店街とあわせて解こうとい
う意欲的なテーマの作品だ。

具体的には6つのフリースクールを商店街
内に点在させ、各々を店舗と抱き合わせてい
る。まちに「表出」した場だけでなく隠れ場
とその度合いに幅を持たせ、建築的な要素、
併存する店舗の種類などの掛合せにより多様
な場を用意することで、子どもたちが心地よ
い「居所」を主体的に選べるよう入念に計画
している。その一方で、外観はあっさりとし
た形態にまとめ、不登校というどこか影のあ
る響きを払拭する立ち表れ方が、深慮を伺わ
せる。

不登校という状態の捉え方は審査にて議論

になった。不登校児童が変化し、まちや社会に「表出」すること
を期待するだけでなく、不登校児童が持つ特性そのものを生か
す「居所」もあり得たのでは……実際にそのような試みが小さく
はあるが社会で生まれていることを付記しておきたい。

　　　　　　　　　　　　（塩田有紀・JIA愛知）

銀賞 表出する居所 杉山弓香（名古屋工業大学）

名古屋中心部の長者町界隈は、当城下町特有の明快な碁盤割
街区（約100mグリッド）で、四周沿道に商家が軒を連ね路地経由
で中央に共用空地(会所)を抱く特性が色濃い。今や、中高層オフィ
ス街に変貌し、歯抜けとなった商家跡地と併せて再開発動向が
喧しい。

本計画では当地に、親と子が共に過ごせ地
域全体で運営する店舗・ワークスペース複合
型保育園を、とのプログラムを説く。敷地設
定は2街区に渡り残余跡地〜会所を縦貫、フィ
ジカルな構成テーマは低層建物・切妻屋根と
小庭空間のヒューマンな連繋である。高密化・
煩雑化するビル街に吹き抜ける一陣の風のよ
うな爽快感が心地よいが、だからこそ特に断
面計画において、光や風、人の五感や｢空気｣
の流れや絡みの細やかな仕掛けにもっと踏み
込んで欲しかった。

高容積率未消化の現実的不経済の問題や
安らぐ家並みの（RC造より）木造回帰嘱望の
審査コメントも示されたが、今後社会に出て
｢建築｣を実践する日に自ずから葛藤する例示

ともいえる。建築学生の集大成たる卒業設計で掲げた自身のテー
マは案外一生モノとなることも多々…奮闘を期待します。

（鈴木利明・JIA愛知）

銀賞 まちと子の共
き ょ う い く し そ う

育思創 平林永里加（名古屋工業大学）
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愛知の離島、篠島において、島の集落に見られる建築的な特徴
を再解釈しながら臨海学校を計画している。集落のような小さ
な建築群と外部空間が混在し、生徒と島民が日常の中で出会い、
文化や風習を学べる環境を構築している。集落の隙間の路地空
間、テラスや軒下の外部空間など魅力的な場が多くできている。
しかし、この新たな建物が、あまりにも島の
風景に馴染み過ぎていて、島の文化や建築が
形成されたコンテクスト、すなわち長い時間
の中で形成されたコンテクストを新築の表面
上で真似ていることに違和感を覚える。それ
であるならば、既存の集落をリノベーション

しながら、新たな場を構築していくほうが腑に落ちる。もうひ
とつは、臨海学校というカリキュラムが行われるほど魅力的な
自然環境があるならば、建築の力でこの島の魅力を引き出して
くれるような提案を見たかった。　　　　（川本敦史・JIA静岡）

佳作 島の学び　－篠島における暮らしのみちを辿る－ 境　将司（名古屋工業大学）

卒業設計は学生が自らテーマを定め、その課題の克服に挑む
ことから、他の設計演習とは一線を画す。言い換えれば、建築家
として歩みだす第一歩として「社会に対する価値観が表明され
るもの」と認識できる。

東日本大震災以降、全国各地の沿岸地区で多くの高い防波堤
が構築される中、「水景ノ共生作法」は建築的
工夫により水害から生活を守ることに留まら
ず、水害すらもポジティブな体験へと変換す
ることでまちの新たなアイデンティティー創
出を試みた力作である。

かつて「名古屋の台所」と呼ばれた下之一
色の歴史・地勢・気象データ・生態系を読み
解き骨格を定め、かつ柔軟に設計することで

地域住民・水産業者・観光者が共生する魅力的な水景をデザイ
ンしている。今後、環境工学・建築構造技術・建築デザインに
対する研鑽を重ね、論理的な魅力創造により作品がさらなる成
長を遂げ、建築としての表現にもう一歩磨きがかかることを期
待したい。　　　　　　　　　　　　（榎戸正浩・JIA北海道支部）

佳作 水
ミ カ ゲ

景ノ共生作法　 田淵隆一（名古屋工業大学）
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入選

佳作 陶器の轍 伊藤　鈴（名古屋工業大学）

山あいの陶磁器産地に遺る産業用鉄道の廃線跡。住民の心に
ありながらも実体の存在感が消えつつあるその姿を保ち生かし
ていく提案。陶器と鉄道の資料館を廃線上に分散させ、その経
路として廃線跡を整備していく。

線路によって生まれた敷地の特殊性、線
路の線形性、敷地の傾斜など、敷地の持ち
味を丁寧に読み解き建築の形態に生かすこ
とで、まちの成立ちにしっくりなじみ、新
しさと懐かしさが同時に立ち表れる魅力的
な計画となっている。

古いまちを歩く楽しさとは何だろうか。
古い遺構はそのまちをかつて成り立たせた
合理性を垣間見せ、価値というものが相対
的であるということ、社会とは移りゆくも
のであるということを体感的に伝える。そ
のような廃線跡と資料館を組み合わせたプ
ログラムも秀逸であり、敷地の持ち味を生
かした空間と相まってこのまちならではの
印象的な体験を生むだろう。

敷地を丁寧に読み解き、建物とその周辺、

まちの人々の時を超える関係性を建築形態とプログラム双方で
つくっていく本作は、コンクールの場で注目されやすい切り口
の斬新さはないものの、建築の正当な取り組みであり、評価され
るべき作品と考えた。　　　　　　　　　　（塩田有紀・JIA愛知）

「さらば、私の」
柴田英輝（名城大学）

軒に住まい、道に学ぶ
重永恵実（名古屋工業大学）

真珠と巡る海と山
青山瑶子（三重大学）

表象する原風景
上原　啓（名古屋工業大学）

　この作品は「行政の施策では根
本的な解決が難しい社会的問題」
をテーマとしている。
　「売買春を産業としていた島」か
ら女性が再帰することなく社会復
帰するための「仕組み」を「形」にす
るという困難な課題に対し、建築
家として何ができるのか、対象者
の内面に寄り添う本質的なアプ
ローチを試みていることを評価し
たい。

（榎戸正浩・JIA北海道支部）

　半田市亀崎…歴史的なまち並み
や祭好き・おすそわけ文化などの
日常生活をまちに広げ地域をつな
ぐ壮大な計画である。三角断面を
キーとした自在な内外空間シーン
の次々の連綿は痛快だが、地域に
根づく5つの組のアイデンティ
ティーなどのメリハリもぜひ表象
したい。

　（鈴木利明・JIA愛知）

　最初にパネルを見たとき、この
軒下空間がとても魅力的に感じ
た。まだ、スケールの扱いや建築の
リアリティーには荒々しさは残る
が、素晴らしい感性の片鱗を感じ
ている。今後、上手に建築をまとめ
ていくより、この魅力ある空間を
より大切にしてほしい。　　……

（川本敦史・JIA静岡）

　鳥羽市安楽島の海を望む高台
に、地場産業たる宝飾職人技の継
承と豊かな自然観光の拠点｢パー
ルシティー｣をつくるしなやかな
計画である。もこもこの緑の起伏
にスカッと切り込む白い直線構成
の極みが小気味よく、反面、ウェッ
トで手づくり感溢れる図書表現が
どこか懐かしく嬉しい。　　　

（鈴木利明・JIA愛知）



ARCHITECT　2017 − 8　9

　最終審査終了後、千葉学審査委員長による記念講演会が開催されまし
た。タイトルは「建築家に何が可能か」。最初に大江健三郎さんの「現実の世
界はまず混沌としてある、それに秩序を与える、かたちを与えることが、芸術であ
る」という言葉から始まって、中沢新一さんの「青い空」のとらえ方と併せて、芸
術とは「混沌とした中から、秩序立てること」と説明されました。また、森田芳光
映画監督の『家族ゲーム』を例に出し、この映画は「家族の関係を距離感を
持って表現しているが、建築は一旦できてしまうとたやすく配置を変更すること
ができない」と言われ、その後工学院大学での試みの説明に入っていきます。
■工学院大学での試み

　一般的な片廊下型の校舎でない配置を大量の模型をつくって模索し、L
字の建物を4つ風車状に配置する形をとったそうです。中央に広場を設け、
それぞれの教室は内側の広場+吹抜け路地を介して見合うようになってい
ます。各教室が向かい合う配置と距離感がこの学校の特色になります。
　建物の構成に合わせて材料も適材適所に配置してつくられています。ファ

サードのスクリーンは高速道路など
で使われているパンチングされた
折半で、穴のあけ方は野老朝雄

（ところあさお）さんのデザインで
す。数種の穴のパターンによって表
情に変化を持たせてあります。

■片瀬山の家

　鎌倉の住宅です。細長い旗竿敷地で一面は崖になっています。一階の居
間にスリット状の吹抜けがあって、2階に配置された個室は吹抜けを介して家
族の配置が一体となるように構成されています。
　また、各個室からこのスリット状の吹抜けに面して設けられた窓は、その状
況に合わせて開閉できる工夫もさています。
■Archi+Aid

　東北の震災復興支援に集まった建築家・教育者のネットワーク
Archi+Aidでの活動の紹介もありました。釜石市ではハウジングメーカーと
共同で復興住宅をつくり、個とまちの関係を重視して通路をまち側に配置し
たなどの説明がありました。
■府中市庁舎

　コンペで選ばれた現在進行中の府中市庁舎の説明もありました。古くから
ある街道のケヤキ並木の空間を市庁舎内に導き入れ、建物をメインの母屋と
サブのはなれに分けて、その間の空間をケヤキ並木からの通路的な空間と
した案でした。他にも、緑化できるアルミフェンスや、岡山の「小さなテロワー
ル」という屋台村の話もありました。
　先生の話を伺っていると建物や個の空間のみではなく、建物と建物の間に
できた空間や、建物とまちのつながりに各作品に共通する
要素があります。これが千葉先生のアイデンティティーで、
最初にお話のあった芸術につながることに気付きました。

　JIA東海学生卒業設計コンクールも、今年で24回目の開催となりました。
2016年末、東海地方の大学・短大・工専・専門学校など34校の建築関係学
科へ作品募集の要項を送付し、2016年3月31日の締め切り日までに13校37作
品の応募がありました。
■公開１次審査：4月15日（土）11：00〜17：00、名古屋都市センターにて開
催されました。審査員長に東京大学大学院教授千葉学先生を迎え、榎戸正
浩氏、川本敦史氏、塩田有紀女史、鈴木利明氏に審査員をお願いし、下記の
審査方法にて入選10点が選出されました。まず、午前中の１時間で審査員が
全作品を各自審査し、午後からの公開審査では、審査員の質疑応答に応募
者が対応する方法で審査しました。審査員長千葉先生の指導のもとで、各審
査員が、持ち点10点で投票し、１回目の投票で4点以上得票した4作品と、１回
目の投票で得票2点以上得票した作品の中から、残りの6作品を選出しました。
■応募作品展示会：5月23日（火）〜6月4日（日）まで、名古屋都市センター11F
まちづくり広場にて、37作品を展示。入選作品は、模型と共に展示されました。
会期中約1900人の来場がありました（名古屋都市センターより報告）。
■公開審査会：5月27日(土)、名古屋都市センター11F大研修室において、審
査経過報告（委員長）後に公開プレゼン(各プレゼン4分、質疑6分/人)を開
始しました。休憩後、公開審査会が開催されました。まず、審査台の前に10作

品の模型を並べ、プレゼンで審査員が聞き足りなかった点を応募者とやり取り
した後、1回目の投票が行われました。各審査員の推薦する3点を選出し、2回目
の投票で、1回目の選出作品から最も良いと思う作品に1点を入れて集計し、最
も多くの点を得票した作品を金賞とし、次に、審査員が議論して銀賞2点を選出
しました。さらに議論して、佳作3点を選出しました。全国コンクールへは、上位6
作品が推薦されます。
■表彰式：支部長より表彰状・副賞が各人に手渡されました。閉会後、近くの
居酒屋で入賞者・審査員・コンクール委員など、25名近い人数での親睦会を
開催しました。作品への議論、意見交換などを語り合い、学生にとって大変に
有意義で貴重な場・時間でありました。
■終わりに：当コンクールは、この地域の学生の成長を願い開催され、早24回
を迎えました。今後も東海支部の主要な活動の1つとして、地元大学などと連携
しながら取り組んでいく所存です。なお、今回の結果は、当ホームページから
facebookへ移行して、上記の内容を紹介しており、過去の入賞作品も閲覧で
きますので、参考にしていただけたらと思います。24回という回を重ね、さらなる
発展を願い、また気持ちを新たにして運営にあたり、自薦・他薦を問いませんの
で、来年も1人でも多くの学生に応募していただくことを期待しております。

記念講演会「建築家に何が可能か」

第 24 回 JIA 東海学生卒業設計コンクール 2017　審査にに寄せて・記念講演会レポート

JIA 東海学生卒業設計コンクール委員会委員長　吉川法人
■審査に寄せて

記念講演会の様子 加古　斉（JIA愛知）｜加古建築事務所
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連続環境セミナー@2017『省エネ法を超えて』

　JIA東海支部愛知地域会住宅研究会による連続環境セミ
ナーの3回目、野沢正光さんによる講演を聴きに三重県伊賀市
の愛農学園まで行ってきた。会場の学園校舎は野沢さんの設計
によるものであり、ご本人の話と実践された建築の両方をうかが
い知ることができる貴重な体験となった。
　現地までは電車と車で名古屋から2時間くらいかかっただろう
か。薄雨の中、周囲の緑が萌え、鳥の鳴き声も時折聞こえる4月
の日だった。駅から車でしばらくして切妻2階建ての校舎が見えて
きた。ここなのか。木造のような佇まいを見せているが、そう単純な
ものではない。RCの校舎を減築して再利用されたものと聞き少
なからぬ興味を持った。外壁には70ミリもの厚さがある断熱材が
施されているらしい。表面は何か硬そうな素材でできているように
見えるのだが、叩くとコンコンと軽い音がした。明らかにコンクリじゃ
ない。日本もこういう時代になったんだよなと思う。
　元 の々校舎は3階建てで、相当に老朽化したものだったらし
い。耐震性に乏しく解体はやむを得ないと考えられていた。プロ
ポーザルが行われ、数十社の中から選ばれたのが野沢工房の
案だった。他の事務所の案が解体ありきであったのに、野沢案
だけがそれを避けていた。減築によって建物の荷重を減らし、古
い校舎を生かす取り組みが示されていた。校舎は元 、々人 の々
寄付によってできたものだという。それを生かすことができるとわかっ
たときの学園側の喜びと期待は想像に難くない。つながるときって
あるんだな。建物を、人を大切にしようとする思いが結集してこの
校舎ができているんだなと思った。巧みなのはセンチメンタルだけ
に陥らないところである。断熱性能を上げ、太陽熱を利用したパッ
シブシステムを取り入れることで建物本体の居住性を高め、さら
に光熱費用の削減に至るまでが考えられている。環境と建築の
性能と人 の々結びつきに深く取り組まれた、「再生」という名前が
ふさわしいプロジェクトだと思う。
　一筋縄でいかないところもあったようだ。耐震といえばバッテンの

ブレースしか思いつかない方もいるらしい。性能は確保されるだろ
う、でもそんなことをすれば光や風や風景が犠牲になりもする。そう
しないための提案をしていくのが建築家だが、説得していく過程
は困難なものだったらしい。風景を考えない耐震改修の建物はど
こででも見かけることができる。建築家の数や努力がまだ足りてい
ないんだろう。建設に当たって補助金も出ることになったのだが、1
年で使い切れという命令も出たらしい。バラマキ型の経済の典型
がそこにもあった。現場を、状況を考えずにふるまわれるそれはも
はや暴力に近い。建築をつくるまでって、こういう困難と戦いの連
続だよな。なんとか説得して2年にしてもらい、難局を乗り切ったと
のことだった。
　校舎のあちこちを見学させていただく。2階に秘密の扉があっ
て、開けると昔使われていた階段が出てきた。再利用の証だろう。
登って今は幻となった（?）3階に案内していただいた。探検してい
るようで何だか面白い。かつて床として使われていたコンクリートの
上に木の架構が乗っている。むき出しの断熱材とOMのダクトの
類があらわに見える。仕組みはシンプルだ。
　図書室はサロンのようだった。この学園は全寮制で、校舎が
完成するまではどこか殺伐とした雰囲気もあったようだ。人を迎え
る場所もなかったらしい。家のようにしたい、みんなが良かったと思
えるようなものにしたかったと当時設計を担当された藤村さんが
おっしゃった。屋根を支える柱は樹木の枝のように伸びている。天
井が高くて気持ち良い。その下に自由な雰囲気で色とりどりのソ
ファが置かれ書架が並べられていた。完成までに5年の年月を費
やされたと聞いた。ここは時間が結晶した場所だ。これからどのよ
うに成熟していくのだろう。今回は気持ちの良い季節に訪れてし
まった。建物本来の性能を知るには不向きだっ
たか。またいつか、極寒の日か灼熱の日かに訪
れてみたい。

講師：野沢正光（野沢正光建築工房代表取締役）
会場：三重県愛農学園　2017年4月8日

第 3 回
レポート

性能と居住地：野沢メソッドを語る/愛農学園の見学

竹中アシュ（JIA愛知）｜竹中建築事務所アシュ

校舎外観 枝のように伸びる屋根を支える柱 サロンのような図書室で野沢さんの話を聴く
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　本セミナーは、昨年2月のセミナー（本誌
2016年4月号に掲載）に続く第二弾として、
クライアントのモンスター化の特性とそれを防
ぐための心得について、5月23日に開催され
た。参加者は29名であった。
　IT社会の進展の中で一般需要者はSNS
という強大な武器を持ったが、これは企業に
求められる「付加価値」や「要求水準」に大
きく関わり、時には企業自体の存続を左右し
かねない。そして、このことは建築家にとって
もすでに他人事ではない時代になった。この
ような投げかけがあり、冒頭から会場は一気

に緊張感に包まれた。
　続く話題の第一は、クライアントがモンス
ター化するパターンである。「期待や信頼が
裏切られた」「意図的にモンスター化する」
「人間関係の調整に失敗した」の3つについ
て、実例を交えながら解説され、特に3つめ
のパターンが要注意との指摘がなされた。
　第二は建築士の義務である。法的には重
要事項説明、この誠実な履行、および建築
士免許証などの掲示が求められているが、
重要事項説明に関わる内容だけでは全く不
十分であることが強調された。
　第三は、近年の着目すべき公文書などの
紹介である。一つ目は建築紛争の原因とそ
の解決・予防のための方策が記された2005

（平成17）年度の「建築関係訴訟委員会答
申」であり、この中に「注文者に対する十分

な説明等」が明記されている。二つ目は2017
（平成29）年発行の根田正樹編著の「説明
義務の理論と実際」であり、本書では説明
義務を負う場面が、設計時／建築請負契約
時／工事中／建物引渡し時／近隣に関する
こと（対注文主と近隣住民）に分けて整理さ
ていること、そして建築家側が負けた事例は
掲載されていないが説明義務違反が問われ
た事例はあることが紹介された。
　最後に上記を踏まえ、建築家が採るべき
は、設計施工段階で起こりうるリスクを先回り
してクライアントに説明し、結果として良い方
向に裏切る形となることが、彼らの高評価に
つながることが力説され、セ
ミナーは締めくくられた。

JIA 愛知発

古澤仁之弁護士を招いて 第二弾「クライアントのモンスター化を防ぐ」

研修委員会　実務セミナー

高井宏之（JIA愛知）｜名城大学

上左｜ショールーム見学風景（木曽アルテック）　上右｜奈良井宿のまち並み（画：参加者の榎戸正浩氏）
下左｜巣山元久氏による漆塗り　下右｜なまこ壁 未完の蔵（巣山元久漆芸）

理  事  会  レ  ポ  ー  ト

　第241回理事会は2017年6月1日(木)13時30分〜 17時00分、建築家会
館1階大ホールにて集合方式で開催。出席者は会長以下、理事24名､監事
2名､事務局2名､オブザーバー7名（欠席理事0名）。

【審議事項】
1.入退会承認の件（事務局）　※東海支部関係者なし
新規入会希望：準会員:ジュニア1名､協力会員:法人3件…
退会希望：正会員9名､準会員:学生1名､協力会員:法人4件

（他に死亡退会1名、資格停止希望者4名）　→以上､一括承認。
2.会員資格喪失者承認の件　※東海支部該当2名（うち1名残留）
前回資料56名が37名に減少。（6/8入金まで残留猶予）　→承認。
3-1.委員会委員長・委員、全国会議委員委嘱の件（筒井専務理事）
①CPD評議会委員長承認　→以下7件､一括承認。
委員長就任　野中　茂(関東甲信越)､【報告】同退任　高野直樹
②総務委員会委員承認　委員長は継続　上浪　寛*（関東甲信越）
委員就任　井上久美（近畿）、【報告】同退任　江副敏史、
委員継続　鳥居久保*（東海）、高志俊明*（中国）（*は3期目）…
③業務委員会委員承認　委員長は継続　森　暢郎*（関東甲信越）
委員就任　鈴木弘二（東北）、八木康行（近畿）、和田正樹（九州）、

【報告】同退任　阿部直人、沼田　亘、細木　茂（四国）

④フェローシップ委員会委員承認
委員就任　石田純枝（北海道）、【報告】同退任　平尾稔幸
⑤ARCASIA大会実行特別委員会委員承認　就任…菅沼秀樹（北海道）
⑥JIAまちづくり会議委員承認　…委員就任　菅沼秀樹（北海道）、渋谷達郎

（東北）､…【報告】同退任　鈴木敏司、手島浩之
⑦JIA災害対策会議委員承認　委員就任　芳賀沼　整（東北）
3-2.特別委員会の廃止の件（筒井専務理事＋森顧問）　→承認。
ミッション終了により、①建築基本法特別委員会･②アクションプラン特別委員
会を廃止し、近未来研究特別委員会に一部引継。
4.支部規約改正の件（東北支部）（筒井専務理事）　→承認。
5.2017年度通常総会開催及び議案承認の件（筒井+原田事務局長）
総会承認議案（第1号〜第4号議案）と総会報告議案2件の内容について
確認・討議。（各会員送付の同議案書参照）　→個別承認。

【報告事項】―以下、各項目について担当理事などから報告―
1.ARCASIA大会…/…2.JIA建築家大会2017四国…/…3.熊本地震支援活動に
関する報告…/… 4.高齢者障害者の建築設計基準…/… 5.JIA建築家大会2016
大阪の提言書発行…/… 6.JIAリーフレットの報告…/… 7.教育・表彰委員会
CPD-WG報告…/…8.諸活動及び業務執行状況報告（5件）。

2017年度通常総会に向けて、議案内容の審議・承認を主に

本部理事　鈴木利明

※6月23日（本部総会）をもって鈴木は本部理事を退任、石田壽さんが就任しました。

ユーモアを交えながら厳しいケースを紹介
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　2017年度1回目の役員会は、持ち出し役員会として静岡は掛川にて開催されま
した。会場は、登録有形文化財として指定された「竹の丸」。当時の贅と技術
の粋を尽くした建物は素晴らしく、目と心を楽しませてくれました。そして何よりも、
市の管理のもと市民が十二分に建物を利用している現状に感心しました。当日も
われわれが会議を行っている別室では、能の歌稽古が開催されていました。普
段も将棋クラブ、空手稽古、食事会と多種多様に利用されているようです。
　さて、今回の役員会で最後に鳥居監査より、創始の時代の会員が減少してき
ているとの話がありました。1987年に産声を上げた組織も30歳となり、そろそろ「成
熟期」に入ってきたかと思います。会員が拡大してゆく「成長期」は終わり成熟
期となった組織は、独自の強みを発揮し組織の魅力を高めていかなければ生き
残れないでしょう。そしてその担いを受け持つのは、次世代メンバーなのです。
成熟した組織を未熟なメンバーで支えていく、そんな難しい時期が今後まだ数年
は続くのではないでしょうか。しかしそこを乗り越えなければ、その先に50年とい
う歴史は刻めません。
　古き良き建物を文化財として保存することは、良いことであり大切なことだと思
います。しかしながら、上手く利用しきれず税金だけを無駄に投入し、ただ維持
しているだけの建物も少なくありません。現在も有用に利用され、日常の風景とし
て自然とそこに佇んでいる。そんな姿を見せてくれた「竹の丸」に身をおいて、
時代に合わせて会員に上手く利用される組織、会員が利用
しやすい柔軟性を持った組織、それがJIAという器の1つの
在り方かも、ふとそんなことを感じました。

日　時：2017年6月9日（金）15：30〜 17：30
場　所：静岡県掛川市「竹の丸」
出席者：本部理事2名、幹事9名、監査2名、オブザーバー4名
欠　席：幹事2名

1．支部長挨拶（支部長欠席のため、久保田氏による代理挨拶）
　私の生まれ故郷でもある静岡での役員会開催となります。本日もよろしくお願い
します。
2．報告事項

（1）本部報告（氏名は敬称略）
①…第240回…理事会（5/10）（車戸）
②…第241回…理事会（6/1）（鈴木）
③…フェローシップ委員会（5/11）（谷村）

（2）支部報告
①…東海住宅建築賞2017（吉元）
・公開審査と表彰式のチラシを確認。アーキテクトの7月号に折り込まれる。
②…東海支部大会2017（長尾）
・… テーマ「水の力」〜地域の資源を活かし、地域の環境を整える〜
・… 会場…ぎふメディアコスモス
・……（13：00）開会…オープニング・パネルディスカッション（パネリスト3〜 4名）→
　（16：00）エクスカーション（岐阜城周辺散策）→（18：00）懇親会（鵜飼舟）→
　（10：00 〜 18：00）パネル展示（一般開放・同時開催）GC賞・住宅賞・

JIA設計競技・法人会員
・… 詳細部分でまだ必要経費が予想されるため、もう少し予備費が確保できるよ

う、協賛金収入を今後検討していく。
・… 岐阜地域会の人員不足をカバーするために、愛知地域会の事業委員会より

上原氏を代表として人員協力を行う。
（3）各地域会からの報告（各地域会長）
3．その他

①…正会員…退会届：「村松謙一（静岡）」「望月良昭（静岡）」「坂本悠（愛知）」
「塚原進（岐阜）」「湯谷実（三重）」

②…法人協力会員…退会届「不二サッシ㈱静岡営業所」（静岡）
議　事
1．審議事項
①事業計画「東海支部設計競技2017」（矢田）
・… 1次審査…10月21日、2次審査…12月2日
・… 審査委員長…西沢大良氏、ゲスト審査員…大西麻貴氏
・… 最初から赤字の予算組であるが、過去も赤字予算にて行ってきた経緯があり、

5年ぐらいかけて±0にすべく3年前には50万円程であった赤字を、今年度は5
万円ほどに減少させている。

・… 今後のことを考えた場合、参加費を取る、賞金の有無、賞金金額の減額等を
検討すると良い。

②アーキテクト2017年度暑中広告のお願い（矢田）
・… 今回より暑中見舞いと残暑見舞いを1本化する旨を文章にして通達する。
③法人協力会員…入会申込「北洋木材工業(株)静岡営業所」（静岡）
2．協議事項
3．報告
①…メール審議…事業計画書「東海学生卒業設計コンクール2017」（矢田）
・… 設計競技の20万円を本部の卒業設計委員会に送金した。例年だと寄付金を

直接本部に入金してもらうが、今年度のみ東海支部経由にて本部に送金と
なったためメール審議にて承認。

・… 申し込み手続きは6月2日までに完了済、今月中に20万円を送金する。
②「宮脇…檀…巡回展」について（矢田）
・… 名工大の北川先生から小田氏、石田顧問にメールにて依頼あり。
・… 愛知の大学とJIAで実行委員会を立上げその中にJIA東海支部として入り

協力いただきたい。
・… 開催時期は来年、予算は30万円ぐらいだが協賛金で賄う予定なのでJIAに

負担は求めない。
・… 団体の位置付け、連絡系統の整理をしないと、現状のまま動いていくのは問

題がある。
・… 詳細について、今後確認必要。
4．その他
①「東北復興のレガシーを東海支部へ」につて（杉山）
・… 東北復興支援にかかわった中で、FACE…to…FACEの地域との交流が弱かっ

た。今後のことを考え、平時においても被災地との交流を行う呼掛書をJIA
東北支部宮城地域会よりいただいた。ぜひこの呼びかけを東海支部にも伝達
したい。

・… 宮城地域会、石巻市または復興庁の行政職員に来ていただき講演やパネル
ディスカッションを行う。

5．監査意見
鳥居監査：JIA創設メンバーが多く退会するようになってきた。会員増強を考え
ていかなければならない。JIAはUIAの日本支部、JIAに入会すると世界とつ
ながる―JIAがどういった組織なのかをもう少しJIAのリーフレットに入ると良いの
ではないか。持ち出し役員会の際には、その地域会のメンバーにオブザーバーと
して出席して貰えると良い。そうすることで役員が何をやっているのかが伝わる
のではと思う。新しい人たちへの継承にこの持ち出し役員会が利用できると良い
のではないか。
服部監査：UIA大会の扱いを本部はどのように考えているのか聞こえてきません
が、2011年の東京大会であれだけ心配して、やめるべきかといった議論までし
たが、結果皆さんに来ていただいた。今回も韓国が予定通りに開催するのなら
ば、義理を欠くことのないよう日本もしっかりと参加すべきだと思います。

東海支部役員会報告

山田浩史（JIA岐阜）｜ヒロプランニング
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登録有形文化財

バス停上屋

旧岡田医院（主屋、診療所棟、蔵、道具蔵、給水塔、塀）

データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

月民生ディーゼルバス運転開始。25年8月木炭バ
ス運転全廃。34年10月1日再建名古屋城竣工式
を簡素に執行。41年2月ボンネット型バス車両全
廃。48年9月バス車内に優先席設置、70歳以上
市営交通料金を無料化、10月には65歳まで拡大。
49年2月路面電車の運輸営業廃止、3月バス停
留所上屋の設置開始。61年3月バス停留所にベ
ンチ設置開始。平成４（1992）年3月低公害バスの
運行開始と現在に続くわけですが、ここには書けま
せんでしたが、バス普通料金の値
上げは現在では考えられないほど
のピッチで行われていきました。

■発掘者のコメント
　名古屋市のバス停に上屋の設置が始まったの
が昭和49（1974）年で、40数年経ちます。市バス
の歴史を名古屋市の歴史とあわせて振り返ってみ
たいと思います。
　名古屋市初のバス事業が開始されたのは明治
41（1908）年。しかし間もなく廃業となり、本格的な
バス事業は、大正12（1923）年の名古屋市街自動
車合資会社の開業から始まります。それから昭和４

（1929）年ごろにかけて次 と々民営バス会社が営業
を開始。
　名古屋市のバス事業（市バス）の開始は、昭和
5年2月1日、料金は6銭（均一制）。10年から民
営バスの買収をはじめ、15年民営バス市内線の

■紹介者コメント
　旧岡田医院は江戸時代より知多木綿の産地の
中心地であった知多岡田地区に、豊橋陸軍病院

（現・国立病院機構豊橋医療センター）の院長（陸
軍大佐）であった竹林雅休が、院長退職後、開業
した診療所と住居を併設する個人病院である。建
設時期は1929（昭和4）年頃。1950（昭和25）年
に亡くなられるまで診療を続け岡田の人 の々心身
の支えとなった。当地では雅休邸（まさやすてい）と
呼ばれ、2013年の「知多岡田簡易郵便局」、2014
年の「木綿蔵ちた」に続いて、2015年に当地区3
件目の登録有形文化財に登録された。
　「主屋」は、木造2階建て、桟瓦葺きの入母屋
造、建築面積195㎡。「診療所棟」は、主屋の東側

買収完了。13年5月ガソリンの切符販売制度実
施。6月ガソリン不足に対応しバス13系統休止。8
月木炭バス運転開始。16年9月バスのガソリン使
用全面禁止。12月8日太平洋戦争勃発。17年4
月日本本土初空襲。18年4月バスの女子車掌の
制服をモンペに統一。19年4月学徒勤労報国隊
就業開始（学生が車掌として乗務）。8月5日学童
集団疎開第1陣出発（20日までに完了）。9月女子
交通挺身隊応援乗務開始、12月名古屋地区に
本格的に空襲はじまる。20年1月名古屋市役所
女子職員、続く3月愛知県庁女子職員交通挺身
隊として応援乗務開始。5月14日空襲により名古
屋城焼失。8月15日終戦。
　21年9月バス事業にガソリン割当再開。24年1

に接続して建ち、木造2階建て、桟瓦葺き、寄棟
造、洋風造、建築面積59㎡。主屋の北東に木造
2階建て、切妻造の「蔵」があり、建築面積20㎡。

「道具蔵」は主屋の北西にあり木造2階建て、桟瓦
葺き、切妻造、建築面積32㎡。「給水塔」は主屋
北側中央に隣接して建ち、鉄筋コンクリート造、高
さ3.9ｍ、井戸から手押しポンプで揚水し各所に給
水していた。「塀」は敷地の北西側を仕切る鉄筋コ
ンクリート造で、柱型とアーチ型のドイツ壁が交互に
連なる特異な塀で、総延長33.0ｍ、診療所や蔵と
同仕上げで一体感のある景観を形成している。
　これらの施設は現在何にも利用されていないた
め、普段は閉館されている。今回の取材も街並保
存会の方にお願いして実現した。使われていない

N

知多市

●知多市役所

46

朝倉

長浦

長浦 IC 名鉄常滑線

知多半島道路

名鉄河和線

朝倉 IC

阿久比 IC

155

旧岡田医院

〶知多岡田
　簡易局

バス停① バス停② バス停③ バス停④

診療所棟と主屋 主屋、給水塔、道具蔵、塀、（左（東）から）主屋

塚本隆典（JIA愛知）｜
塚本建築設計事務所

所在地：愛知県知多市岡田字開戸24
問合せ先：岡田街並保存会・岡田ゆめみたい　
　　　　　理事・伊井基治TEL 0562-55-3362
アクセス：名古屋鉄道常滑線朝倉駅より
　　　　　知多バス東岡田行にて「大門前」下車
文化財指定・登録有形文化財登録番号：
旧岡田医院主屋　23-0443
旧岡田医院診療所棟　23-0444
旧岡田医院蔵　23-0445
旧岡田医院道具蔵　23-0446
旧岡田医院給水塔　23-0447
旧岡田医院塀　23-0448

参考資料：
『市営交通70年の
あゆみ』
編集・発行：
名古屋市交通局
発行日：
平成4（1992）年
8月1日

家屋は時間とともにその損傷は進行し、街並保存
会による部分補修はなされているものの劣化は免
れず、今後何か用途を見つけて、生きた保存の道
が望まれる。

森口雅文(JIA愛知)｜
伊藤建築設計事務所



14　ARCHITECT　2017 − 8

企業組合 針谷建築事務所

代表理事　鳥居久保

静岡市駿河区小黒 3-6-9
TEL…054-281-1155　FAX…054-282-5502

㈱ 城 戸 武 男 建 築 事 務 所

代表取締役　城戸康近

名古屋市中区丸の内 2-11-23
TEL…052-231-5451　FAX…052-231-5450

㈱ 三 和 建 築 事 務 所

見寺昭彦

名古屋市港区港栄 4-5-5
TEL…052-661-2211　FAX…052-661-2247

㈱ 浦 野 設 計
代表取締役社長　浦野廣高
取 締 役 会 長　浦野三男

名古屋市西区八筋町 90
TEL…052-503-1211　FAX…052-503-1213

（資）三共建築設計事務所

服部　滋

名古屋市中区伊勢山 1-1-1
TEL…052-321-9591　FAX…052-321-9594

㈱ 中 建 築 設 計 事 務 所
取締役会長　森川　礼
代表取締役　廣瀬高保

名古屋市中区新栄 1-27-27　廣瀬ビル
TEL…052-262-4411　FAX…052-262-4414

㈱ 黒 川 建 築 事 務 所

代表取締役　黒川喜洋彦

名古屋市昭和区鶴舞 2-10-5
TEL…052-882-0281　FAX…052-871-1884

中 日 設 計 ㈱

取締役社長　清谷英広

名古屋市東区筒井 2-10-45
TEL…052-937-6711　FAX…052-937-6881

㈱ ヤ ス ウ ラ 設 計

代表取締役　水野豊秋

名古屋市中区新栄 2-35-6
TEL…052-241-7211　FAX…052-241-7333

㈱ 田 中 綜 合 設 計
取 締 役 会 長　佐藤東亜男
代表取締役社長　近藤　眞二

名古屋市中区丸の内 1-8-39
TEL…052-211-4035　FAX…052-201-9285

㈱ 野 口 建 築 事 務 所

代表取締役　野口　新

名古屋市中村区名駅南 2 丁目10-22
TEL…052-551-7007　FAX…052-551-7009

㈱ 車 戸 建 築 事 務 所

代表取締役　車戸愼夫

岐阜県大垣市鶴見町 73-3
TEL…0584-78-8311　FAX…0584-73-3401

Y K K A P ㈱
中部支社

支社長　久村宣浩

名古屋市中区栄 2 丁目11-32
TEL…052-212-4401　FAX…052-212-4194

一級建築士事務所　デザイン スズキ

鈴木利明

豊橋市東小鷹野 4-4-8
TEL…0532-61-4245　FAX…0532-61-4215

㈱ ワ ー ク ◦ キ ュ ー ブ

桑原雅明　　吉元　学　　平野恵津泰

名古屋市昭和区福江 1-7-2
TEL…052-872-0632　FAX…052-872-0633

㈲ 柏 彌 紙 店

代表取締役　尾関和成

名古屋市中区橘 1-4-6
TEL…052-331-8681　FAX…052-331-8891

㈱ピアレックス・テクノロジーズ

代表取締役社長　廣瀬曜一　

大阪府泉大津市条南町 4-14
TEL…0725-22-5361　FAX…0725-22-5363

㈱ 石 本 建 築 事 務 所
名古屋支所

取締役支所長　植野　收

名古屋市中区栄 4-3-26　昭和ビル
TEL…052-263-1821　FAX…052-264-1990

㈱ 伊 藤 建 築 設 計 事 務 所
取 締 役 会 長　森口雅文
代表取締役社長　小田義彦

名古屋市中区丸の内 1-15-15……桜通ビル
TEL…052-222-8611　FAX…052-222-1971

久 保 田 英 之 建 築 研 究 所

久保田英之

名古屋市東区東大曽根町 29-11　共栄ビル
TEL…052-979-0755　FAX…052-979-0756

㈲矢田義典建築設計事務所

代表取締役　矢田義典

名古屋市名東区社台 1-187
TEL…052-771-2592　FAX…052-771-2617

暑 中 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す
（静岡・愛知・岐阜・三重地域会　五十音順）

㈱ 中 建 設 計

代表取締役　石田　壽

名古屋市中区栄 2-2-12　NUP 伏見ビル
TEL…052-222-7850　FAX…052-222-7856



ARCHITECT　2017 − 8　15

Bulletin　Board

開催日：2017 年 9 月 3 日（日）〜 10 日（日）
会　場：COEXコンベンションセンターおよび東大門デザインプ
ラザ
主　催：国際建築家連合（UIA）、韓国建築団体連合（FIKA）、
　　　　ソウル特別市
主　管：UIA…2017…ソウル世界建築大会組織委員会
後　援：国土交通部、文化体育観光部、関係政府省庁、自治体、
　　　　公社・公団、学会・協会等

＜プログラムの概要＞

■会議

・基調演説

　国際的な名声を持つ建築家（事務所）やさまざまな分野のリー
ダーによる建築や建築環境・都市などに関する主なトピックと
テーマについての講演。テーマと関連する国際的な建築家（事務

所）のワーク、プロジェクトと活動に関するプレゼンテーション。
 ・基調フォーラム

　国際的な建築家（事務所）または専門家が一堂に会するグロー
バルな観点からの大会小テーマに関する深みのあるディスカッ
ション。
・論文、デザインワーク発表セッション

　大会テーマに関する提出論文及びデザインワークについての
学術発表、特別セッション、国内外の関連学会及び政府、機関、
学校の参加するセッション。

■学生及び若い建築家のプラットフォーム

　国際コンペ、ジャンボリー、学生および若い建築家フォーラム・
展示、子ども建築ひろば、サマー国際スタジオプログラム。

■公式交流イベント

　歓迎レセプション、開会式、UIA 表彰式、公式晩餐会、閉会式。

◎詳細は大会 HPより……
URL：http://www.uia2017seoul.org/default_j.asp

第26回大会はソウルにて開催

UIA 2017 ソウル世界建築大会 
大会テーマ「都市の魂」

地域会だより

＜東海支部＞

5/27… 第24回東海卒業設計コンクール2017　公開最終審査
6/24… 第5回JIA東海住宅建築賞…公開審査
7/22 〜 23　第5回JIA東海住宅建築賞…現地審査・表彰式
9/3 〜 10　UIA…2017…ソウル世界建築大会

＜静岡＞

5/18… 静岡地域会定例役員会
6/9… 支部持ち出し役員会（静岡）・見学会
6/20… 第4回建築フェア実行委員会
7/14… 静岡地域会定例役員会
8/7… JIA塾
… 静岡地域会拡大役員会

＜愛知＞

5/23… 研修委員会　実務セミナー（弁護士セミナー）
5/26… 愛知地域会法人協力総会
6/14… 愛知地域会法人協力会役員会
6/16… 愛知地域会役員会
6/22… 住宅研究会…LIXILセミナー

7/8… 新人賞受賞…studio…velocity…講演会
8/1… 第29回「すまいる愛知住宅賞」　書類審査
8/22 〜 23　第29回「すまいる愛知住宅賞」　現地審査
8/24… 平川典俊氏…講演会

＜岐阜＞

5/23… 岐阜地域会第1回役員会（18：30 〜 20：30）
… 場所：岐阜駅ハートフルスクエアG2F　小研修室2
6/20… 第2回役員会（18：30 〜 20：30）
… 場所：岐阜駅ハートフルスクエアG2F　小研修室3

＜三重＞

5/19… 第2回役員会、第1回例会：三重県総合文化センター
6/16… 第3回役員会、第2回例会、会員研修１
7/14… 第3回例会、森羅万象匠塾（会員研修2）、暑気払い
9/1… 会員研修3
11月… 建築ウォッチング
12/1… 会員研修4
1/20… 建築文化講演会
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媒体のプロセスに当誌の価値を再認識する機
会となりました。見直しや記念号企画など歴史と
マンネリ化に配慮した紙面の充実にブリテン一
同、一層頑張る次第です。　　　…（伊藤彰彦）
●卒業設計とは、何を拠り所に設計するかが問
われる場でもある。今回評価された作品は、リ
サーチから導き出した、都市（正）と牛舎（負）、
不登校（負）と衰退商店街（負）、ワークスペース

（正）と待機児童（負）など、正負の価値観の組
み合わせが秀逸だった。総じて現状の課題を、
正の価値観へ変換して解決しようという意欲作
だ。学生の視点で捉えられたこれらの可能性
は、現状を受け入れながら新しい社会像をつくり
だす建築家の大切な資質の一つだろう。そのう
えで、千葉学氏のエールに込められた、純粋に
建築や空間の可能性を探求することの重要性
に強く共感した。いつの時代も学生の提案は、
その時代の建築への社会的評価や、建築家の
言動の写し鏡だ。学生が直面している課題は、
プロの課題そのものなのだ。建築や空間がつく

●東海支部卒業設計コンクールは第24回とな
り、委員長の千葉学さんの総評では秀作と優秀
な人材の未来に大いなるエールを送っていまし
た。建築家の根源イコールのハイレベルの力作
ぞろいで、このコンクールの存在意義と重要性
を再認識しました。5月の支部総会を経て新年度
となり、活発な事業と活動、会員の資格と減少、
収支の赤字体質、など明暗表裏一体状況の劇
的な改善は難しく昨年と平行線の状況と感じま
した。当誌は協力会員各企業さまにも広告支援
をいただいていますが、会員向けであるがゆえ
の広告収入減少の実情で支部の収支に大きな
負担を掛けている現状です。Web化など出版
経費削減努力の話を受けて、当ブリテン委員会
では紙媒体であることの意味をこの機に再考。
先月号の吉元さんの記事に同じく、毎月の支部
エリア担当による編集会議を経て出来上がる紙

編 集 後 記 りだす私たちの未来には、無限の可能性がある
はずだ。千葉氏の問いかけが、われわれに向け
られた警鐘だと感じたのは私だけだろうか。

（宇野　享）


