
　パナソニックエコシステムズ株式会社

は、ＩＡＱ（室内空気質）関連事業を中心

に事業活動をさせていただいている会

社で、本社は愛知県春日井市にござい

ます。具体的には、熱交換気ユニット・

天井埋込形換気扇・レンジフード等の

換気設備、空気清浄機・次亜塩素酸

で空気を洗う「ジアイーノ」等の空気浄

化機器を中心とした商品を製造、販売

させていただいております。

　人は１日に１８kgもの「空気」を体に

取り入れます。にもかかわらず、普段

目に見えないために、意識をされるこ

とが多くはありませんでした。昨今、住

宅の高性能化の進展によりこの「空気」

とりわけ室内空気質への関心が急速に

高まっております。

　空気への関心の高まりを背景に、一

昨年、春日井市にある本社工場の敷地

内に室内空気質の体感ハウス「ＩＡＱ　Ｌ

ａｂｏ」をオープン致しました。

　この展示場では、換気の有無や新

築住宅でのご採用が増えている「熱交

換気」の有無による空気感の違いを肌

で感じていただくことが出来ます。また、

パナソニックグループの最新の高性能

設備・機器・建材等もご確認いただけ

ます。

　北は北海道から南は沖縄まで全国の

建築設計事務所様、建築会社様を中

心に１万名を超えるお客様にご来場を賜

りました。ご来場いただいたお客様か

らは異口同音に「空気の違いを実感し

た！」という驚きとともに高い評価を頂戴

いたしております。

　地元ＪＩＡ東海支部の皆様には、是非

とも弊社の「ＩＡＱ  Ｌａｂｏ」にご来場賜り、

換気の有無や換気方式の違いによる

「空気」の違いをご確認いただきたいと

存じます。

　今後とも宜しくお願い申し上げます。

パナソニックエコシステムズ株式会社　IAQビジネスユニット　営業企画部　営業支援課　課長
林 義秀 （愛知）

換気方式の違いによる「空気」の違いをご体感できます

〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町4017　　☎ 050-3787-2238　　FAX 0568-83-8422
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矢田 義典 （JIA 愛知）

矢田義典建築設計事務所

長者町で行われた「建築家フェスティバル」に続き、今回の【けんちくかフェス「東海支部大会2019」】
でもチラシのイラストを担当させて頂きました。イラストは本業ではありませんが町の表情や特徴
を端的に捉えることはまちづくりや建築設計に近いのかもしれません。今回は名古屋の「円頓寺」「四
間道」が舞台です。その円頓寺商店街の中に歌舞伎座があります。私たちJIA東海支部の“歌舞伎者”
たちが町に繰り出し練り歩くことをイメージしています。最初は小さなグループかもしれませんが、
この練り歩きは徐々に “市民”や “学生”、“JIA会員”を巻き込んで大きくなって行くのです。ここら
辺の描写は会期までにはアニメーションにしたいと考えています。これは行軍ではありません。あ
くまでも楽しく練り歩くのです。「此処から~」私たちの新たなあゆみがはじまりますように。みん
な町に繰り出せ !

表  紙
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　けんちくかフェス「JIA東海支部大会
2019」は、まちなか芸術祭「あいちト
リエンナーレ 2019」と連携し、まちな
かで 6日間連続で市民とともに建築の
可能性を探る取組である。トリエンナー
レテーマ「情の時代」を建築に絡めて考
えると、建築には魂を震わすような空
間や造形があれば /殺伐と無機的な空
間や造形もあり、人間の尊厳を支え生
命活動を包みこむような空間があれば /

権力や権威を誇示し威圧するような象
徴的な造形もある。建築は人間性に内
在する光と闇や、場所や地域や時代を
孕みながら情（感情・実情・人情）を
映しだす装置として都市の一部を形成
してきたといえる。
　「此処から～」をテーマに、今いる場
所や地域を起点にその川上から川下ま
で意識をめぐらし、建築の現在地点を
起点にこれまでとこれからに意識をめぐ

らす機会と捉えている。現在地点の調
和を超えた超和、シンギュラリティを見
据えたその先の可能性を垣間見たいと
願っている。

　ジャーナリスト／メディア・アクティ
ビスト。ポリタス編集長。1973年生まれ。
東京都出身。早稲田大学社会科学部卒。
早稲田大学文学学術院教授。テレ朝
チャンネル 2「津田大介 日本にプラス
＋」キャスター。J-WAVE「JAM THE 
WORLD」ニュース・スーパーバイザー。

一般社団法人インターネットユーザー
協会（MIAU）代表理事。世界経済フォー
ラム（ダボス会議）「ヤング・グローバル・
リーダーズ 2013」選出。
　メディアとジャーナリズム、著作権、
コンテンツビジネス、表現の自由など
を専門分野として執筆活動を行う。近
年は地域課題の解決や社会起業、テク
ノロジーが社会をどのように変えるかを
テーマに取材を続ける。
　主な著書に『情報戦争を生き抜く』
（朝日新書）、『ウェブで政治を動かす！』
（朝日新書）、『動員の革命』（中公新書

ラクレ）、『情報の呼吸法』（朝日出版社）、
『Twitter社会論』（洋泉社新書）ほか。
2011年 9月より週刊有料メールマガ
ジン「メディアの現場」を配信中。

けんちくかフェス
（東海支部大会2019）

実行委員長

関口 啓介 （JIA 愛知）

AICHI
SPECIAL
FEATURE 「此処から～」何処に向かうのか

津田大介（つだ・だいすけ） 

けんちくかフェスを 2 倍楽しむために

photo: Daisuke Miura (go relax E more)

あいちトリエンナーレ
芸術監督プロフィール

大会概要

津田大介監督のご紹介
あいちトリエンナーレ芸術監督の津田大介さんを迎えての講演会は、
「現在の政治状況や社会の閉塞感をアートや建築が突破する可能性」について
お話しいただく予定である。

13:00 14:00

13:30 15:30 16:30 18:30

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

23（月）

24（火）

25（水）

26（木）

27（金）

28（土）

天使の森プロジェクト
@円頓寺野外ステージ /事業室

まちなかパーティー
@NAGONOYA CAFE&別館 /事業セクション

まちなか井戸端会議「辺境で、AIと死者と暮らす」
@NAGONOYA CAFE/コンペ委員会

研究会「まちなかフォーラム②」
まちなかの「私益と公益」を探る@NAGONOYA CAFE/住研＋保存研

広報室「まちなかフォーラム③」
アップデート会「辺境で、AIと死者と暮らす」@NAGONOYA CAFE/広報室

事業室「まちなかフォーラム④」
地区防災計画キックオフミーティング@NAGONOYA 別館 /事業室

まちなかパーティー (レセプション )
@NAGONOYA CAFE&別館 /事業セクション

陣内秀信氏講演
@ボルダリングノット /総務室

建築基本法って何？
@ボルダリングノット /研修室

まち歩き 
陣内氏と共に
@円頓寺界隈 /総務室

まちブラ
@円頓寺界隈 /住研＋保存研

津田大介講演
@円頓寺野外ス
テージ /研修室

地域連絡会「まちなかフォーラム①」
クロストーク「建築家の＋介在」
@円頓寺野外ステージ /地域連絡会
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 東海支部大会 2019

けんちくかフェス
会場MAP
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❖愛知地域会会長  あいさつ

けんちくかフェス「東海支部大会 ２０１９」けんちくかフェス「東海支部大会 ２０１９」

❖東海支部長  あいさつ

　2019年度の東海支部大会を愛知地
域会で担当し、名古屋市西区円頓寺商
店街・四間道エリアにて開催いたします。
期間は9月23日（月・祝）から28日（土）
の 5日間です。また、愛知県では 8月 1
日から「あいちトリエンナーレ 2019－情
の時代－」が開催されています。この円
頓寺商店街・四間道エリアは会場の一つ
となっています。
　今回の支部大会の骨組みは東海支部
事業や愛知地域会の委員会活動を「発
表」、「討論」することを「羅列」、「積層」
することによって表現し、会員に体験し
ていただき、知ってもらうことです。また、
市民へは建築家、専門家の「真剣」且つ
「エスプリの効いた討論」を見ていただく
事によって間接的に伝えます。会期中は
あいちトリエンナーレに来場したアート

好きの市民で円頓寺商店街は溢れてい
るはずです。ですから会場は「まちなか」
の「街路空間（グランドレベル）」にこだ
わっています。とはいえ「フェス」の名前
が示すように今回の支部大会はお祭りで
す。皆さんが楽しめることを第一に考え、
アーケードの下でのパーティーをお楽し
みください。街と一緒に飲みましょう！
　生き生きとした魅力のある街とは、い
ろいろな人を受け入れてくれること、街
の素形や時間の積層を感じることができ
ることであると思います。会場の円頓寺・
四間道エリアは名古屋を代表する魅力の
ある街ですが、2027年のリニア開通に
合わせて名古屋駅周辺の開発の影響を
受け、変わり続けています。名古屋の街
の公共空間はどんどん商業空間に売り渡
されています。ナオミ・クラインが「No 

Logo ―ブランドなんか、いらない」で
書いていた 20年前に北米で起こってい
たことが、遅れて名古屋では本格化して
います。一方 2017年にデンマークのコ
ペンハーゲン市では新しい価値観である
「観光の終焉」を宣言しました。今回の
けんちくかフェスを契機にして名古屋の
街のこと、建築のことを本気で考えませ
んか？いっその事もっとゆっくり走って一
周遅れで東京の前を走りましょう。

ワーク・キューブ

吉元 学 （JIA 愛知）

　JIA東海支部会員のみなさまには、日
頃より支部活動にご協力、ご支援頂き、
心より感謝申し上げます。
　さて、既にみなさまのお手元にチラシ
も届いているかと思いますが、9月 23日
～ 9月 28日にかけて、【けんちくかフェ
ス「東海支部大会 2019」】が名古屋市
西区の「円頓寺商店街」界隈で開催さ
れます。今回の大会は従来の支部大会
とは少し趣きが違い、“市民”、“学生”、
“JIA会員”が交流する場として計画され
ています。マチナカを会場としているの
はそのためなのです。会が隆盛であった
時代は親睦を深めるための催しで良かっ
たのかもしれませんが、今は状況が少し
違って来ています。私たち “JIA”のこと
を “市民”のみなさまや、“学生”のみな
さまに知って頂きたいのです。会員のみ

なさまには新たな取り組みでもあり、多
少ご迷惑をお掛けしているかもしれませ
ん。また、内容がなかなかお伝え出来な
かったことは真摯に反省を致します。ただ、
この新たな取り組みには多くの東海支
部会員のみなさまにご参加を頂きたいと
思っています。みんなで「此処から～」を
議論しようではありませんか。また、純
粋に【けんちくかフェス】は、“建築家の
お祭り”です。会員のみなさまには十分
に楽しんで頂けるプログラムをご用意致
しました。同じように楽しんで頂けるの
であれば、観るだけではなくご参加頂け
ることを望んでいます。是非、【けんちく
かフェス「東海支部大会 2019」】に脚を
お運び下さい。
　同時期に「円頓寺商店街」界隈では、
【あいちトリエンナーレ 2019 情の時代】

も開催されており、9月 23日には「津田
大介あいちトリエンナーレ芸術監督の講
演」も企画されています。会員のみなさ
ま方に、“名古屋の下町”、“けんちくか
フェス「東海支部大会 2019」”、“あいち
トリエンナーレ 2019 情の時代”をご堪
能頂ければ幸いです。
　最後に、【けんちくかフェス「東海支部
大会 2019」】の実現に向けて頑張って頂
いた、愛知地域会会員のみなさまには支
部を代表しお礼申し上げます。

矢田義典建築設計事務所

矢田 義典 （JIA 愛知）

❖愛知地域会会長 あいさつ

2019年度の東海支部大会を愛知地
域会で担当し、名古屋市西区円頓寺商

好きの市民で円頓寺商店街は溢れてい
るはずです。ですから会場は「まちなか」

Logo ―ブランドなんか
書いていた 20年前

けんちくかフェス（東海支部大会愛知 2019）について
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「建築家の＋介在」 あいちトリエンナーレ２０１９ アーキテクトによるクロストーク「建築家の＋介在」 あいちトリエンナーレ２０１９ アーキテクトによるクロストーク

❖地区連絡会「まちなかフォーラム①」

「天使の森とＳＤＧｓ」から～「みんなのトイレ」を考える。「天使の森とＳＤＧｓ」から～「みんなのトイレ」を考える。

❖「天使の森」プロジェクト

　8月 1日、猛暑の名古屋。「あいちト
リエンナーレ 2019~情の時代」が 75日
間の会期のスタートを切りました。3年
前の夏、前回会場となった地元豊橋での
おもてなしに奔走した日々が懐かしく思
い出されます。
　この時、芸術祭には「アーキテクト」
という役割が存在することを知りまし
た。展示会場となる場所の法的な要件や、
構造に関することなど、特に「あいちト
リエンナーレ」では、市街地の空きスペー
スや空きビルなどを会場に展示が行われ
るため、建築家の介在、専門家の関わり
が欠かせません。思えば、建築家の仕事
は元来、社会や世間にさらされています。
“アートがまちなかに出る”という時、参
加しているアーティストやクリエーターの
多くが、未だそのような経験に乏しいか

もしれないのです。
　一昨年、JIA愛知地域会では、JIAの
活動や建築家を知ってもらうため、『建
築家＋（プラス）』という冊子を発行しま
した。巻頭に「そのコトに建築家を加え
てください !」というメッセージを添えま
した。建築家が「＋介在」できる場面が
もっとたくさんあると感じています。
　「けんちくかフェス」初日、円頓寺屋外
ステージにおいて、芸術監督の津田大介
さんをお迎えしての講演会に引き続いて、
「まちなかフォーラム」のオープニングトー
ク、普段は裏方として芸術祭本編では登
場することのない「アーキテクト」御三
方に揃ってご登壇いただき、芸術祭にお
ける「アーキテクト」の役割やそのスキル
について、それぞれの担当エリアのこと、
そして、それぞれの地域での活動について、

「建築家」が地域と関わっていくこと、建
築家の仕事は、“此処から ~” 何処へ向
かうのか ?について伺います。

建築クロノ

黒野 有一郎 （JIA 愛知）

　NPO法人アースワーカーエナジーは、
生態系の中の一部である人と自然の在り
方という原点から、森林の再生、里山
の暮らし、地域循環型産業を考え、実
現に貢献していくことを目的とし、また
未来につながる子ども達に自然と人の
あるべき関係を知るきっかけとなるよう、
2010年より「天使の森」プロジェクトを
活動しています。将来現地は「環境学習
公園」として展開の構想もあります。今回、
この「天使の森」に公衆トイレをつくるに
あたり、JIAが取り組む SDGsを理解し、
「みんなで考え、みんなでつくる。」協働
参加型プロジェクトとして、多くの人々が
自然と対峙し、「持ち込まない、持ち出
さない」を元に、「みんなのトイレ」に取
組みたいと思います。さらには災害時や
世界中のトイレを考えることにも繋がり

ます。
（※「天使の森」:NPO
法人アースワーカーエナ
ジーの環境保全・河川
流域産業の活性化プロ
ジェクトの活動の場である山林）
　今回は序章として、「天使の森」と
「SDGs」を理解し、今後展開されていく
「みんなのトイレ」の知識を深め、次回以
降へのシンポジウムや勉強会に繋がるこ
とを期待します。登壇者には、公益社団
法人　日本建築家協会（JIA）六鹿正治
会長、NPO法人アースワーカーエナジー
理事長（小原木材株式会社代表取締役）
小原淳氏を迎えます。
　対象は学生を主とし、企画・運営から
携わっていきます。今後は、参加者を 5
～10名程度のチームに分けチームごと

に集まり 1つの案を作り、定期的に全
体で集まりアイデアの紹介や状況報告し
合い、それを共有し全体に還元していき、
その結果昇華されたものをみんなでつく
り上げます。（2020年 4月末完成予定。）
　この機会に日常化しているものを見直
し、世界で最先端のトイレを、みんなで
考えましょう。

h＋de-sigh/architect
西村 和哉 （JIA 愛知）

9月23日（月・祝）16時～18時　＠円頓寺屋外ステージ

9月23日（月・祝）13時～15時　＠円頓寺屋外ステージ

□登壇予定者
パネリスト：あいちトリエンナーレ2019アーキテクト
・栗本眞壱　（栗本設計所 主宰／ smilo architects unit 
　　　　　　　　　　　  共同主宰：https://www.smilo.jp ）
・山岸綾　（サイクル・アーキテクツ 主宰：http://www.cycle-architects.com ）
・丸田知明（丸田知明建築設計事務所 主宰 : http://tomoakimaruta.com ）
ファシリテーター：
・黒野有一郎（JIA愛知 地区連絡会委員長）
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❖研究会  「まちなかフォーラム②」

「辺境で、AI と死者と暮らす」「辺境で、AI と死者と暮らす」

❖まちなか井戸端会議×第 36回 JIA東海支部設計競技

　まちなかをブラブラして、名古屋の台
地や堀川の地形を体感しながら、この地
域の暮らしの歴史を想像してみましょう。
その「まちブラ」を通して建築のおもしろ
さなどの「小さな気づき」と「大きくまち
を体感」できればと思います。「まちブ
ラ」で気づいたことが伝わる写真を「環境、
文化、歴史、景観、コミュニティ・・・」
など広いテーマの中から自由に抽出した
キーワードと一緒に持ち寄り、建築談議
をするワークショップを行います。

　建築はともすれば、私益のかたまり
のような存在になります。設計者は、ク
ライアントの要望に耳をかたむけながら、
社会性や公益性についても思いを馳せて
いているはずです。例えば、目指すテー
マがいくつもある中で、一見相反する目

的を両立できている工夫を見つけること
ができたら、楽しい談議ができるように
思います。ワークショップの前段として、
私益と公益の両立をしている好例とも言
える屋根神さまに関する講演会も行いま
す。

「まちブラ」まち歩き
9/25（水）15：00～17：00　＠円頓寺周辺
まち歩きを通して「まちなか会議」に向け
てクローズアップするテーマやキーワード

を見つけ、その写真を撮っておく。前半
は屋根神さまを中心に街歩き。その後は
フリーで街歩き。

「まちなかフォーラム」
まちなかの私益と公益を探る
9/25（水）＠NAGONOYA CAFE

［前半］18：00～19：30　「屋根神さま」
の講演会　（講師：山路英樹氏を予定）
［後半］19：40～ 21：00　「まちなか
の私益と公益を探る」ワークショップ
　「まちブラ」を通して見つけたテーマの
写真 (あるいは事前に用意してもOK)を
会議で発表し、それをネタにワイワイガ
ヤガヤ談議する、というワークショップ

主催：JIA愛知保存研究会、
　　　JIA愛知住宅研究会
共催：NPO法人なごや歴まちの会、
　　　愛知建築士会中支部

笹野空間設計

笹野 直之 （JIA 愛知）

　2019年度の第 36回 JIA東海支部設
計競技のテーマ「辺境で、AIと死者と暮
らす －外側で生きること／他者と出会う
こと－ 」を題材として、円頓寺商店街に
於いて「まちなか井戸端会議」を講演会、
座談会の 2部構成により展開する。
　講演会では、「辺境」を考える手掛か
りとして、新田鷹雄氏からはこれまでの
建築作品を中心に講演いただき、村上
慧氏からは発砲スチロール製の家に住
み、家を背負い全国各地を歩くアートプ
ロジェクトを中心に講演いただく。
　座談会では、第 36回設計競技審査
員の吉村真基氏（審査委員長）、辻琢磨
氏（ゲスト審査員）、村上慧氏（特別ゲ
スト審査員）、新田鷹雄氏、南川祐輝氏、
米田雅樹氏（以上審査員）、道家洋氏（座
長）により、「辺境で、AIと死者と暮ら

す －外側で生きること／他者と出会うこ
と－ 」について議論いただく。
　現在、AI（人工知能）は、社会のさま
ざまな領域で環境や価値観の変化をも
たらし、人類のあらゆる経験から独立し
た認識を持ち、想像力も獲得しつつある。
音楽、アートなどは AIによる創造性の
実験が始まっている状況である。
　先日、私が訪問したベトナム社会主義
共和国のハノイ、カントー、ホーチミン
などは、生活環境が整った日本で暮らす
者から観れば、まさしく辺境の地であっ
たが、ベトナムの人々は辺境とAIを意識
しながら暮らしているとは思えない。
　一方、ベトナムの人々の多くがスマー
トフォンを操作しながらバイクやボートを
運転し、それぞれの目的に向かい慌ただ
しく移動する光景は、既に AIが世界中

の辺境に浸透していることも実感した。
　AIは人類への脅威として抑え込むので
はなく、社会変革していくきっかけを与
える存在としてAIを前向きに位置づける
ことはできないだろうか。
　近い将来、AIが建築や都市を考え始
める前に、円頓寺商店街のまちなかで議
論し、共に考えていきたい。

地域計画建築研究所
設計競技特別委員会委員長

間瀬 高歩 （JIA 愛知）

❖研究会 「まちなかフォーラム②」

まちなかをブラブラして、名古屋の台
地や堀川の地形を体感しながら、この地

的を両立できている工夫を見つけること
ができたら、楽しい談議ができるように

「まちブラ」建築談議ワークショップ

9月24日（火）18時～21時　@NAGONOYA CAFE

9月25日（水）15時半～17時半 ＠円頓寺界隈　18時～21時 ＠NAGONOYA CAFE

6 ARCHITECT     2019―9



地区防災計画キックオフミーティング地区防災計画キックオフミーティング

❖事業室「まちなかフォーラム④」

アップデート会　「辺境で、AI と死者と暮らす」アップデート会　「辺境で、AI と死者と暮らす」

❖広報室「まちなかフォーラム③」

　従来、防災計画としては国による『防
災基本計画』と、地方自治体による『地
域防災計画』を定め、それぞれのレベル
で防災活動が実施されてきました。
　東日本大震災では「公助」の限界が明
らかになり、地域コミュニティにおける「共
助」による防災活動の重要性が認識され
ました。
　この教訓を踏まえ、平成 25年 6月に
災害対策基本法が改正され、地域コミュ
ニティにおける地域住民や事業者の「共
助」による防災活動に関する『地区防災

計画制度』が法律に位置付けられ、平成
26年４月から施行されています。
　併せて、地区防災計画に係る普及啓
発および調査研究を行い、地域防災力の
向上や地域コミュニティの活性化、まち
づくり等に資することを目的として、産
学官のメンバーから成る『地区防災計画
学会』が平成 26年に創設されました。

　建築家が「防災」において地域コミュ
ニティと関わることでその安全性を高め
るためには、先ず「関連法規を十分に

理解すること」および「先進事例などの
知識を得ること」が重要です。本イベン
トはその準備段階としてのセミナーであ
り、建築家をはじめ、より多くの方々が
現状において「防災計画をどの程度理解
しているのか？」を、考える機会にしたい
と考えます。講師には地区防災計画学
会事務局次長の坊農豊彦氏を迎え、JIA
愛知の地区防災計画に対する活動がこの
日キックオフします。

ファンズマイル／上原設計

上原 徹也 （JIA 愛知）

　けんちくかフェスのまちなかフォーラム
では建築家がワイワイガヤガヤしている
姿を街の人に PRする事を目的として行
います。PRとは Public Relationsの
略です。JIAをPRするということは公共・
街とどのような関係を築いて行くのか？
という事に繋がります。建築家が街に出
て行くことを一歩としながら、その街と
の関係を作り出して行く事が JIAの PR
となって行くのだと思います。また、今
後建築家になって行く方との接点を作り、
JIAの存在意義などをお伝えする事も大
きな役割であると言えます。

　上記の２点を踏まえ、今回広報室では秋
にJIA主催で行われる学生コンペ「辺境で、
AIと死者と暮らす」を題材にして学生との
コミュニケーションを図る事にしました。

　具体的な内容としてはコンペに参加
する予定である学生 7名 (応募多数の
場合は先着順 )にコンペ案を持参して頂
き、そのアイデアについて各自発表して
もらいます。そのコンペ案一つずつに対
して JIAの建築家が案をアップデート出
来るようにアドバイスを送ります。アドバ
イスを送るだけですと双方向性が少し薄
いような気もしますので、今回はその会
場にいる学生を含めて、全員参加型で発
表した案をアップデートするようなワーク
ショップを行います。コンペでは評価す
る側とされる側で明確に分かれてしまい
ますが、今回の中間発表と言える会では
建築をみんなで考える楽しさを学生が発
見出来ることを願っています。
　

　今回のけんちくかフェスでは学生との
コミュニケーションを図りますが、もっと
多くの団体や場所とコミュニケーション
を図る機会が増えることで JIAの PRに
繋がっていくのではないかと考えています。

CO2WORKS
中渡瀬 拡司 （JIA 愛知）

9月26日（木）18時～21時　@NAGONOYA CAFE

9月27日（金）18時～20時　@NAGONOYA 別館

（内閣府資料）
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❖まち歩き　陣内秀信氏と共に

「建築基本法」って何？「建築基本法」って何？

❖これからの建築とまちづくり

　今、私たちはどのような都市に暮らして
いるのでしょうか？現在の名古屋は約 400
年前の慶長15年（1610）年の「清州越し」
が下敷きになっています。名古屋の城下町
は熱田台地の上に造られました。台地の
北西端に名古屋城、南西端に熱田神宮が
位置しています。また築城と時を同じくし
て熱田と城下の物資輸送のため台地の西
端に堀川が開削されました。
　日本の人口は古代から江戸時代末まで
は緩やかな増加に留まっていました。都市
空間やコミュニティ、文化も緩やかに醸成
されたと言えます。しかし明治の近代化か
ら人口は急増し、都市空間は郊外へと拡
張しました。大都市圏では、職場、消費
のための都心と居住のための郊外という都
市が形成されまちなかのコミュニティも弱
まってしまいました。

　縮小の時代に入り、減衰する社会に対
する新しい都市論が要求されます。陣内
秀信氏の調査研究に基づいた都市の思想
には着目すべきものがあります。
□まち歩き　陣内秀信氏と共に
　氏の著書『建築史への挑戦』に “フィー
ルドワークこそわが命！”とあります。その
場に身を置き、会話を交わすことで「気
づき」が生まれます。限られた時間ですが、
五条橋・堀川から美濃路、四間道、子守
地蔵尊・屋根神さま、円頓寺商店街をま
わり歴史と地形、コミュニティを体感した
いと思います。
□陣内秀信氏 講演
　陣内秀信氏は、1970年代にイタリアの
建築類型学、都市組織といった「都市を
読む」方法を学び、それをベースとして日
本固有の条件、文化風土に合った都市を

読む方法を編み出しました。建築からテリ
トーリオ（地域）にまで蓄積された地域の
力を引き出す考え方は、グローバリゼーショ
ンに対抗する論理と実践の方法としても大
きな役割を果たしています。講演では、「ま
ちなかの再生と持続可能な社会」について
お話をしていただく予定です。講演の後こ
の地域に縁のある、矢田東海支部長、吉
元愛知地域会長も登壇し、会場を交えた
ディスカッションを計画しています。
　『JIA MAGAZINE』341 AUGUST 
2017にも陣内氏のインタビューが掲載さ
れていますので参考にしていただければ幸
いです。

森建築設計室

森 哲哉 （JIA 愛知）

　1950年に「建築基準法」と「建築士法」が、
1968年には「都市計画法」と「再開発法」
が制定された。これらの法律は大きな問題
が起こる都度改訂され、2004年の「景観
法」制定に至っている。
　対して、2010年衆議院の議員会館会
議室において、建築基本法制定準備会の
主催する建築基本法制定シンポジュームが
開かれ、「建築基本法」制度の目的が紹介
された。このシンポジュームでの議論に通
底するのは戦後 60年を経て当初の理想
からかけ離れた姿に変貌した建築基準法、
建築士法そして建築関連法の全面改正へ
の期待であり、新しい法体制による「建築
を通じたまちづくり」である。（JIAの将来
像　Feb.2011臨時号）
　現在、都市計画法で「市街化区域」の
線引き、建築物の用途や規模のコントロー

ルという「用途地域」を行い、建築基準法
の「集団規定」で用途、建蔽率、容積率、
そして高さを規制しているが、建築基準法
は最低技術基準であり、地域特性を踏ま
えた周辺との調和、街並み形成を目指すと
いう本来のレベルに至らない。住民を無視
した建築確認申請という制度の弊害である。
結果、街並みは乱れ、多くの建築物は芸
術性・文化性・風土性を忘れた画一的な
ものになってしまっている。
　2010年作成の JIA案「建築・まちづ
くり基本法」と準備会案「建築基本法」の
内容には共通するところが多い。両案とも、
「基本計画」の作成や施策の実施において
検討、審議する「委員会」を提示し、関係
者の責務をはじめ、建築専門教育、専門
家の訓練及び職能研修の必要性も言及し
ている。海外の多くの国では建築専門家

の役割が重視されているが、我が国の建
築士が社会的信用を得るには資格のあり
方について基本的な見直しが不可欠である。

　「建築・まちづくり基本法」は建築基準
法や都市計画法、景観法などの個別法、
それらに基づく地区計画や景観条例、自
治体独自のまちづくり条例などの上位にあ
るこの分野の憲法と位置付けられ、建築
やまちづくりの理念・方針を示すものであ
る。建築基準法では「基本理念」が不在だっ
たため、様々な問題を呈してきたが、この
「基本法」はその地位を確立するものと言
える。

R&S設計工房
谷村 茂 （JIA 愛知）

共

　今、私たちはどのような都市に暮らして
いるのでしょうか？現在の名古屋は約 400

　縮小の時代に入り、減衰
する新しい都市論が要求されます

陣内秀信氏　まち歩きと講演

9月28日（土）13時半～15時半　@ボルダリングノット

9月28日（土）15時半～16時半　@円頓寺界隈❖まち歩き　陣内秀信氏と❖ 歩 　陣内秀信氏

陣内秀信氏　まち歩きと講演陣内秀信氏　まち歩きと講演

❖陣内秀信氏 講演 9月28日（土）16時半～18時半　@ボルダリングノット
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　名古屋市の中心部にある久屋大通公園
が変わろうとしています。テレビ塔を含む
錦通以北の北エリアをPark-PFI制度で整
備することとなり、現在工事が進められて
います。飲食店・売店等の収益的な施設
を設置するとともに、久屋大通公園（北エ
リア・テレビ塔エリア）全域にわたり園路
や広場等の一般的な公園施設の整備及び
管理運営を行う事業者が公募され、三井
不動産株式会社を代表企業、大成建設株
式会社、株式会社日建設計、岩間造園株
式会社を構成員とした事業者が 2018年
2月に選定されました。2020年 7月には
整備が完成するとのことです。ここでは、
整備内容についての紹介ではなく、私個人
の思い出から思うことを書き記します。
　私はこの公園のすぐ近くの中学校に通っ
ていたのですが、昭和 53年秋、中学 2
年生の時、地下街セントラルパーク、地上
のもちの木広場などが整備されオープンし
ました。オープンした翌週の月曜日、担任
の先生が、我々生徒たちに「週末に久屋大
通公園に行ったものはいないか」と聞き、
「用もないのに行くな」と叱っていたことを
覚えています。弱 し々い樹木の枝を折るな
どのいたずらがあったらしく、生徒が疑わ
れることを気にしての先生の指導だったよ

うですが、用がなくても
行って良いのが公園だろ
うと今は思います。また、
樹木は 40年も経てばだ
いぶ育つものだと実感し
ています。
　桜通以北のいくつかの
広場は、名古屋市の姉
妹友好都市の記念モ
ニュメントが設置された
公園として整備が進んで
いったのですが、樹木が
生長し、大変薄暗い公
園になって、市民があま
り足を運ばなくなってし
まいました。2005年の
愛・地球博を機に再整
備された公園を、何とか
市民のいこいの場にし、
地域の活性化を図ってい

こうという市民活動を、私は公園の前に住
んでいる同級生などとともに始めました。
「名古屋芸術の杜をみんなでつくる会」とし
てイベントなどの開催を重ね、徐々に市民
が足を運ぶ公園に変わっていきましたが、
見通しが悪いなど沿道の商業施設と公園
とのつながりが弱いのが弱点でした。
　今回の久屋大通公園の整備では、公園
内に商業施設が設置され、明るい公園に
変わり、周辺の商業施設とも一体となって、
名古屋市の中心にふさわしい、にぎわいの
ある地域になってくれることを期待してい
ます。ただ、我 が々行ってきた市民活動では、
姉妹友好都市のことを知ってもらうための
様々なイベントをしてきましたが、最近の
報道によると、残念ながら多くの姉妹友好
都市のモニュメントが撤去されてしまうよ
うです。ここが、名古屋市にとって姉妹友
好都市とのメモリアルな公園であったこと
を次世代に伝えていくことも大事なことだ
と思います。

伊藤建築設計事務所

川本 直義 （JIA愛知）

ロサンゼルス広場の様子（2009年 4月撮影）

メキシコ市から贈られたアステカの暦（複製）の
まわりに、ひまわりの苗植えをするイベント実施
（いこいの広場、2008年）

シドニー市から贈られたイギリス船
「シリウス号のイカリ」（複製）
（シドニー広場、2009年 4月撮影）

EssayEssay

久屋大通公園整備に

際して思うこと
名古屋市・メキシコ市姉妹都市提携
30周年記念で企画した
「オーレ！メヒコ」の様子（いこいの広場、2007年）

名古屋市・南京市姉妹友好都市提携 30周年記念で
企画した「姉妹都市フェスタ　ニーハオ南京！」
中国雑技団の演技（リバーパーク　南京広場、2008年）

｢ウォークオブフェイム（有名人の道）｣の複製がある
ロサンゼルス広場（2009年 4月撮影）



　2019年 6月 29日に名古屋工業大学
NITech Hallにて、第 7回 JIA東海住
宅建築賞 2019の 1次公開審査がおこ
なわれた。全国より38作品の応募があっ
た。会場には応募者を含めて、JIA会員・
一般・学生の合計 103名が詰めかけた。
　13時から 15時 30分までは、審査員
3名が巡回するパネルディスカッション方
式により、応募者とのディスカッションの
後、16時～17時 30分までは、各審査
員が投票した結果を基に、1次審査通過
の住宅を決める議論がおこなわれた。評
価軸は多岐に渡っていたが、今回の議論
の中では、地域性と建築形態の関係性

のところがとても興味深かった。実際に
現地審査を経て、どのような評価になる
のかが最終審査の楽しみとなった。最終
的には、例年よりも絞り込まれ、下記に
示す 6軒の住宅が 1次審査通過の住宅
として選定された。
　この賞は、応募料と法人・協会など
を始めとする企業からの協賛金で運営さ
れている。今年で 7回を迎えることがで
きたのも皆様のご協力があってこそです。
この場を借りて御礼申し上げます。

JIA東海住宅建築賞特別委員会
𣘺本 雅好 （椙山女学園大学）

１次公開審査
第 7回 JIA東海住宅建築賞 2019

JIA TOKAI ARCHITECTURAL PRIZE
FOR HOUSING PROJECTS 2019

審査員長：西沢　立衞 氏　
　　　　　（西沢立衞建築設計事務所、SANAA代表）

審査員　：福島加津也 氏
　　　　　（福島加津也＋富永祥子建築設計事務所代表）

審査員　：木村　吉成 氏
　　　　　（木村松本建築設計事務所代表）

第 7回 JIA東海住宅建築賞 2019　審査員一覧

「タンザクハウス」 河内一泰 /河内建築設計事務所
「上郷の家」 吉田夏雄 /吉田夏雄建築設計事務所
「幸田町の家」 北村直也 /北村直也建築設計事務所
「上原の家」 佐々木勝敏 /佐々木勝敏建築設計事務所
「SLBH4」 河合啓吾 /株式会社 TAB

「島田の家」 川本敦史＋川本まゆみ /株式会社エムエースタイル建築計画

第 7回 JIA東海住宅建築賞 2019　1次審査通過の住宅一覧
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JIA優秀建築賞・JIA東海住宅建築賞大賞受賞記念講演会・祝賀会

　7/18に栄のコンダーハウスにて「浅井裕
雄＋吉田澄代／裕建築計画 JIA優秀建築
賞・JIA東海住宅建築賞大賞受賞記念 講
演会･祝賀会」が開催されました。当日は大
勢の方にお集まりいただきました。来られ
た皆様方、そして関係者の皆様に感謝申し
上げます。これは浅井さん吉田さんの人徳
の賜物でもありますし、また企画運営に関
わったメンバー全員の努力の結晶でもあっ
たと思います。私も関わることができた一
人としてとても光栄に思っています。浅井
さん吉田さん、受賞おめでとうございました。

　会の準備は春の頃より始まりました。不
意に吉元会長より電話があり「浅井さんの
祝賀会をやろうとしている、運営に参加し
ないか」とのご勧誘を受けました。浅井さ
んとは JIAや建築士会、愛知住宅研究会
や人人ネット、中部大学やKMAと多々な
団体でご一緒させていただいており、甚大
なご指導ご鞭撻を賜っております。断る理
由などある筈もありません、その場でお申
し出を快諾いたしました。暫くもして塩田
有紀さん実行委員長のもと建築士会とJIA
の有志による準備会が開かれました。この
２つの会で共同開催しようという狙いが
あったのだと思います。JIAの賞を受賞さ
れたのだからJIAで企画して進めていくの
が筋ではないかと思ったのですが、周囲を

見て考えるにお二人に関わる人が集まって
盛り上げていくのも悪くはないなとも思いま
した。

　会の準備も整い、チラシがさまざまな形
式であちこちに配られました。しかしながら
なかなか参加者が増えない状況が続きます。
広 と々した会場なのに登録してるのは関係
者と他いくらか。様 な々スケジュールが押さ
えてられているので待ったはありません。そ
れよりも何よりもここは祝賀会なんだし、
どうにもこうにも盛り上げたい。そんな気
分があったし、準備会のメンバーも同じ想
いだったと思います。参加名簿を見て、ま
だこの会をご存知ないと思われる方々に連
絡を取りました。すると「知らなかったー」
とか「参加するわー」という反応をたくさん
いただきました。有り難いなあと思うと同
時に連絡って行き届かないものでもあるん
だなと知りました。締切の日、どうなるか
と蓋を開けてみれば講演会、祝賀会とも
100人を上回る登録がありました。満員御
礼だわ、ぱちぱち。いろんな人がいて、協
力して、そしてそれぞれが同じ目的を持って
一致した方向を向くとすごい力になるとい
う事があらためてわかりました。

　会当日はあいにくの雨と、なんとも言え
ない高湿度の天候にもかかわらず大勢の方

がお集まりになりました。浅井さんは蝶ネ
クタイ、吉田さんは緑のワンピース姿でお
二人とも映えてました。講演開始前、浅井
さんは平然としてるけど吉田さんはちょっと
緊張しているご様子。さー、深呼吸しま
しょーと場を和らげようとしたけど草すぎて
逆効果だったかもしれません。でもその後
のご講演はお二人とも素晴らしいもので、
受賞された作品の内容がつぶさにわかるも
のでした。この日はゲストとして建築家の
末光弘和さんにもご出席いただき、受賞作
についてさまざまな角度から語っていただき
ました。

　続く祝賀会も大盛り上がり。会場は少し
入りすぎかも、と思えるくらい人がいました。
浅井さんや吉田さん、いろいろな方の祝賀
スピーチがあったと思うのですが、お酒も
入ってきてみなさんいい雰囲気で、私もよ
く内容を理解してません。ただ、浅井さん
からは事前に「交流出来る場にして欲しい」
とのご要望をいただいていて、その目標は
達成出来てたんじゃないかなと思ってます。

パネリスト：浅井裕雄＋吉田澄代（裕建築計画）　
ゲスト：末光弘和（SUEP 共同代表）

浅井裕雄さんと吉田澄代さんの
JIA 賞受賞講演会・祝賀会を終えて

講演会レポート　｜ Lecture Report

竹中設計事務所アシュ

竹中 アシュ （JIA愛知）

撮影　建築写真家　田岡信樹
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　過日 2019年 6月 27日に
開催された JIA本部総会に
出席して参りました。今回初
めての出席でしたが、総会自
体は愛知地域会などで参加し
慣れていますので、本部総会
はどのような感じで行われる
のだろうかと、期待しつつ参
加させて頂きました。
　当日少し早く到着してしま
いましたので、折角だからと
新国立競技場の現場へ向か
いました。本部総会の開催さ
れる建築家会館から本当に目
と鼻の先です。建物の規模は
想像以上に大きく、ザハさん
の設計案ではもっと大きかっ
たはず、と想像しながら見て

歩きました。
　その後時間になりましたの
で、建築家会館へ。議事は
事前に送られていましたので
内容は把握しておりましたが、
それぞれの議案は特別滞りも
なく審議され承認されました。
　総会後、別会場にて『近未
来研究特別委員会』の報告会
が開催されました。最初にこ
の委員会名を聞いた時に、ど
んな研究をしているのかな
と、ピンと来なかったのですが、
報告の内容を聞いて、日々私
が悩んでいることと同じ内容
だなと、つまり 10年後の近
未来に建築家協会と建築家
が、どうなっているのだろう
か ?という内容についての発
表会でした。内容については
いずれ何かの折で発表される
と思いますが、ざっとした内
容は下記のとおりでした。
1）この特別委員会は 2018

年の 3月くらいから活動
を開始した。

2）各支部の 40代を中心と
した若手の建築家が参加
している。

3）専業建築家・JIAは生き
残れるのかという題材を、
2030年頃の近未来を見
据えて研究を行っている。

4）建築家の信頼性とそれに
ともなう業務の受注の可
能性について。

5）建築家の社会からのニー
ズはどうなっていくのか ?

6）次世代に向けての建築家
の職能とは ?

7）BIM・AI・CMについて
の取り組みについて

8）建築家協会の会員が公共
建築に取り組める仕組み
をつくること

その他
　報告の内容は非常に興味

深くかつとても恐ろしい内容
を伴っていて、非常に身につ
まされる思いを抱きました。
この内容は、ぜひ会員の皆様
にも周知されるべきだと思い
ましたし、この内容を研修会
として各支部開催するべきだ
と思いました。
　その後の懇親会において
も、各行政の方々がしきり
に『BIM』『CM』と口々に言
うのがとても印象に残ってい
ます。公共建築の成果物を、
BIM提出にすることも検討さ
れているようです。なんとか
乗り遅れないように、これか
らも努力をしていくことが重
要だと認識し
て、帰路につ
きました。

建築家協会と
建築家の将来。

6月 27日（木）建築家会館（JIA本部隣）

2019 年度 JIA 本部通常総会 参加者レポート｜

アトリエ創

宮坂 英司 （JIA愛知）

　6月 27日 (木 )に日本建
築家協会本部総会に参加して
きました。
　総会では、本部、各支部
からの膨大な活動報告、会
計報告があり、たいへん活動
が活発であることを再確認し
ました。また、六鹿正治会長
のご挨拶では、昨年のアルカ
ジア東京大会 2018 報告、
成果、教訓と SDGs「持続
可能な開発目標」への取り組
みなどを語っていただけまし
た。　
　総会後、JIA館１階建築家
クラブで、若い会員さん（近
未来研究特別委員会）による

われわれ建築士の今後の貢
献する場所、方法などについ
ての研究発表がありました。
　この内容が、なかなかしっ
かりできていて、今回の報告
では、この件を報告させてい
ただきたいと思います。

［内容］
①現在の建築設計業務等の
分析

②発注形態の多様化とその対
応

③公共建築物設計監理業務
の発注、業務等の分析、
問題点、提案

④建築家に求められる役割と
職能が、大幅に拡大され
ている。

⑤他団体との連携、JIAの中
立性

⑥今後の人口減少社会にお

いて、建築家の役割、責務、
世代を超えた議論が必要。

⑦JIAとしては、会員相互の 
交流、情報の共有により、
新たな業務、困難な課題
への解決の中心組織にな
れるとよい。

・・・・・

　私もたいへん同感なところ
があります。
　この年齢になるまで多くの
ボランティアをやってきました
が、28年前に、現在も住ん
でいるマンションの管理組合
の役員を引き受けたら、私以
外の建築関係の人がいなくて、
やめられなくなり、マネージ
メント業務による、かなり多
額の建物修理工事をやってき
ました。28年前には、この
ようになるとは、全く考えて

いませんでしたが、気が付い
たら、修理工事などの企画、
設計、マネージメント、住民
説明、法律・管理の問題な
ど幅広く知ることになりまし
た。日本で初めてというよう
なことも、2回ほど企画、マ
ネージメントを行いました。
他のマンションからもコンサ
ルタントの業務依頼がありま
す。
　どのような体験、経験が、
次の仕事に繋がるか、全くわ
かりませんが、幅広い人との
交流と業務の継続が、次世
代の建築家の
職能の幅を広
げていくと感
じています。

次世代の建築家に
求められるもの

清水設計事務所

清水 孝昭 （JIA愛知）

General Meeting Report
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残暑お見舞い申し上げます

企業組合 針谷建築事務所

（静岡・愛知・岐阜・三重地域会　五十音順）

代表理事・所長

〒422-8072　静岡市駿河区小黒 3-6-9
TEL: 054-281-1155　FAX: 054-282-5502

鳥居 久保

八木紀彰建築設計事務所

代表理事・所長

〒420-0884　静岡市葵区大岩本町 1-5-305
TEL: 054-245-0186　FAX: 054-245-0186

八木 紀彰

㈱石本建築事務所
名古屋オフィス
名古屋オフィス代表

〒460-0008　名古屋市中区栄4-3-26　昭和ビル
TEL: 052-263-1821　FAX: 052-264-1990

奥井 康史

㈱伊藤建築設計事務所

〒460-0002　名古屋市中区丸の内 1-15-15  桜通ビル
TEL: 052-222-8611　FAX: 052-222-1971

取締役会長 森口 雅文
代表取締役社長 小田 義彦

取締役会長 佐藤 東亜男
代表取締役社長 近藤 眞二

㈱浦野設計

代表取締役社長

〒452-0815　名古屋市西区八筋町 90
TEL: 052-503-1211　FAX: 052-503-1213

浦野 廣高

久保田英之建築研究所

〒461-0022　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

久保田 英之

㈱城戸武男建築事務所

代表取締役

〒460-0002　名古屋市中区丸の内 2-11-23 富士和ビル 2F
TEL: 052-231-5451　FAX: 052-231-5450

城戸 康近

㈱黒川建築事務所

代表取締役

〒466-0064　名古屋市昭和区鶴舞 2-10-5
TEL: 052-882-0281　FAX: 052-871-1884

黒川 喜洋彦

㈱田中綜合設計

〒460-0002　名古屋市中区丸の内 1-8-39
TEL: 052-211-4035　FAX: 052-201-9285

㈱三和建築事務所

〒455-0015　名古屋市港区港栄4-5-5
TEL: 052-661-2211　FAX: 052-661-2247

見寺 昭彦

一級建築士事務所
デザイン スズキ

〒441-0000　豊橋市東小鷹野4-4-8
TEL: 0532-61-4245　FAX: 0532-61-4215

鈴木 利明

中日設計㈱

取締役社長

〒461-0003　名古屋市東区筒井 2-10-45
TEL: 052-937-6711　FAX: 052-937-6881

清谷 英広

㈱中建設計

代表取締役

〒460-0008　名古屋市中区栄 2-2-12　NUP伏見ビル 5F
TEL: 052-222-7850　FAX: 052-222-7856

石田 　壽

取締役社長

㈱中建築設計事務所

代表取締役

〒460-0007　名古屋市中区新栄 1-27-27　廣瀬ビル
TEL: 052-262-4411　FAX: 052-262-4414

廣瀬 髙保

㈱ヤスウラ設計

代表取締役

〒460-0007　名古屋市中区新栄 2-35-6
TEL: 052-241-7211　FAX: 052-241-7333

水野 豊秋

㈱野口建築事務所

代表取締役

〒450-0003　名古屋市中村区名駅南 2-10-22
TEL: 052-551-7007　FAX: 052-551-7009

野口 　新

㈲矢田義典建築設計事務所

代表取締役

〒465-0092　名古屋市名東区社台 1-187
TEL: 052-771-2592　FAX: 052-771-2617

矢田 義典

㈱金華建築事務所

代表取締役

〒500-8213　岐阜市日野西 2-1-7
TEL: 058-246-8191　FAX: 058-246-8192

大瀧 繁巳

㈱ワーク○キューブ

〒460-0024　名古屋市中区正木 1-13-14
TEL: 052-265-8412　FAX: 052-265-8402

桑原 雅明
𠮷元 　学
平野 恵津泰

㈱車戸建築事務所

代表取締役

〒503-0805　大垣市鶴見町 73-3
TEL: 0584-78-8311　FAX: 0584-73-3401

車戸 愼夫

㈱イケガミ

代表取締役

〒154-0012　東京都世田谷区駒沢 2-61-1
TEL: 03-3418-5840　FAX: 03-3418-5979

池上 靖幸

ヒロプランニング

代表

〒504-0911　各務原市那加門前町 1-27-2 門前ビル 2-I
TEL: 058-380-2313　FAX: 058-380-2314

山田 浩史

㈲柏彌紙店

代表取締役

〒460-0016　名古屋市中区橘 1-4-6
TEL: 052-331-8681　FAX: 052-331-8891

尾関 和成
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　愛知県半田市亀崎町は、古い町並み
と亀崎潮干祭（ユネスコ無形文化遺産）
で有名な町です。毎年 5月に 5輌の山
車を海に向かって曳き下ろす潮干祭は勇
壮で、住民は自ら「祭りのために生きて
いる」と語る、祭り文化の色濃い地です。
　山車が通るのは町中心の仲町通りで山
車のさやも建ち並びます。でも私のとっ
ておきは、その背後にある迷路のような
狭い路地「せこみち」です。せこみちは

昔ながらの民家
が密集していて、
細いところでは家
から家まで両手
を広げてつくほど
の狭さです。せ
こみちの各所に
は古井戸「せこ
井戸」が残され、
井戸を路地ごとで管理する文化が守り継
がれています。丘へと登って見下ろすと、
連なる甍とその遠くに見える穏やかな海
が、安らいだ気持ちにさせてくれます。
知多半島を訪れたら、是非亀崎のせこを
歩いて見てください。昔ながらの生活の
いきづかいを間近に感じることができる
でしょう。

13わたしのとっ
ておき

　従来では考えられないレベルと場所で
発生している近年の自然災害から、「国
民の生命と暮らし」を守るため、国にお
いては、「防災・減災、国土強靭化」が
進められています。
　一方、昨年 6月の大阪北部地震を機に、
改めて「南海トラフ巨大地震」への警戒
意識が高まっています。今後 30年以内
の発生確率は、70～80％と上がりました。
　時あたかも、内閣府は 3月、これまで
の「東海地震に関連する情報」を「南海

トラフ地震 臨時情報」と変更
し「ガイドライン」を公表しま
した。
　また、政府の中央防災会議
は、5月 31日、南海トラフ
巨大地震の可能性が高まった
場合の防災対応をまとめた
「基本計画」を修正しました。
　南海トラフ想定震源域内の
東西のどちらかで、マグニチュード（M）
8級の大地震が起きる「半割れ」の場合、
後発の地震に備えるため、被害のない地
域でも沿岸部の一部住民に約一週間の
事前避難を呼びかける「警戒措置」を記
しました。
　「臨時情報」が発表されると、県・市
町はどう対応するのか？市町毎に避難対
応？物不足？渋滞発生？事前避難の長期
化？　等々であります。巨大地震をどこ

まで事前に予測し、「防災・減災」を実
現できるのか。今後の大きな課題であり
ます。
　我々建築家の役割・責任を、今一度
考える時ではないでしょうか。

自作自演 235

まちづくり研究所

中森 博文 （JIA 三重）

名城大学理工学部建築学科

図1　せこみち「大坂」

図2　せこ井戸

生田 京子 （JIA 愛知）

半田市亀崎町　せこみち

南海トラフ地震

臨時情報

東側

太平洋

日本海

西側

南海トラフ

南海トラフ巨大地震の
「半割れ」ケース

南海トラフ巨大地震の想定震源域
東側か西側でM8級の揺れを観測
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　森川家住宅は、一宮市南西部の苅安賀に位
置し、市域を北東から南西へと抜ける巡見街道
に面する。苅安賀は、戦国の時代城下町を形成
していた歴史ある街である。寺院が多いのは同
時代の岩倉城落城に由来し、苅安賀城主を頼り
移転したものという。
　街路に北面して間口７間の母屋と間口２間半
の蔵が並び、蔵の南に書院が並ぶ。母屋は木造
つし２階建平入で、１階東に戸口を設け、西に
格子。２階軒は出桁造、両端には袖卯建、窓に
は格子が付く。蔵は東に戸口を設け、南妻の1
階と2階に庇付窓が付く。土蔵南の書院は、11
帖半の残月の間、10帖の次の間、6帖の茶室と

並び、東面と南面に銅版葺き庇の広縁が付く。
　現在も住まいとして使われており非公開だが、
近年の改修を期に建物の活用が模索され、書院
は日本将棋連盟の尾張一宮如春庵支部の活動拠
点として利用されている。2009年には女流王位
戦の会場としても使用された。
　森川家は江戸時代、苅安賀村の有力地主の
一つであり、明治末期まで酒造業を営んでいた。
森川家第 21代勘一郎（如春庵）は、大正から
昭和にかけての中京地区を代表する茶人で、16
歳で本阿弥光悦作黒楽茶碗｢時雨｣を入手するな
ど、天性の審美眼は注目され、三井物産創業者
の益田鈍翁（孝）や横浜三渓園の原三渓（富太郎）

など同時代の茶人や財界人らとの交
流があった。
　如春庵の蒐集品（森川コレクショ
ン）は名古屋市に寄贈され、名古
屋市博物館が収蔵する。さらに如
春庵が茶室として使った民家｢森川
家田舎家｣が名古屋市にて解体保存

され、名古屋市博物館の敷地内での再建が計
画されている。江戸時代初頭の建築とされてお
り、葉栗村（現在の一宮市）の庄屋の住居を昭
和初期に如春庵が所有する名古屋の別邸に移
築し、茶室として改修されたものという。「森
川邸田舎家再現基金」と称し、現在、寄付を募っ
ている。（問合：名古屋市教育委員会）

　JR高蔵寺駅から南へ、庄内川を渡って、
さらに進むと河岸段丘の上に白鳥塚古墳
がある。4世紀前半（古墳時代前期）に
築かれた愛知県で最も古い前方後円墳で
ある。墳丘は白色石英でおおわれ、その
景観が白鳥を思わせるところから、白鳥
塚と呼ばれた。現在小高い後円部から前
方部へなだらかに続く姿がよくわかるよう
に南東側に広場が整備されている。
　古墳時代には全国で約 158900基の
古墳が築かれ、愛知県では約 3100基、
名古屋市内で約 200基、その内の 66基
がこの庄内川の河岸段丘に集中して存在

した。河川交通を管理し、陸路と交わる
要所を見下ろす重要な地であったことが
分かる。平成 26年に 7基が国の史跡と
して指定され名称を「志段味古墳群」とした。
　名古屋市は周辺の整備を進め、平成
31年 4月に”しだみ古墳群ミュージアム”
が開館した。展示室には、埴輪などが置
かれ、見る！触れる！体験する！として、
古代を身近に感じられるミュージアムとし
ている。ミュージアムの上にある河岸段丘
は数基の古墳が存在し、きれいに芝がは
られ遊歩道が設置されている。その中で
志段味大塚古墳は、つくられた当時の姿

に復元され、白い石で
葺かれて約 500本の埴
輪の複製も並べられ、5
世紀後半の代表的な帆
立貝式古墳としての形
状も一目してよく分かる。

　背景に名古屋市で一番標高（198ｍ）
の高い東谷山が目に入る。フルーツパー
ク脇の散策路入口から登ると、途中に南
社古墳・中社古墳があり、山頂には尾張
戸神社が祀られ、社殿の後に円墳が築か
れている。展望台からは、天気の良い日
には名古屋の街が一望できる。

母屋

しだみ古墳群 大塚古墳上から 尾張戸神社

蔵 書院

登録有形文化財 〔物 件 名〕
・森川家住宅 母屋（登録番号 23-0305）
　木造 2階建､切妻造､平入､桟瓦葺､桁行 7間､梁間 6間
・森川家住宅 書院（登録番号 23-0306）
   木造平屋建､寄棟造､桟瓦葺、桁行 4間半、梁間 3間
・森川家住宅 土蔵（登録番号 23-0307）
  木造 2階建､切妻造､桟瓦葺､桁行 4間強､梁間 2間半
〔所 在 地〕・一宮市大和町苅安賀字北川田 1159
〔建設年代〕母屋　1855年（安政 2年）
            　　　　　1869年（明治 2年）改築
　　　　　 書院　1902年（明治 35年）
     　　　　土蔵　昭和初期 

タクト建築工房

谷 進 （JIA 愛知）

名　称：「しだみ古墳群ミュージアム」
所在地：名古屋市守山区
　　　　大字上志段味字前山 1367
電　話：052-739-0520

建築計画工房

山田 正博 （JIA 愛知）

東谷山白鳥古墳

JR高蔵寺駅

中央本線

勝手塚古墳

庄内川

庄内川

大久手池
西大久手古墳

愛知県立大学
守山キャンパス

東谷山フルーツパーク
南社古墳

中社古墳
東谷山展望台

尾張戸神社

N

155

155

205

15

新東谷橋南
所下

東谷橋南

上志段味

志段味大塚古墳志段味大塚古墳しだみ古墳群ミュージアム

白鳥塚古墳

名鉄尾西線

N

一宮JCT

155 155

森川家住宅

苅安賀

苅安賀北

苅安賀駅 観音寺駅

E1 E1
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●今回は愛知地

域 会 特 集です。

「けんちくかフェス」

の楽しみ方がいろ

いろと紹介されて

います。「けんち

くか」。建築か～。

自分は建築にしっかりと向き合っているだろう

か、ちゃんと何かを発信できているだろうか。

自分が創りだすものに責任を持ち、胸を張っ

て批判を受け止めていられるだろうか。今号

はけんちくかフェスに携わる方々の熱い思い

が伝わる記事が盛りだくさんで、建築家とし

ての自分の役割を再認識するためにも、けん

ちくかフェスに出かけてみようと思わせられま

した。先日妻が久屋大通に面する百貨店の

レストランから、久屋大通公園を見下ろすこ

とがありました。ずいぶん変わるんだね、と。今、

まちなかで何が起きているのか、まちなかで

何を起こせるのか。そのことを考え抜く良い

機会にも、けんちくかフェスはなるのではない

でしょうか。                                   （中村慎吾）

●建築家フェスが連携している愛知トリエン

ナーレが思わぬ形で注目を集めることになっ

てしまいました。9月号が発行される頃には

状況は落ち着いているでしょうか。今回の一

部の展示公開中止の騒動では、公権力の介

入によって表現の自由が侵害されたとして抗

議が起こりました。ただ建築の立場から見れ

ば、いろいろな所からの介入があることが当

たり前で、会員の皆さんも日々 制約の中で苦

労されているのではないでしょうか。表現の

自由と言う点では、建築は絵画、彫刻といっ

た芸術とは異なる立場に置かれているようで

す。しかし建築は社会、環境、そしてクライ

アントに対しても重い責任を負っています。も

し建築が表現の自由のみを前面に打ち出して

しまうと、周囲に大きな摩擦を引き起こすこと

になるでしょう。今回の騒動をＪＩＡの会員の皆

さんは、どのように受け止められたでしょうか。

         　　　　　    （石田博英）

■静岡地域会
＜報 告＞
・8/9 静岡地域会拡大役員会の開催・納涼会の開催

■愛知地域会
＜報 告＞
・8/5 八団体連絡会議・名古屋市副市長昼食会
・8/9 暑気払い・けんちくかフェス委員会
・8/23 研修委員会「中国建築事情セミナー」
・8/26 愛知まちなみ建築賞 1次審査会

■岐阜地域会
＜報 告＞
・8/22 第３回役員会
 場所：ハートフルG.小研修室
 内容：JIAの窓の件
 　　　建築家フェスと愛知地域会との協同事業の件

■三重地域会
＜報 告＞
・8/5 みえの気候風土適応住宅勉強会　第 3回勉強会
・8/7 第 4 回役員会（web）
＜予 定＞
・未定 第 5回 三重県と JIA東海支部との
 防災協定締結に関する協議

第 372号
発　行　日　2019.9.1（毎月１回発行）
定　　　価　380円（税込み）
発行責任者　矢田義典
編集責任者　中澤賢一
編　　　集　東海支部会報委員会
　　　　　　愛知地域会ブリテン委員会
　　　　　　（有）イヅミ印刷所内
　　　　　　ARCHITECT編集部
　　　岡崎市明大寺町荒井10番地
　　　TEL（0564）21-2657　FAX 26-1792
発　行　所　（公社）日本建築家協会東海支部

名古屋市中区栄 4-3-26　昭和ビル
　　　TEL（052）263-4636  FAX 251-8495
　　　E-Mail：shibu@jia-tokai.org
　　　http：//www.jia-tokai.org/

ARCHITECT

編集
後記

Bulletin Board

JIA 建築家大会 2019青森 in HIROSAKI

日　　時：2019 年 10 月 17 日（木）18 日（金） 19 日（土）
場　　所：弘前市民会館・弘前文化センター・アートホテル弘前シティ
主　　催：公益社団法人 日本建築家協会
問合せ先：公益社団法人 日本建築家協会 東北支部
 〒980-0811 仙台市青葉区一番町 4-1-1 
 仙台セントラルビル４階
 Email ： shibu@jia-tohoku.org
 TEL: 022-225-1120　FAX: 022-213-2077

日　　時：2019年 9月 24日（火）　18：00～ 20：00
場　　所：NAGONOYA 　CAFE
 愛知県名古屋市西区那古野 1-6-13
  「名古屋」駅より地下街ユニモールを抜け「国際センター」駅 2番出口へ
 地下鉄桜通線「国際センター」駅 2番出口より北東へ徒歩 5分
会　　費：会員及びCPD単位取得者 / 1,000円、その他 / 無料
 ※飲食は実費ご負担ください。
問合せ先：設計競技事務局
 〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目 3の 26
 昭和ビル 5階（公社）日本建策家協会東海支部内
 TEL: 052-263-4636　FAX: 052-251-8495

まちなか井戸端会議×第 36回 JIA東海支部設計競技
「HIROSAKI 2019津軽からの再生」のご案内 「辺境で、AI と死者と暮らす：外側で生きること／他者と出会うこと」のご案内

詳細はホームページにてご確認ください。
http://www.jia-tohoku.org/
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