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『ARCHITECT』最終方針
JIA 東海支部会員の皆さまには、日頃より支部活動にご協力、ご支援いただき、心より感謝申し上げます。会員の皆さま

のご協力の下、見直し作業を行って来ました『ARCHITECT』も2 月9 日に会員集会を開催し、その後、2 回にわたる支部
役員会、支部会報委員会を経て方向性が定まりました。2 月号に支部長私案という形で、4 つの提案をいたしました。ま
た、『ARCHITECT』を通じて会員の皆さまにアンケートも行いましたが、全てが最終方針に反映されている訳ではありません。
『ARCHITECT』は、東海支部の重要な事業であり、唯一、会員の皆さま全てが参加できるものであります。また、事業である
以上、『ARCHITECT』に熱意を持ってかかわられている会員の方々も数多くいます。最終方針はそのような状況も含めて導き
出しています。

1. 発行形態について
紙媒体を維持し、毎月発行を継続します。毎月の基本頁数は 8 頁となりますが、特集企画を年数回組んで行きます。特集企
『ARCHITECT』は会報誌であり、会員サービスの一つです。そ
画のある月は、頁数が 16 頁、24 頁、もしくは 32 頁となります。
れを第一に考え、会員みなさまのお手元に『ARCHITECT』をお届けすることを最優先いたしました。

2. 広告・協賛金について
現状の大口広告は維持した上で、各地域会に応分のご負担をお願いいたします。ただ、ご負担をお願いする中では法人
協力会さまの広告枠、名刺広告枠は重要です。法人協力会さまの広告、名刺広告の徴収方法は各地域会に一任し、誌面
には従来通り広告枠を残します。その上で、アンケートでも賛同者の多かった、「ゼネコン広告」を解禁することといたします。
『ARCHITECT』の見直し作業は、支部事業費負担の圧縮を考えるところから始まっています。今回の見直し作業により、事業
費の圧縮は十分にできたと感じていますし、『ARCHITECT』が会報誌かつ会員サービスの一つであるならば、今回の見直し
作業で圧縮された事業費を支部が負担することは全く問題ないと考えます。

3. 編集社・印刷会社について
「建築ジャーナル」
とは約 30 年の付き合いでしたが、『ARCHITECT』
は発刊当初の目的についてはすでに達成したと判断し、
今回の見直し作業の中で「編集社」
「印刷会社」については、「イヅミ印刷所」に交代し、『ARCHITECT』は新たなスタートを
切ることとします。

4. 誌面について
誌面は、「発行形態について」の中でも書きましたが、毎月の基本頁数は 8 頁となります。その上で、特集企画を年数回組ん
で行きます。当面、特集企画を検討する企画会議には、各地域会長、支部及び各地域会委員会の委員長、さらには有志の皆
さまにお集まりいただき検討して行きたいと考えています。より良い誌面となるようみなさまのご協力をお願い致します。
以上、4 点が『ARCHITECT』の最終改革案となります。約 1 年間を通じて『ARCHITECT』の議論をして来ました。この間、
会員の皆さまからは多くのご意見を頂き、感謝申し上げます。意見の多くは、『ARCHITECT』にかかわるもののみではなく、建
「JIA」を真剣に考え
築家の未来、JIA の未来を憂いてのものであったと感じています。また、若手会員の多くが『ARCHITECT』
ていたことは重要です（40 代正会員のアンケート回答率は 100% でした）。この議論を無駄にすることなく、『ARCHITECT』を
有意義なものとしていきましょう。それには会員皆さまの積極的な『ARCHITECT』へのかかわりが重要です。皆さまからの積極
的な寄稿、提案をお願いし『ARCHITECT』の最終方針とさせていただきます。

矢田義典（JIA 愛知）｜
JIA 東海支部支部長／矢田義典建築設計事務所
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2018 年度 JIA 優秀建築賞を受賞して

工場に家
浅井裕雄（JIA 愛知）
｜裕建築計画
このたびはJIA 優秀建築賞という名誉ある賞をいただくことができ、大変光

で、内と外の関係が複雑になりました。領域は、家の中、工場の中、外に分かれ

栄に存じます。大賞候補として取り上げていただき、完成度の高い建築と同じ

ますが、そこには、外のような内の空間、内のような外の空間があります。残され

土俵で講評いただいたのも、社会的背景においてリノベーションが注目される

た工場が、時に外、時に内となり、
さまざまな役割をします。内、内外、外と囲まれ

中、対比から生まれるさまざまなギャップが新しい空間につながったと評価いた

た中間領域のお陰でさまざまな表情の空間が生まれました。

だけたと思っております。
この住宅は、両親と離れて暮らしていた息子夫婦が、両親の近くで子育て

玄関は工場の中にあり、家と外部を結びます。2階のテラスは物干し場にな
り、屋根のある外空間です。工場の中はプライベート空間とパブリック空間の緩

をしたいということから計画が始まりました。愛知県江南市にある父親が経営

衝帯になります。

していた鉄工所は、建築の鉄骨を製作していて、走行クレーンや溶接機、さま

◉構造

ざまな工具が置かれています。
また、木曽川が近いので、父親が魚取りに行く

工場は、土間スラブがなく、地中梁が外周のみにありました。床は土のまま

ためのボートも保管されていました。工場は、父親の仕事から趣味までの場所

だったため、SWS 試験ができました。家の基礎は、工場の基礎を避けてつくり、

でした。

上屋の木造も構造として縁が切れています。工場には一部2階の床があり、木

施主は当初、工場を壊して家を建てることを考えていましたが、計画を進め

造住宅をその床に貫通するように挿入しました。
そうすることで、工場の2階は

ていくにつれ、記憶が詰まった工場を壊すことに違和感を覚え、設計依頼をい

子ども室とテラスとになり、子どもが工場と家を自由に行き来し、遊べる空間に

ただいたときには家に改修することを望んでいました。

なっています。
リビングの真ん中にある柱は、工場の2階を支えていて、工場に

工場は、築 35 年の鉄骨造、建築面積 40 坪。屋根外壁は、
ガルバリム鋼板
で内部仕上げはなく無断熱です。限られた予算で、この空間を住環境機能で

住んでいることを住み手に伝えます。
◉温熱環境

均一化することは難しく、
また、施主の工場に対する思いがあり、均一にする必

入れ込んだ家は現代の住環境性能を持っています。工場は外と家の中間

要はないと考えていました。

的な環境で、雨風を遮り、夏の日射や冬の冷たい季節風を少し和らげる役割

◉工場に家を挿入

を果たします。工場にはもともとシングルの型ガラス窓があります。工場の窓を開

工場に2層吹き抜け、平屋の木造 BOX（住宅）
を挿入。工場の軒高は約７

け放したり、閉じたりしながら、家の環境を調整します。型ガラスの窓は、目隠し

m。住宅の木造は軒高5.4m。工場に当初からある2階部分は、木造のBOXに

にもなります。

挿入されます。木造のBOXは一部、工場から頭を出すような配置です。
まち

◉時間について

並みからはこの頭の出たところが新たな表情となります。
◉内と外の関係

築35年の鉄骨工場に、子育てのために家を挿入しました。
子育てが一服す
る頃には工場から見ると70年ほどの年月が過ぎます。
さらに、
次の世代がこの家

工場だった時は、外と内が明快でした。内は、走行クレーンがあり建築の鉄

を今のまま維持して使うのもよいが、外皮の工場を取り払い木造のBOXで使う

骨フレームを製作する作業空間。外は外部です。工場の中に家を置いたこと

のも良いかもしれません。
工場ができてから100年先までがぼんやりと見えます。
◉対比から生まれるさまざまな
ギャップ
大きな工場スケールの空間に、人
の暮らすスケールをシンプルに入れ
込んでみると、
さまざまなギャップが生
まれました。
1つはスケールの差によっ
て、外か内かわからない、曖昧な空
間が生まれました。
もう1つは時間の
ギャップです。
古い工場と古道具、新
しい木造と新しい暮らしは、綺麗にし
たい息子夫婦の思いと、
父親の思い
出の対立は見られますが、時間ととも

工場から木造住宅を見る

上｜外観

下｜時間のダイアグラム

にバトンタッチしていくように見えます。
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自作自演○
谷村

茂（JIA 愛知）

アール・アンド・エス設計工房（名古屋市千種区猫洞通4-30安田ビル3階 TEL 052-782-3452 FAX 052-782-9941）

地域（コミュニティ）活動

名古屋市の区政協力委員会制度を知っていますか。
この制度は名古屋市独自のもので、行政の補完組織的ボランティア活動と言ってもよいのですが、委員は名古屋市
長に依嘱される非常勤特別職の地方公務員となります。この制度は設立以来 50 年を経て、市内 16 区全域で約 5,450 人、
私の住んでいる千種区では 15 学区（小学校単位）あり、約 400 人の区政協力委員が任命されています。多くの委員は
町内会・自治会長を兼務していてその職務は地域と市区行政のパイプ役です。さらに、災害対策委員でもあり、非常
時には災害救助地区本部委員として避難施設の運営に当たります。委員の多くは 60 歳以上の高齢者が多く、災害時に
果たして十分活動できるかと一抹の不安も感じられますが、元気に活動しています。
私は自由ヶ丘学区の 4 代目委員長ですが、とにかく忙しい。区役所での毎月の定例会から始まり、持ち帰った学区
での定例会、地域の行事の開催・運営と続きます。中でも「盆踊り」「敬老の日」「成人式」の主催は大きな行事で、小・
中学校の卒業式、入学式や運動会といった行事や地域のスポーツ大会にも出席を求められます。
委員長になりたての頃は本業に加えてこれだけの活動をどうやってこなしていくのかと不安でしたが、意外と何と
かなるようです。JIA 活動で訓練されたのか、われわれはある意味、雑多な知識を持ちさまざまな場面に対応するため、
まとめ役には慣れているようです。一番の収穫は、地域の色々な人たちに知り合う結果、脳の活性化になることでしょ
うか。
皆さんもどうですか。

水野

豊秋（JIA 愛知）

ヤスウラ設計（名古屋市中区新栄2-35-6 TEL 052-241-7211 FAX 052-241-7333）

私の田舎

私は 1955 年現在の豊田市、旧小原村の生まれです。現在では四季桜、小原和紙などでご存知の方も多いかと思いますが、
実家は村の中でも一番山奥で、標高 500 メートルの地にあります。母屋・蔵・近家（離れ）農機具小屋など数棟が建っています。
築 180 年ほどになる、60 坪ほどの草屋根の母屋（現在はトタンが被っている）を、両親が年老いたのと、兄が定年を期に実家
に戻るために、4 年ほど前に内部改修を行ないました。小屋裏や床下を調査すると、大昔の蚕用の竹で編んだ大きな籠など、い
ろんなものが満載で、片付けるのはとても無理、無かったものとし、封印し将来に贈りました。耐震に関しても、石場立ての基礎
の改修は困難で、200 年近くも生きながらえたことを信用し、腐った土台、柱などの改修にとどめました。住まいながらの改修は、
5 カ月近く掛かりましたが、ほぼ毎週末の打ち合わせはなぜか楽しいものでした。ただ両親は 2 年経たずに住まい手ではなくなり、
兄も体を壊し、
やはり住民でなくなりました、
もう少し早く改修すべきだったなと、少し
後悔しています。現在は空き家ですが、
月に 1･2 度のペースで通っています。こ
の時期はせり・こし油・竹の子など自然
の恵みをいただきながら、なぜか落ち着
く私の原風景なのだと感じています。
外観
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改修後の内観

RJIA に入会して

荒川

衛（JIA 静岡・正会員）

荒井衛建築設計工房（静岡県駿東郡清水町伏見24-2

渡部

TEL 055-991-2015）

芳久（JIA 愛知・正会員［転入］）

梓設計中部支社（名古屋市中区錦3-15-15CTV 錦ビル6F

伊藤

FAX 052-253-8995）

孝紀（JIA 愛知・専門会員）

名古屋工業大学院（名古屋市昭和区御器所町

服部

TEL 090-8675-6503

TEL 052-735-5329

FAX 052-735-7746）

高志（JIA 愛知・個人協力会員）

HATTORI DESIGN（名古屋市中村区名駅1-1-1 JP タワー名古屋21F

TEL 090-3252-0115）

この度は入会させていただきありがとうございます。私は建築家ではなく、クリエイティブディレクターです。主な業務の１
つ目は、家具、プロダクト、グラフィック、WEBなどのデザイン。2つ目は企業ブランディングや販促などのコンサルティング。
3つ目はインテリアコーディネートと家具販売です。イタリアに13年在住、ミラノサローネ国際家具見本市を主催するイタリア
家具協会との仕事や、元大手量販店のブレーンを生かし、海外情報をご提供しつつ、国内外の家具を販売いたします。
日本の建築家の皆さまとの協業はますます欠かせないものと入会させていただきました。ぜひお気軽にお声がけいただけ
たら幸いです。ご指導のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

久田

佳明（JIA 愛知・学生会員）

名古屋工業大学大学院

この度は入会させていただきありがとうございます。指導教員から薦めていただき入会する運びとなりました。学生が一
人で少し寂しいですが、多くの先輩方に学ばせていただける大変貴重な機会をいただけたと思います。
また学生にもこのような貴重な環境があることを周知することができればいいなと考えております。今後ともご指導、ご鞭
撻よろしくお願いいたします。
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2018 年度リフレッシュセミナー参加者レポート

第22回 JIA リフレッシュセミナーが、3月3日から3月5日まで
の3日間、熱海リフレッシュセンターにて開催されました。「建築
と職能」
「建築の進化と拡張」というテーマが設定され、島根県職
員の山本大輔氏、建築写真家の高橋菜生氏に講演いただきまし
た。講師による講義、フリーディスカッションと実習、まとめ発表
という形で進められ、講師のお二人とセミナー参加者、委員、事務
局が全員同じプログラムを消化し、驚くほど JIA の一体感を感じ
る3日間となりました。
グループディスカッションの様子

■第1日目
まず到着後、講師の島根県職員・山本大輔氏から島根県庁モダ
ニズム建築物の耐震補強設計の事例をお話しいただきました。菊
竹清訓氏設計の旧島根県立博物館の改修工事事例は菊竹建築に
対するリスペクトが事例画像からあふれます。山本氏がその建物
の付属建物として設計監理した自転車置き場がJIA中国建築大賞
特別賞を受賞した例などの成功例を聞き進めると、建築物を保存
したり、生かしたりすることは技術的な改修方法や予算の問題だ
けでは語れない部分が大きいということがわかります。成功して

2 日目ディスカッションのテーマの一つは「どのような建築を保存するか」
。
さまざまな意見がホワイトボードに貼りだされた

いる方法論の中で参考になったのは、行動指針として「建築の価
値を口先でなく態度で示す」ということです。付属建築のディ
テールにこだわりメインの建物に対しての愛着を深めたり、イベ
ントや日常の声がけ・ツイッターなどで愛着は伝わっていくわけ
です。
建築も昔のように一方行に進化するのではなく、すきまを埋め
るように染み渡るように拡張していくものだと山本氏の意識を
お聞きしたとき、自分も職業人としての方向性を再確認させてい
ただく思いになりました。
スポンジが水を含むように他分野とのすきまを充填していく
ような在り方が山本氏の建築の拡張。具体的な近代建築の改修方

講師の高橋氏からレクチャーを受けている様子

法と考え方をうかがう大変良い機会でした。
夕食後も議論は続きますが硬い話ばかりではありません。参加
者の持ち寄り品（ご自慢の銘酒 ?）による飲食をまじえた交流が始
まりました。地域会での活動の話、自分たちの仕事の話に花が咲
き、温泉に入ることも忘れるほどでした。明日こそオーシャン
ビューのジャグジープールでリアルにリフレッシュしようと思
いつつ、就寝したのでした。

リフレッシュセンターの撮影会
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近藤万記子（JIA 愛知）｜ホームデコール

■第2日目

講師、委員の方たちを含めた参加者全員が各自撮影した熱海リ

2日目は1日目の山本先生の講演をもとに、グループディスカ

フレッシュセンターの建築写真を、高橋氏が同じ場所、似たよう

ションからスタートしました。ディスカッションのテーマは以下

なアングルごとに分類してくれていました。各自の写真を単独で

の3つ。①どのような建築を保存活用するのか ? ②私の付属建築

見ていたときには気づきませんでしたが、並べてみると、それぞ

③山本さん47。①はとてもわかりやすいテーマですが、②③は少

れの視点の違いがわかり、興味深かったです。ぐっと興味を惹き

し抽象的でどうなるのかなと思っていましたが、それぞれのグ

つけられたところで、高橋氏自身の写真を見せていただきまし

ループで大変話題が盛り上がり、2時間ほどのディスカッション

た。まずは前日に参加者全員と同じ時間に撮影した写真から始ま

はあっという間に過ぎてしまいました。その後、それぞれのグ

り、雑誌社でのもの、独立後のものなどを惜しみなく見せていた

ループの内容を発表。「山本さんのような行政の職員がいると、

だき、何に気を付けたのか、どんなことを狙ったのかを解説して

建物の保存と活用がもっと広がるのではないだろうか ?」、
「保存

いただき、常日頃の仕事で大切にしていることを伝えてくれまし

は建物への愛着がないと始まらない」、
「子どもたちの教育も必要

た。そこからのディレクトリとしては空気感、時間を捉えるのか、

なのではないか ?」などとても参考になる内容ばかりでした。私自

人と建築の関係などに話が及びました。答えは出ませんが、とて

身、建物を保存活用することに非常に興味があり、壊して新しく

も印象に残ったことは、高橋氏が1日中、撮影対象となる建築を歩

つくることばかりが建築家の職能ではないと考えていますので、

き回って、建築と丁寧に、実際に体を使ってかかわり、建築家の意

とても楽しいディスカッションとなりました。

図を読み取っていることです。初日、2日目の講師である山本大輔

午後からは新しい講師である建築写真家の高橋菜生先生の講

氏も言葉だけで伝えようとするのではなく、実際に保存したいと

演。新建築の編集部に在籍後、独立された建築写真に関しては実績

考えた建築を大事に使うことを通して、建築の魅力を再生してい

のある方でした。持参された写真機材を見せていただきましたが、

ると感じました。奇しくも、お二人とも「愛」と言います。それぞれ

とても高価なものばかり。写真に興味がある私自身もいくつか古い

の職分を守りながら、建築の職能を新たに切り開いていると感じ

カメラをコレクションしていますので、興味深くセミナーを受ける

ました。

ことができました。また実際にリフレッシュセンター内を撮影する

そんなことを感じていると、ほかの受講生からテクニカルな質

という「実技」もありました。私はスマホで撮影したのですが皆さん

問などが上がってきます。このセミナーのとても良いところは、

ちゃんとカメラを持参されていました。そうすればよかったなと少

受講生の人数に対して講師、委員の方たちの人数が多く、かつ率

し反省。さすがに皆さん、センスがありますね。とてもよい構図の写

直に聞きたいことを聞けることです。写真の歪みや明るさ、色調

真を撮影されていました。ですが先生には勝てませんね。やはりプ

などデジタル補正について、カメラや三脚など機材のことなど実

ロはプロ。いろいろなテクニックを持ってみえます。

演を交えて、教えていただきました。そんなレクチャー、ディス

楽しいセミナー2日目もあっという間に終了。夜のネットワー
キングセッションは、1日目につづきお酒を飲みながら夜中まで。

カッションをしているうちに時間となり、もっと続けたいという
気持ちを抱えつつ、セミナーの終了、解散となりました。

なんだか飲み過ぎてしまって、みなさんに迷惑を

このセミナーは今年で22回目、2009年の再開から数えても10回

かけたような記憶が…. 大変失礼しました !（笑）

目ということで、セミナーの構成、テーマから細部まで、とても洗
練されているという印象を受けました。セミナー、ディスカッ

宮坂英司（JIA 愛知）｜アトリエ創

ションにて福島加津也委員長を始めとした委員の方たちが、受講
生の頭を整理できるように程よく、まとめてくれたり、少し見方

■第3日目
3日目は段取りの都合上、贅沢なことに講師の1人である建築写
真家の高橋菜生氏に記念撮影をしていただくことから始まりま

を変えるきっかけとなる一言を言ってくれます。「建築の進化と
拡張」というテーマとそれに対する人選を含めて、素晴らしいセ
ミナーを催してくれたことに感謝します。

した。しかも2泊3日の日程で唯一、快晴の日でした。おかげさま
で、最終日の「ディスカッションのまとめ」を気持ちよく始めるこ
とができました。

村上貴彦（JIA 愛知）｜士
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JIA 静岡発

建築文化研究会

Studio velocity 岩月美穂氏の作品と建築観を聞いて
2019年2月20日、「静岡県建築文化研究

4mの 高 低 差を埋 め

会」の定例講演会がStudio velocityの岩月

て、敷地全体をスロー

美穂氏を講師に招いて静岡市の中心部、ペ

プ化して、内部と外部

ガサートで開催された。もともとこの「建築文

が反復する公園のよう

化研究会」とは、地域の建築家として生涯を

な環境化した平屋の

通じて建築的職能と建築文化の定着に心血

姿を現前させた。

を注いだ故針谷正作氏が、静岡の若き設計

またStudio velocity

者のために旧建築家協会の人脈を生かして

の事務所である「山王

第一線で活躍する建築家を静岡に招いたこ

のオフィス」では、1階の

とがその発端となっている。

オフィスの上に中央が

木村誠之助、槇文彦、谷口吉生、池田武

たわんだ屋根を架け、

邦、宮脇壇、大谷幸夫、大宇根弘司、神代

その上で人がくつろぎ、

雄一郎、村瀬卯一、西沢文隆、近江栄、な

たたずむ自由な外部空間をつくった。さらにそ

原氏と岩月氏は、インターナショナルでも潮流

どそうそうたる面々が1980年代の前半に相

の屋根は四隅が跳ね上がって、隣接する住

でもない、「地域観」と「手触り感」のある温

次いで来静して建築論、建築観を語った。

宅の窓からの視線を断つ形で設けられた。雨

かで緩やかな建築をつくる。しかもこのつくり

その活動がやがて地元静岡の建築家たちに

は矩形に開けられた3つの坪庭に落ちて排水

方は歴史性に担保されたものでもなければ、

引き継がれ、その後一時的には建築士会な

される。この屋根を支持する集成材の扁平の

今後の進化が保証されるものでもない。ある

どの団体を経由しながらも現在では建設業

梁は50角の柱で下に引っ張られ、その反力

地点、ある瞬間に現れ出た「現象」のような

協会を加えた建築5団体が「静岡県建築文

で屋根荷重に対抗する。屋根の上にあるガラ

建築ととらえるべきなのか。例えば、われわれ

化研究会」
（建文研）の名の下に、活動その

ス張りのサンルームの床はたわんだ屋根曲線

の知らないどこか見知らぬ都市で、人々の生

ものを継承している。以来、40年の時を超え

の一部に当たるため、平らですらない。敷地

活が織りなす何気ない瞬間に、そこにだけ光

て活動を継続する建文研であるが、今年の

形状を投影したことで形づくられた屋根は、外

り輝くアノニマスな雰囲気を持った独特の世

71回目の講演会には前述した岩月美穂氏を

的条件で決定されながらも、機能、性能をたっ

界観を、Studio velocityは呈する。世界中、

迎えて「建築という多様性」の演題で、運営

た一枚のたわみのある形状に極限化した、技

どこに行ってもその形態だけで通用するかつ

当番である静岡県建築士事務所協会の仕

術と創造の産物である。

ての建築に対して、彼らの建築は彼らがそこ

山王のオフィス ©studio velocity

に立たなければ立ち現れない極めて私的な

切りのもと、92名の聴衆を集めて開催され

美浜町の「町営住宅河和団地」では、か

た。Studio velocityは栗原健太郎氏と岩月

つてのRC造積層型団地という建築型を木

美穂氏のユニットであるがこの日は栗原氏が

造戸建てに置き換えた。そのとたん、軒や路

この日の92名の聴衆の中には、34名の建

所用のためにやむなく岩月氏のみの講演会と

地といった日本的な空間特性とグラデーション

築を目指す地元の高校生がいた。岩月氏の

なった。

が表れ、風通しや隣とのふれあいといった日

この日の講演内容に触発された彼らは、この

常的風景さえ海辺のまちに再現された。

日初めて目にする建築をもしかしたら自らの規

建築とは敷地に自立するものではなく、環

建築であるからだ。

境から影響を受け群生してなびく「植生」が

思えば40年前、モダニズムの実績を引っ

範として、ここから建築人生をスタートさせる

あることを、自らの建築観の中で岩月氏は述

提げて静岡の地を駆け抜けた数々の建築家

かもしれない。魅力ある岩月氏の講演会を終

べた。それはまさにStudio velocityに固有

たちの当時の最先端のフォルムと言説は、こ

えて、今後の各方面への波及を思い、大い

の概念であり、新鮮な感覚であった。

の日の岩月氏の講演内容を聞くとき、その年

なるエールとしたい。

愛 知 産 業 大 学の「言 語・情 報 共 育セン

月の隔たりの中に、あまりに大きい建築の変

ター」でStudio velocityは3500㎡ある中庭

容と変質に愕然とする。当時の世界的な潮

の敷地に500㎡のボリュームをただ配置する

流としてのモダニズムに対し、岡崎という地方

のではなく、そのプログラムを分解した上で

都市で事務所を構えるStudio velocityの栗
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鳥居久保（JIA 静岡）｜
針谷建築事務所

JIA 愛知発

建築基本法学習講演会

これからの建築とまちづくり
2019年2月20日18時から大光電気名古

的バランスを欠いていることがあげられる。本

る透明性の確保、地域政治の原点、まちを

屋ショールームにて標題の学習講演会が開

来どういう建物が、その地域に望ましいか

美しくすることなどが考えられる。建築家はこ

催された。講師には神田順氏（東大名誉教

は、住民主体で考えるべきである。

こに建築の専門家として寄与すべきである。

授・建築基本法制定準備会会長）、三上紀

  こうした現行法の問題点を踏まえて、建築

そのためにも建築基本法を国民の議論に

子氏（建築基本法制定準備会幹事・文京建

基本法制定準備会では制定を目指す「建築

する必要がある。神田先生からは、「最低

築会幹事）、松本純一郎氏（JIA東北支部

基本法」の基本理念を明示している。
（「建

基準より、美しく安全な家を」、「建築の自由

元支部長）、辻一弥氏（JIA東北支部宮城

築は、性能や機能と係る建築物としての側

の前にまちなみを美しく」、「事業者の利潤の

地域会会長）を迎えた。参加者は講師の4

面だけでなく、人間の意識や行動、人間関

ための建築よりも、安全や美の判断には専門

名を除いて28名。

係を方向づけ、感動や社会的連帯を生み出

家の判断を」、「社会構造の変化に対応し

す文化・芸術的媒体としての側面を有してい

た社会規範を」、「地方自治による総合的裁

ション紛争や姉歯事件（構造計算偽）など、

る。また建築物とその敷地は……」）。また、

量性へ」、「成長経済社会から持続可能社

建築をめぐるさまざまな問題が契機となり建

現行制度の混乱・破綻を救う法制度を求め、

会へ」―これらの提言があった。

築基本法制定準備会がつくられたとの説明

建築は文化であるとして、議員シンポジウム

  続いて松本純一郎氏から宮城地域会の取

から始まった。建築基準法の今までの役割

を重ねてきたという。

り組みなどをご紹介いただいた。大震災から

は、私権の制限を最低限にすることで戦後

持続可能社会にふさわしい建築法を。地震

の復興まちづくりと建築の事例が紹介され

の建築不足から経済成長を促し、行政の審

や強風災害への性能の判断。建築とまちな

た。この例からは、自力再建住宅と公営住

査は画一化と効率化へと向かうことで、経済

みの調和。地域文化の尊重。それぞれの責

宅の配置について被災者の意向を的確に把

政策の主な柱として活用されてきた。

任の分担をすべきである。

握することによって地区造成や住宅タイプの

神田先生の講演は、住宅地域でのマン

続いて法（条例）は誰がつくるのかを考え

計画につなげられたことや、それを進める市

化のはずが詳細仕様規定に終始している、

る必要がある。形式化・形骸化することによ

担当者や被災者協議会の運営、支援する

②国際化のはずが地震荷重は昔のまま、③

り、質が見失われている。なぜ形式化・形骸

専門家との関わりが重要であったと伝えられ

建築主事も1級建築士も法の縛りの枠内にと

化するのか? 責任を取らない運用主体の

た。しかし、その実現には相当な努力を要し

どまっている、④専門家や国の役割とは何か

問題があるからである。法律が、生き方の選

たという。なぜなら建築・まちづくりの理念、関

明確でない―など多くの問題を抱えている。

択肢を制限し、権力のみが例外を許容して

係者の責務などの基本枠組みの設定が無

社会における建築基準法の課題を整理する

いる現実がある。成長経済よりは持続可能

いからだ。基本法が制定されることで、「質

と、建築基準法の意味が、企業にとって既

性を規範とした建築と社会制度のための法

の高い建築・まちづくり基本計画」の作成が

得権の保証になっていて、最低基準としての

律とはなんであるか考えるべきだ。自治体の

可能になるとあらためて切望された。

質の規定が、場当たり的、部分的で、総合

役割を考えると、建築行政の主体、条例によ

現行の建築基準法は、①本来性能規定

その後、三上紀子氏、辻一弥氏、東海支
部長矢田義典氏、愛知地域会長吉元学氏
を加えたパネルディスカッションが繰り広げら
れた。JIAのこれからを示唆するような討論
は有用であり皆さんにお伝えしたいところだ
が、紙幅の関係でお伝えできず残念である。
このような議論はあらゆる世代を巻き込んで
継続的にされるべきだと感じた。

パネリストの皆さん。
左から、
三上紀子、吉元学、
矢田義典、神田順、
松本純一郎、辻一弥
（敬称略）

関口啓介（JIA 愛知）｜
JIA 愛知職能・資格制度委員会／
人建築事務所
ARCHITECT
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JIA 愛知発

JIA 実務セミナー

古澤弁護士講演会 事前のリスク説明が重要
この研修会への参加は今回が初めてでし

主は想定していません。つまり、建築家の頭の

すると建物が建っておらずまだ終わっていない

たが、講演を聞いて今までなぜ参加しなかっ

中と施主の頭の中の不整合が、大きなトラブル

という怒りが、訴訟への道となるわけです。

たかと反省しきりでした。

を招いてしまうわけです。

今回、古澤先生が私たち参加者のために重
要事項説明書（案）
を作成してくださいました。

今回は設計契約に関しての話題が中心で

また、業務委託書が契約書に盛り込まれて

した。
「設計契約書を皆さんはどうされています

いないのも問題とのこと。つまり、建築家や設

参加した方々には配布されましたが、内容につ

か? 四会連合の作成した契約書面であれ

計事務所が、施主に対して何を提供するの

いてはまだ精査中とのことでした。一般に行われ

ばほぼ問題はないと思いますが、それでも本当

か、何を行うかが不明瞭になってしまっていると

ている重要事項説明とは内容が違い、施主との

の意味で、契約書の締結によるリスクヘッジが

いうことです。基本設計とは何か、パースを提

トラブルを抑止できるような、事前の確認事項が

できているでしょうか?」
とまず問いかけがありま

出するのかしないのか、模型はどうなのか。そ

列記されていました。これは各建築家、設計事

した。事前のリスク説明ができていることが、
トラ

ういう小さなことが訴訟へのスイッチになってしま

務所でアレンジしてもよいとのことで、参加された

ブル発生の際に真価を発揮するとのことです。

うこともあるそうです。

方々には非常に良い特典となりました。

施主からすれば、私たち建築家は設計のプ

契約書は、途中で業務が終了してしまった

研修委員会としては、古澤弁護士には定期

ロ。それが前提になるので、大きなトラブルを施

時に特に重要になります。また、工務店の施工

的にご登壇いただいて、私たちの業務に重要

不良が設計者の責任になってしまう事例もある

な法律的な話題を提供していただくつもりで

そうで、これも怖いことです。予算のクレームも

す。今回、参加されなかった方はぜひ次回は

重要です。予算を先に決めておいたにもかか

ご参加いただいて、皆さまのお仕事に生かし

わらず、それを守れなかった場合、施主から契

ていただきたいと思います。

約不履行と見なされることもあります。報酬につ
いても、出来高についての施主との意思の疎
通が重要とのこと。設計が終わっても施主から

講演の様子

JIA 三重発

宮坂英司（JIA 愛知）｜
研修委員会委員長／アトリエ創

森羅万象匠塾 2019

ドローンを使っての防災活動・建築写真撮影
2019年2月20日
（水）
、四日市ポートビルを会

を伺った。

法や条例などが整備されてきたが、それらの
遵守だけでなくモラルが重要であると強調され

場に、恒例の森羅万象匠塾（建築外から学

協会設立の経緯と背景、三重県・四日市市

ぶ講座）が開催された。今年は三重県ドローン

などの自治体との防災協定締結状況の話のあ

協会理事の山田義郎氏を迎え、近年さまざま

と、各機種の特徴や撮影した映像・写真の紹

座学終了後、ポートビル前の屋外でドローン

な分野で注目されているドローンについてお話

介をしていただいた。いずれもかなりのクオリ

の飛行実演の予定であったが、強風による安

ティで、技術の進歩とともに社会での活用の幅

全への配慮から、ロビーでの離陸実演のみと

が広がっていることを実感したが、山田氏は飛

なったが、簡単な操作性と離陸後の安定性を

行や撮影以上にその利用目的の重要性を力

充分実感することができ、知識としてだけでは

説された。

ない実りある講座となった。

ていた。

また日本での市場規模は、2015年の104億
から2020年には1138億円に達すると見込まれ
ドローンを掲げる講師と同時撮影された会場
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ているとのこと。急成長に合わせて改正航空

久安典之（JIA 三重）｜
久安典之建築研究所

JIA 三重発

三重短期大学・JIA出前授業

建築家の魅力伝える出前授業
教育支援活動を入り口に

私の1日目はエスキース指導。受け持ち

JIA三重では、3年前から教育支援活動

の学生は7名で、全員女性でした。まだ1

を行っています。2018年度は、昨年に引

年生ということもあり、空間に対する理

き続き、会員でもある三重短期大学教授

解度の個人差が大きいことに驚きました。

の木下誠一先生の協力のもと、住居環境

しかし、理解が浅いからプランがだめな

コース1年生の住宅課題で事例紹介・エス

訳ではなく、浅いがゆえに大胆なアイデ

キース・最終講評会の3回の出前授業を行

アもあり、とても面白かったです。ただ、

いました。今回は、エスキースと最終講評

過半の学生にみられた傾向として、平面

会にほぼ同じメンバーで参加したことで、

的なスケールがイメージできていないよ

継続した指導が可能になり、エスキース

うで、日頃から身近な物のサイズを意識

後の成長を感じることができました。講

すると良いとアドバイスしました。

学生の作品を見る JIA 会員

評会では、それぞれの案についての講評

2日目は作品の講評。7名の完成プラン

に終始することなく、その案をきっかけ

を見ました。私のアドバイスを足掛かり

に、参加した建築家が自らの建築に対す

に 教 授 の 指 導をしっかり受けて、皆 頑

る姿勢や思想などを語ることになり、学

張ってくれました。改善する余地は沢山

生にとってもメンバーにとっても有意義

ありますが、実現性の高い作品や、アイデ

だったと思います。建築について大人が

アが良く本当におもしろい作品もあり、

熱く、楽しそうに語っている姿を見るこ

期待以上の出来栄えでした。最後は全グ

とも学生にとってはいいものではないで

ループから優秀作品を選出し講評会を行

た商品化住宅のイメージに縛られる傾向

しょうか。来年度も引き続きお願いした

いました。皆白熱した講評を行い、学生も

にありましたが、より柔軟な発想による

いとの言葉もいただいており、この活動

その姿を見て徐々に盛り上がってきたよ

多様な作品が見られるようになりました。

の意義を感じています。また出前授業に

うに感じました。学生だけではなく、私に

受講した学生からも、「プロの建築家の方

携わることで、建築文化講演会や建築

とっても自分の成長につ

がどのように住宅を設計し、どこに注意

ウォッチングなどJIAイベントへの学生

ながる授業となりました。

して設計しているのか等のお話を聞けた

の参加も少しずつ増加している様子。教
育支援活動を入り口として地域で学ぶ学
生にかかわりながら、建築や建築家の魅
力を伝えていくことの可

出口基樹（JIA 三重）｜
日新設計

授業の様子

ことが強く印象に残っています」といった
声も聞かれ、プロの建築家の方から直接
指導を受けることによる教育的効果も高

学生のモチベーションの高まり

いと感じています。また、学生にとっては

本学は家政系の公立短大で、インテリ

憧れの対象であっても、ほとんど接する

アや住宅に関心のある学生が多く学んで

機会のない建築家の存在を、身近に感じ

います。特に、この住宅設計の課題では、

る良い機会にもなったと思います。将来、
学生の中から、講師の方々のような地域

地域の建築家にできること

プロの建築家から直接指導を受けられる
ということで、学生のモチベーションも

で活躍する建築家が一人でも多く育って

  私は地元の大学で建築を学び、今も地元

いっそう高まり、意欲的に取り組む姿勢

くれるよう、私自身も講師の方の指導方

で活動しています。まだまだ私自身が未

が見受けられました。また、3回にわたり、

法を参考に、今後指導にあたっていきた

熟ではありますが、地域の建築文化に貢

延べ14名の講師の方々に、様々な観点か

いと思います。

献できれば、という想いを持ち始めてい

ら丁寧にご指導していただいたおかげで、

ます。ゆえに、今回の出前授業への参加を

学生の作品の質も高まったように思いま

二つ返事で引き受けました。

す。従来の作品は、どうしても普段見慣れ

能性を感じています。
森本雅史（JIA 三重）｜
森本建築事務所

木下誠一（JIA 三重）｜
三重短期大学
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JIA 岐阜発

建築研究会

内藤廣設計「年縞博物館」
見学会
年縞博物館は、福井市の三方五湖の一つ
である、水月湖の湖底の地層の博物館で
す。縄文博物館（横内氏設計）と同じ敷地内
に建っています。
「年縞」とは、プランクトン
や鉄分など、季節によって異なるものが湖
底に毎年積もることで、縞（シマ）模様に
なった泥の地層です。設計は内藤廣氏によ
るもので、昨年の9月にオープンしました。
建物は、縞（シマ）を意識して打ち放しコ
ンクリートが小幅板模様であったり、福井
県産の杉材を随所に使用されたり、シンプ
ルだけど洗練されたディティールが素敵で
した。今回は、建物見学のつもりで行きまし
たが、
「年縞」自体も見ごたえがあり、世界
基準の年代のものさしとして、また成分分
析による環境のタイムマシンとして、興味
深い博物館でした。水月湖の年縞は1年分

上｜「年縞博物館」外観

下左｜内観。「年縞」が展示してある様子

下右｜集合写真

が≒0.7㎜で泥の深さが45ｍ、7万年の間毎

だと感じました。単なる一般的な博物館の

しい年縞博物館が良かったという印象でし

年切れることなく積み重なっていることが

感覚で行くと「ハッ」と驚かされることばか

た。皆さまも、ぜひ一度見学していただき

すごかったです。そのスケールを横にして

りです。

たい建物です。おもしろい

建物中央のコンクリート壁面にギャラリー

縄文博物館と合わせて見学しましたが、

として見せてある所がシンプルだけど大き

20年近く前の斬新な建物には興味が湧くも

なスケール感を感じ、年縞博物館の見せ場

のの、やはり参加者ほぼ全員が圧倒的に新

ですよ!
長尾英樹（JIA 岐阜）｜
ミーツ設計工房

アルミ手摺のパイオニア「サンレール」
の工場見学
2019年2月7日に、JIA会員の皆さまと法

てありました。

ス1本までも、画像に残し、どのお客さまに
何を送ったのかを瞬時に確認できる、きめ

人協力会の会員で岐阜県不破郡垂井町に

工場内に入ると、クリーンな工場の中に

ある、アルミ手摺のパイオニアであるサン

若いスタッフから熟練のスタッフまでが活

細やかなサービスを行われていました。

レールさまのご厚意で工場見学を行いまし

気のある雰囲気で段取り良く作業をしてい

今回はわずか30分足らずの短い時間での

た。2班に分かれて、スタッフの方の説明を

ました。高度化する品質への要求に応える

見学でしたが、
「妥協しないモノづくり体制

受けながら工場見学をはじめたのですが、

ために設備の近代化を図る一方で、部材の

を掲げる」サンレールさまの品質、生産力が

まず、われわれを驚かせたのが広大な敷地

カットや組み立てなどの全ての工程に人の

垣間見える工場見学になり有意義な時間を

に建っていた工場棟の数。全国に顧客を持

手が掛かっていました。その結果として、

過ごすことができました。

つ企業だとこれぐらいの規模の工場が必要

主力製品の大半が規格ベースとしながら

最後に、温かくわれわれを迎えていただ

なのだと思われます。工場の外の資材置き

も、オーダーメイドの要素も強く、多品種少

きました、廣瀬社長をはじめ社員の皆さま

場は、巨大なホームセンターのようで、製作

量生産に対応する生産管理を実現されてい

にあらためてお礼申し上げます。

作業がスムーズに行えるように部材が置い

ます。配送の現場でも、付属部品であるビ
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細野幸雄（JIA 法人協力会員）｜株式会社ムトー

保存情報 第 210 回

J I A 愛知保存研究会

データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

木曽川・揖斐川導流堤

■発掘者のコメント
導流堤とは明治の頃、オランダ人技師ヨハネス・
デ・レーケにより日本に導入された技術で、明治20
年、
（1887）
から始まった木曽川、長良川、揖斐川の
三川分流工事によりつくられ、木曽川、揖斐川とも
右岸から伊勢湾に向かって約5kmの堤がのびて
いる。河川が海に注ぐ場合に流路を一定にするこ
とで、河口部分が土砂で埋まることを防ぐ役割をし
ている。
それぞれ石堤として築造され、木曽川導流堤は
全長4,680m、内1,820mは土堤。揖斐川導流堤は

木曽川導流堤

揖斐川導流堤

全長5,480m、内2,640mは土堤。現在は石堤部分

ニティを形成してきた歴史がある。
こうした、気候風

のみが導流堤と機能している。現在はどちらも石

土に適応した暮らしは、分流工事により大きな輪中

堤の上にコンクリートブロックを置き保管されてい

へとかわり、この導流堤は木曽川・揖斐川の河口

る。近くへ行くと40㎝角の石が積まれており、手積

付近の地形形成を安定的なものにした。土木学会

みの素材感が伝わってくる。海と川の境目である汽

推奨土木遺産にも認定されており、土木技術が持

水域で魚も豊富、釣り人が多く見受けられる。
この導流堤を知ったきっかけは、住宅研究会の

続的な暮らしの提供につながっていることは文化
遺産と考えても良いのではないか。

土木学会推奨土木遺産フレート
所在地：
三重県桑名市 木曽
川・揖斐川河口付近
竣工年 :
木曽川導流堤 明治
23（1890）年 / 揖斐
川 導 流 堤 明 治42
（1909）年
参考資料：
土木学会 推奨土木
遺産

弥富駅

長島駅

桑名駅

主催する連続環境セミナーにて、輪中の勉強会を

最後に、本来であれば、登録文化財をご紹介す

行ったことだった。明治の河川分流以前は80ほど

る役割ですが、縮小社会となり古いまち並みなど

の輪中があった。輪中の生活において、洪水は死

が空き家や空き地で崩壊していくのを見ていると、

活問題であるが、数年に一度の洪水による被害も

それらの価値を発掘する必要性が大きくなったと

浅井裕雄（JIA 愛知）｜

受け入れ、水田の運営はたくましく、地域防災コミュ

感じています。

裕建築計画

七所神社本殿（ななしょじんじゃほんでん）

登録有形文化財
■紹介者コメント
七所神社は名古屋市南部、尾張四観音の一つ
笠寺観音（笠覆寺）に近い名古屋鉄道名古屋本

されないまま今日に至っている。写真にもあるように
白いシートで覆われている姿が痛々しい。
現在、同社では本殿の屋根を修理し、檜皮葺で

線本笠寺駅を降りて線路の東側を沿うように南下

葺き替え、保護のためその上に大屋根をかけるな

し、
ほぼ400mに鎮座し、本殿は「尾張造」の配置に

どの修復計画中で、3年以内に着工の予定で建設

より、
南から一直線に拝殿、
祭文殿、
本殿の順に、
境

資金を募っている。筆者も本稿取材の協力を謝し

内のほぼ中央に南面して建っている。

僅かな寄進の申し出をして取材を終えた。

同社の御由緒によれば、938（天慶元）年の創立
で、祭神に日本武尊、須佐之男尊、宇賀魂尊、天穂
日尊、天忍穂耳尊、宮簀比売尊、乎止与尊の七柱
がお祀りされている。
本殿の建設年代は明らかでないが、
口伝では大
正時代の再建と伝えられている。構造は掘立柱、
切妻造、平入りの「神明造（しんめいづくり）
」で、平
入りの正面入り口にあたる屋根の一方が長く延び、

所在地：名古屋市南区笠寺町字天満12番地
アクセス：名古屋鉄道名古屋本線「本笠寺駅」下車、
南々東徒歩15分
所有者：宗教法人 七所神社
問合せ先：七所神社 宮司 伊神克彦
（TEL 052-822-5405）
登録有形文化財登録番号：
第23-0524号

森口雅文（JIA 愛知）｜
伊藤建築設計事務所

正面の柱が二本の「一間社流造（いっけんしゃな

長島駅

弥富駅

本殿側面（東面）
本笠寺駅
品笠寺駅

がれづくり）
」、
「檜皮葺（ひわだぶき）
」、軒を支える
桑名駅

垂木が上下二段になっている「二軒繁垂木（ふた

〒名古屋南局

のきしげたるき）
」の社殿である。

JR
笠寺駅

第二次世界大戦の戦禍により拝殿と祭文殿は
焼失しその後再建されたが、本殿は被害を免れた
ていた。
しかし1959（昭和34）年の伊勢湾台風での
損傷が大きく、特に庇の屋根は根本的な修理が施

木曽川
導流提

揖斐川
導流提

参道（南より）

木曽川
揖斐川
導流提
導流提尾張造社殿（左より本殿、祭文殿，拝殿）
側面（西面）

南区役所
●

七所神社
本殿

本城中●

前浜通
名古屋環状線

名鉄名古屋本線
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理 事 会 レ ポ ー ト

来年度の方針が示される！
3月14日に建築家会館にて第254回理事会が開催
されました。
本部理事

矢田義典

解決推進」、
「建築界を代表する外交的約割の効果的な遂行」の4項目
が示された。また、予算では「公益事業活動支援費」としてSDGsなど、
各支部が連携した事業を行うことを想定し150万円が計上され、国際交

【審議事項】
1.入退会承認の件（事務局） →承認
前回（2/14）理事会時から11名減少し、正会員数は3,676名となりまし
た。年度末に向けてさらなる減少が想定されるので、次回理事会では正
会員数を注視する必要があると感じました。東海支部関係では矢田努
会員（愛知・正会員）の退会が承認されています。退会理由として、
「定

流費の中では、
「ゴールデンキューブ賞」事業費として30万円が計上さ
れました。
【報告事項】
1.全国大会について（矢田義典東海支部支部長）
2022年に東海支部で全国大会を開催したい旨の報告を行いました。

年」、
「退職」、
「廃業」といった文言が増加しているように感じます。

2020年については未定です。

2025年問題がさまざまなシーンで取上げられていますが、JIAもこの問題

2.ネパール大地震復興支援について（松本純一郎JIA災害対策会議

とは無関係ではないと考えます。

議長・鈴木弘二東北支部支部長）

2.委員会委員委嘱承認の件（筒井信也専務理事） →承認

非常に有意義な事業である思われ、東海支部として寄付を検討した

①名誉会員選考委員会 委員承認の件で、矢田義典（東海支部長）が

いと考えています。

承認。

3.活動及び事務執行状況報告（筒井信也専務理事・森暢郎顧問）

②BIM特別委員会 委員承認の件 →3名の会員が委員に承認。

①学科試験合格者が受験できる製図試験の受験要件の見直しなどに

③SDGs建築日本版特別委員会 委員承認の件 →8名が委員に承

ついて

認。

②CM方式（ピュア型）制度的枠組みに関する検討会について

特に、
「SDGs 建築日本版特別委員会」委員承認の件では、六鹿会

③改正業務報酬基準（告示98号）説明会についてマニュアルが80冊

長より、
「ALL JIA」で取り組みたいと報告があり、委員には本部各委員

程度、東海支部に配布される予定なので、配布方法などを検討したい。

会の委員長が選出されています。実際に活動するメンバーは各委員会よ

④「官庁施設の設計業務等積算要領」の改正について特に技術料等

り選出されるようですが、このプロジェクトには会長の並々ならぬ意欲が伺

経費率（0.2→0.15）の見直し部分について、根拠を示すよう要望書を国

われました。2019年3月末には「Kick off」を行い、2019年5月末には

交省に提出している。

『バージョン1』が発刊される予定です。

⑤共同住宅品質管理に関する検討会について

3.フェロー会員推挙承認の件（上浪寛総務委員会委員長） →承認

⑥働き方改革関連法に関するヒアリングについて（国交省官庁営繕部）

今年度、東海支部からの推薦はありませんでした。次年度は数名の方々

⑦JIA各賞の報告

を推薦したいと考えています。

浅井裕雄会員（愛知）が2018年度日本建築家協会優秀建築選にお

4.委員会再偏の基本方針承認の件（上浪寛総務委員会委員長） →

いて、優秀建築賞を受賞されました。

承認

⑧2018年度第3四半期公益事業比率について

委員会再偏の基本方針が承認されています。この中では、
「卒コンの
位置づけの明確化」が盛り込まれましたが、これは表彰事業に組み入れ

⑨後援名義承認の報告（会長専決事項）
4.その他

ることが前提ではなく、事業から外れる可能性もあるとの見解でした。さら

2020年の全国大会を辞退し、2022年大会の開催を東海支部として

に、CPD 評議会が独立した機関となる予定で、登録建築家支部認定

立候補しました。ただ、今後は全国大会のあり方を十分に理事会、各支

評議会を廃止し、本部認定評議会に一本化する案が示されました。これ

部で協議する必要があると感じています。来年度の事業方針が示され、

には一部支部より意見が出ましたが、登録建築家の在り方を議論するタイ

SDGsに関して十分な対策、検討がなされそうです。SDGsの建築に関

ミングに差し掛かっていると思われます。また、
「JIA 住宅等会議」、

してはJIAがイニシアチブを取るべきだと思いますし、有意義な事業となる

「JIA こども建築会議」が新たに設立される予定です。
「JIA こども建築

ことを期待しています。また、個人的には「ネパール大地震復興支援」は

会議」は東海支部が受皿になっても良いと考えています。

JIAが取り組むべき事業だと考えています。東海支部災害対策関連で

5.知的生産者の公共調達に関する法整備連絡協議会への参加及び

実行していない予算もあり、寄付を検討しても良いのではないかと感じま

会費納付承認の件（筒井信也専務理事・上浪寛総務委員会委員長）

した。また、この件に関しては、約4名の若手建築家
（内2名は東北支部）

→承認

が派遣される予定だそうですが、東海支部内に希望者がいれば可能な

6.2019年度事業計画（案）及び予算（案）承認の件（左知子財務委員

範囲で積極的に推薦したいと思います。

会委員長・筒井信也専務理事・各支部長） →承認

14

事業方針として、
「地域に根ざした公益事業の拡充」、
「JIA建築家
のリーダーシップ強化へアシスト推進」、
「建築家に関わる行政的課題の
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東海支部役員会報告
日 時：2019年3月22日（金）16：00 ～ 18：00

・ 東海支部卒コンを開催しない旨の書面を各大学に配布する。

場 所：JIA 東海支部事務局 会議室

・ 九州支部のデザインレビューのような事業にできないか検討中。

出席者：支部長、本部理事、幹事9名、監査2名、オブザーバー 10名、
欠席2名
1．支部長挨拶
本部理事会で2022年の全国大会の開催地に東海支部が立候補いたしま

3．その他
①入会届 シニア会員「竹田浩教（愛知）」
（見寺）
②会員種別変更 正会員→シニア「河合誠（愛知）」
（見寺）
③退会届 正会員「鈴木幸治（静岡）」
（見寺）、正会員「新井一治（愛知）」

した。

（見寺）

2．報告事項

④2019年度 東海支部・各地域会の総会日程について（澤村）

（1）本部報告
①本部理事会（矢田）

・ 東海支部（5月10日）、静岡地域会（4月22日）、愛知地域会（5月10日）、
岐阜地域会（4月18日）、三重地域会（4月19日）

・ 名誉会員選考委員会の委員に矢田支部長が就任。

議 事

・ SDGsに関しての特別委員会委員8名（本部常置委員会委員長）が承認。

1．審議事項

六鹿会長よりJIAとして特に力を入れたいとのこと。
・ フェロー会員の選考基準を全国一律にし、推薦された会員について各支
部に相談するなどの選考方法を検討したい。（六鹿会長）
・ 全国卒コンは位置づけを明確化。JIAの事業から外れる可能性もあり。
・ CPD 評議会を独立した機関とし、登録建築家の支部での認定評議会は
廃止。
・ 予算案では、ゴールデンキューブ賞の予算が国際交流の中で30万円計上
された。
・ 2022年の全国大会を東海支部で開催したいと報告。2020年は未定、
2021年は沖縄支部が開催。
・ ネパール大地震復興支援の協力要請あり。東海支部も協力したい。
・ JIA 各賞が発表。優秀建築賞に愛知地域会の浅井裕雄さんの「工場に
家」が選出。
＜石田理事補足＞
・ 建築基本法の制定に向けての活動は、本部では政治的な問題もあり現時
点では消極的。ただJIAでは制定に向けて活動は進めている。
・ ネパールは木材が外国から持ち込めない。
・ 知的財産の件：仙田さんがリーダーシップを取っているが、会計法・地方
自治法の改正は困難であり、新たに特別法をつくるルートになるのでは。

①後援名義使用許可依頼
「世界劇場会議名古屋フォーラム2019」
（矢田） →承認
2．協議事項
①『ARCHITECT』見直しについて
・ 声なき会員の唯一の会に参加している証である。（中澤）
・ 会報委員会の声を尊重したい。（矢田）
・ 編集は会報委員会より12回発行の希望あり。（矢田）
・ 予算は支部総務委員会で管理する。（矢田）
・ D 案（年12冊144ページ）だと190万円の赤字。愛知地域会は一人あたり
5,500円の負担、3地域会は一人あたり3,000円の負担。一度やってみたら
どうか。地域会の意見徴収を。（水野） →四地域会とも肯定的意見
・ 毎月発行するにあたって四地域会で編集に協力することが大切。（吉元）
・ 最初は各地域会長が出席したほうがいい（服部）
・ 愛知地域会の場合は132万円の協賛金の努力をする「足りない場合は地
域会で負担する」ということですね。（見寺）
・ 審議事項に変更 →承認
②会員資格について（山田）
・ 正会員の要件を満たす会員候補のジュニア会員としての入会は認められ
るのか?

＜意見＞

・ できないはずだが関東で以前に数名あった（見寺）

・ ネパールの件、何をやっていくらかかることを明確にしてから募金を依頼す

・ 東海支部として明文化して本部へ上げていく（矢田）

べき。（服部）
②フェローシップ委員会（奥野）
・ 今後廃止されるにあたって、地域会長会議、地域会事業のまとめを作成し
た。
③財務委員会（鈴木利）
・ 全国大会について：毎年開催に概ね肯定的だが、隔年開催の意見もある。
・ 建築年鑑の発行の委託費用が突出している。
・ 活動が活発な支部に対しての手厚い予算配分は、活動成果の評価が困難。
・ 各支部300万円の固定費配分については見直し論が多い。
④本部職能・資格制度、建築家資格制度実務委員会（野々川）
東海支部登録建築家：更新79人（対象者107人更新率73.8%）再登録1
人、新規認定3人。2019年4月1日以降の登録建築家数193人（内正会員
187人）
（2）支部報告
①支部建築家資格制度実務委員会（野々川）
・ 本部は支部評議会廃止の方針だが、東海支部評議会には中日新聞の評
議員がおり報道機関へのPRの場になる。
②卒業設計コンクール事業取りやめについて（矢田）

・ 内規をつくり次回提案する
③「ネパール大地震復興支援」の募金活動協力について（矢田）
・ 内容確認した上で3万円を東海支部から寄付したい。災害対策予算の余
剰金をあてる。
・ 内容を確認した上でメール審議とする。
④支部大会について（矢田）
・ 愛知地域会のけんちくフェスを支部大会と兼ねる。
⑤全国大会について（矢田）
・ 2022年東海支部にて開催する。
⑥2019年度通常総会の次第（澤村）
3．その他
2019年度名誉会員推薦について（矢田）
・ 各地域会から候補者がいれば4月10日までに推薦してください。
・ 東海支部の名誉会員の現在の状況（氏名など）を明示してほしい。
② UIA 公認国際コンペについて（矢田）
・ 各地域会からの報告（各地域会長）
4．監査意見
大瀧監査：
『ARCHITECT』の方針が決まったのでよろしくお願いします。
ARCHITECT
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建築ジャーナル編集部より

歴代編集者
杉浦登志彦、岩田敦子、清水靖子、常名孝央、中村文美、斉藤尚己、浅野未紗子、酒井直子、新美昌弘、山崎太資

◉私が『ARCHITECT』の編集に携わっ

◉2005年1月号から6月号までの半年間、

◉2015年4月に建築ジャーナルへ入社し、

ていたのは、1989年〜1992年頃です。新

ブリテン委員長（当時）の鈴木慶智さん

最初の仕事が『ARCHITECT』の編集で

日本建築家協会が発足して間もなく、機関

の下で担当いたしました。個人的には大

した。ブリテン委員の皆さんや役員の皆さん

誌もこれから形をつくっていこうという気概

阪からの移動で初めての名古屋暮らし

に支えていただきながら、4年間やってきまし

に満ちた時期でした。当時毎号掲載されて

であり、また、愛知万博開催やセントレ

た。執筆依頼を中々引き受けてもらえなかっ

いたインタビューに同行し、京都へ、東京へ

ア開港など、世間でちょっとした名古屋

たり、原稿が届かなかったり、苦労もありまし

と取材に出かけたことが思い出されます。こ

ブームが起きていた頃でした。瀬口哲夫

たが、それ以上に建築やまちへの考え方、

のような内容の機関誌を持つ支部は少な

さんの原稿に苦戦した日々も懐かしく感

建築家の職能など、多くを勉強させていただ

く、他支部の方から「読んでるよ。面白い

じますが、福田一豊さんや林廣伸さんを

きました。いざ離れるとなると、寂しく感じま

ね」と声をかけていただくこともありました。

はじめ、保存研究会の方々に支えられな

す。各地域会の報告に触れていると、4年

今後も、これまで刻んできた30年の歴史を

がらの編集となった『保存情報Ⅰ』の仕

の間に世代交代も徐々に進み、若い方の活

糧に、新しい時代を切り拓いていかれること

事が一番印象に残っております。

躍 が目 立 つようになった 気 がします。

を期待しています。

（斉藤尚己） 『ARCHITECT』
とJIA東海支部の今後ま

  （岩田敦子）

すますの活躍を願っています。  
（山崎太資）

地域会だより
＜東海支部＞

3/29 けんちくフェス実行委員会

5/10 支部通常総会

3/30 住宅研究会 インスタセミナー

6/29 東海住宅建築賞1次審査

4/19 法人協力会CPD研修

8/3〜8/4 東海住宅建築賞2次現地審査・最終審査・表彰式

4/20 住宅研究会 環境セミナー第2クール第3章
4/23〜4/28 JIA愛知美術サロン展

＜静岡＞

5/10 愛知地域会通常総会

4/22 静岡地域会 通常総会開催予定
5/17 静岡地域会役員会

＜岐阜＞

6/14 静岡地域会拡大役員会・JIA塾

3/7

第9回役員会

4/18 2019年度 定時総会
＜愛知＞
2/13 JIAケンバイセミナー

＜三重＞

2/14 CPD研修会 美和ロック見学会＋伊勢神宮見学会

2/20 森羅万象匠塾「ドローンを使った防災活動・建築写真撮影」

2/20 「これからの建築とまちづくり」建築基本法学習講習会

3/14 三重の気候風土住宅勉強会

3/1

3/15 三重地域会 第8回役員会、第8回例会

持ち出し役員会 大光電機ショールーム

3/15 JIA実務セミナー 古澤弁護士講演
16
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4/19 三重地域会通常総会

