
　協同組合ケーエスジーでは、タイルを

生産している「現場」とタイルの展示と

保存をしている「現場」を多くの方に

見てもらいたいという思いから、昨年、

JIA 岐阜地域会の建築研修会にて、

多治見市のタイルメーカーである杉浦製

陶㈱の工場見学と、藤森照信氏設計の

多治見市モザイクタイルミュージアムの

見学を企画立案させていただきました。

タイルを生産している「現場」では、

タイルを生産していく工程であるプレス

⇒施釉⇒焼成といった一連の流れとリ

ニューアルしたばかりのショールームを

見学していただきました。写真のように

皆さんから熱心に質問が飛び交う充実

した時間となりました。

タイルの展示と保存をしている「現場」

では、全国から集めたここでしが見るこ

とができない珍しいタイルが多数展示し

てあり、リフォーム相談やワークショップ

なども体験することができ、タイルを身

近に感じていただけると好評です。そし

てなんといっても外観はインスタ映えす

るスポットとして有名ですのでぜひお越

しください。

タイルの魅力を伝える「２つの現場」

では、試行錯誤を繰り返し「タイルを使っ

てよかった」と思ってもらえるよう日々努

力しています。協同組合ケーエスジーは

その魅力を今後も発信していきたいと思

います。

協同組合ケーエスジー

営業　水門 秀夫 （岐阜）

タイルの魅力を伝える「 2 つの現場 」 から

〒507-0901　岐阜県多治見市笠原町2827-1　　☎ 0572-43-3218　　 FAX 0572-43-4734
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表紙：服部高志（HATTORI DESIGN）

服部 高志（JIA愛知）

HATTORI DESIGN

イタリアの自治体は、市町村のような規模区別でなく、コムーネと呼ばれる基礎自治

体で区分されているため、大小様 。々それぞれが独自の発展を経ており、小規模の

コムーネでも、歴史的でとても美しい景観や建物が見られます。ロンバルディア州モン

ツァ・エ・ブリアンツァ県にあるリッソーネは、人口約 45000 人程。小さな街の中心

に立つ大聖堂、晴天の下でより際立ち、日曜日のミサに訪れる家族の穏やかな空気

が流れています。
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新型コロナウイルス感染症対策で皆様の生活や仕事に
いろいろな影響があったことと思います。
この経験を今後に生かしていくためにも、今回の状況
をぜひ記録に残しておきたいと考えています。
そこで、会員の皆様のコロナ禍での仕事ぶり、生活、
出来事などを踏まえ、将来へのメッセージとして原稿
をお寄せください。
いただいたメッセージは「ARCHITECT」9月号以降順
次掲載予定です。
ひと言でも 1頁分でも分量は自由です！
ぜひみなさまのメッセージをお寄せください！！

メッセージ募集！

提 出 先
JIA 東海支部事務局
E-Mail：shibu@jia-tokai.org
FAX：052-251-8495

■静岡地域会
・7/10 静岡地域会役員会の開催（WEB同時開催）
・8/ 7 静岡地域会役員会の開催（WEB同時開催）

■愛知地域会
・7/10 第 2回 役員会
・7/17 講演会『電脳 設計 論壇＃02』（オンライン方式）

■岐阜地域会
・7/17 第 2回役員会

18:30～岐阜市岐阜駅構内ハートフルスクエア
 G2階　研修室

■三重地域会
・7/10 第 3回役員会

第 2回例会、会員研修会 1（建材研修会）
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レーモンドホール断面図
（三沢浩「三重大学レーモンドホールの特性を探る）

笄町レーモンド自邸断面図
（三沢浩「三重大学レーモンドホールの特性を探る」）

Mie University Raymond Hall Story

　レーモンド設計事務所に保存されてい

るレーモンドホールの設計図のうち、平

面図、配置図、立面図、断面図、矩計図、

軸組図など8枚は件名をLIBRARY FOR 

MIE MEDICAL COLLEDGEとし、1950年

11月から1951年1月にかけての日付がある。

設計者としてANTONIN RAYMOND の

個 人 名 と、事 務 所 名 RAYMOND 

KENCHIKU SEKKEI JIMSHO が併記され

て い る。残 り 5 枚 の うち、１枚 は

MIE,LIBRARYを表題としてRAYMOND 

OFFICE と記した閲覧机の詳細図、４枚は

三重医大図書館を件名としてレーモンド

建築設計事務所のスタンプを押した詳細

図類である。　

　RAYMOND KENCHIKU SEKKEI JIMSHO

の所在地は1-2CHOME,TAKEHIRA-CHO,

CHIYODA-KUで、これは現在の千代田

区一ツ橋1-1-1、昭和26年に竣工したリー

ダーズ・ダイジェスト東京支社の所在地

に他ならない。

　リーダーズ・ダイジェスト東京支社は、

この年の日本建築学会学会賞（作品）を

受賞している。建設工事中、ここにレー

モンドの事務所があった。レーモンドは、

安い不揃いな丸太材でまったくのバラック

であったと述べている。ついで麻布のアメ

リカ大使館館員宿舎の建築現場に事務所

を移しているが、この事務所は自邸を連

結していた。居心地の良いものだったが、

権利もないのに居座っていると批判を受

けて、近くの麻布笄町に土地を確保し、

自邸兼事務所を設計し建築する。これが

レーモンドの戦後木造建築の出発点とし

て紹介されることの多い建物である。その

設計図には、事務所所在地として港区麻

布今井町 41が記されているが、それは

アメリカ大使館館員宿舎の所在地である。

　これに対し、レーモンドホール設計時

の事務所所在地は、笄町の自邸兼事務

所よりも２代前の、リーダーズ・ダイジェ

スト東京支社構内である。またレーモンド

ホールの図面は1950年 11月～ 1951 年

1月の日付を記すが、自邸兼事務所の図

面で最も古いのは 1950 年 7月 10日で

ある。これは敷地実測図、既存建物実測

図で、設計内容を示す平面図や設備図、

矩計図等は1951 年 9月から11月中にか

けての日付になる。

　笄町の自邸兼事務所とレーモンドホー

ルは、ほぼ同時期ではあるが、レーモン

ドホールの設計の完了は、これまでレー

モンドの戦後木造建築の出発点とされて

きた自邸兼事務所に先行するのである。

　この二つは良く似ているが一方で相違

点もある。自邸兼事務所は自邸リビング

ルーム部分が、今日のレーモンド設計事

務所内にメモリアルルームとして保存され

ている。また、高崎には自邸兼事務所の

写しとして昭和 27年に建てられた旧井上

房一郎邸がある。井上房一郎はレーモン

ドとの親交の深い実業家で、群馬交響楽

団や群馬音楽センターの設立に深く関

わった。

　これらを見ると、レーモンドホールとの

違いは明らかで、レーモンドホールは部

材が太く、架構も単純であるが、自邸兼

事務所は部材が細く、軽快で軒も低い。

写真の比較では共通性が目につくが、実

見すると印象はかなり異なる。

　レーモンドホールと自邸兼事務所の相

違点を、三沢浩氏の論文「三重大学レー

モンドホールの特性を探る」によって整理

すると、次のようになる。この論文は、レー

モンドホールの存在を知った三沢氏が執

筆し、三重大学に託して下さったもので、

平成 26 年に三重大学博学連携推進室

が刊行した冊子『登録有形文化財三重大

学レーモンドホール』に掲載されている。

　自邸兼事務所の平面規模は実長 15 間

×4 間で桁行 1 間毎に柱が立ち内法は

6.5 尺であるが、レーモンドホールは14

間×5間で桁行 2間毎に柱が立ち内法を

8尺とする。南面すべてガラス戸、北面

が入口以外は窓であることは共通する。

レーモンドホール物語 ⑤
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レーモンドホール断面図
（三沢浩「三重大学レーモンドホールの特性を探る）

笄町レーモンド自邸断面図
（三沢浩「三重大学レーモンドホールの特性を探る」）

Mie University Raymond Hall Story
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であったと述べている。ついで麻布のアメ
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筆し、三重大学に託して下さったもので、
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8尺とする。南面すべてガラス戸、北面
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レーモンドホール物語 ⑤
リーダーズ・ダイジェスト東京支社（撮影者不詳、レーモンド設計事務所提供）

リーダーズ・ダイジェスト東京支社の
建築学会賞賞碑
（右レーモンド設計事務所三浦敏伸社長、
左同中川洋取締役）

メモリアルルーム（レーモンド設計事務所内） レーモンドホール 芯ずらしの建具を用いたレーモンドホール隅部

　レーモンドホールの構造は、桧丸太末

口7寸の登り梁が2間毎に桁と地棟の間

に架かり、両端では火打材で補強され、

それぞれの部材は通しボルトで緊結され

る。登り梁上には3 尺間隔で母屋丸太

があり、母屋は野地板を載せて棰木はなく、
すべてがあらわしのままで丸太材を組み

合わせた構造が見える。自邸兼事務所は

末口3寸の足場丸太のトラスで、棰木も
用いている。原始的な軸組みの柱と梁、

単純でかつ奔放であることが、「レーモン

ドホール」の基本にある。

　両者の違いは外観にも現れている。

レーモンドホールは2.5 寸勾配で、登り

梁はそのまま両側面の桁に載り、軒出は

6尺を超える。先端に横樋があり、4間

毎に太い縦樋を下ろす。一方、自邸兼事

務所では3 寸勾配、5 尺の軒出で、雨

樋はなかった。以上が三沢論文中、両者

の比較の要旨である。

　また、三沢論文では触れられていない

両者の相違点に、挟み梁がある。自邸兼

事務所では丸太を半割にして、柱を挟み

込み、通しボルトで緊結する挟み梁が用

いられている。この手法は住宅、教会を

問わず、それ以降のレーモンドの木造建

築では常用されている。挟み梁は戦前で

は昭和 8年の夏の家に例外的に見られる

が、そこでは架構を操作する手段とはなっ

ていない。その可能性が大きく拡がった

のは自邸兼事務所以降のことである。し

かし、レーモンドホールは挟み梁ではなく、

丸太材の梁を用いている。

　自邸兼事務所以降のレーモンドの木造

ではハイサイドライトを用いる、両側面で

桁の高さを変える、部分的に屋根勾配を

変えるなどの方法が用いられ、変化に富

んだ架構と空間が成し遂げられている。

これは挟み梁を用いることで、任意の位

置に束を設けることができ、架構の自由

度が著しく増加したことによるのだろう。

レーモンドホールは架構と空間が一体化

しているが、その架構はごく素朴で、こ

の方法では多様な空間を作ることは難し

い。レーモンドホールはレーモンドの木造

建築の中でも原形的な作品と位置付けら

れるのである。

　この挟み梁について、みえ木造塾の講

師としてここを訪れた内田祥哉氏からは、

丸太材の単純な接合では必要となるひか

りつけを避けることができる利点があるの

ではないかとご意見をいただいた。これ

は目から鱗だった。後にここを訪問された

藤森照信氏に内田説をご紹介すると、藤

森氏は、当時の大工であればひかりつけ

はさして苦にならないのではないか、との

お考えであった。一方で藤森氏は板床を

省略してRCの床上に直接柱がたつこと、

柱の外側にガラスの引戸を通した芯ずら

しの手法によって、流動的な空間が実現

していることに特に注目された。

　レーモンド事務所出身の内藤恒方氏は、

笄町の自邸兼事務所がガラス開口部の内

側に障子を入れているのに対し、レーモ

ンドホールには障子がないこと、レーモン

ドホールには床から梁下までが、開口と

なるのに対し、自邸兼事務所は梁下に小

壁を設けていることに注目し、レーモンド

ホールと相違する自邸兼事務所の二つの

ディテールは、いずれもレーモンドホール

設計の後に確立されたのではないかとい

う。

　レーモンドホールを訪れる建築家・建

築史家によって、その特色や位置付けも

次第に明らかになってきた。構造と内部

空間を一体化する扱いは、昭和 8年の

夏の家以降のことであるが、夏の家とレー

モンドホール、そして自邸兼事務所以降

の木造作品には大きな相違がある。レー

モンドホールは、レーモンドの木造建築

の傾向が戦前戦後で大きく変わる中で、

戦後の端緒の位置を占める作品と考えら

れるのである。

三重大学名誉教授

菅原 洋一
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地域会長就任にあたって

静岡地域会長

八木 紀彰

　この度 JIA 静岡の地域会長に就任しました八木紀彰です。昨年度に引き続きどうぞよろしくお願いします。

昨年は、JIA 静岡の財政問題の分析と予算の再構築に取り組み、結果として近年続いていた大幅な赤字を

数千円レベルにまで抑えることができました。また、新しい会員との出会い、その方々の人脈や知見を活かし

た勉強会が成功するなど、JIA 静岡の新しい流れをつくることができました。

その一方で、JIA 静岡の１割にあたる会員が退会し、いよいよ会の新陳代謝が始まりました。運営規模は縮小

しますが、私はこれを否定的に捉えてはいません。むしろ、JIA 静岡が発足から30年経ち、いつの間にかマ

ンネリ化してしまった仕組みや、惰性になってしまった部分を整理する良い機会だと受け止めています。自己

研鑽の集団なので無理して会員をつなぎとめる必要はありませんが、個々の建築家が年齢や経験を問わず、

自然体で集いやすい雰囲気を新たに作っていきたいと思います。

　私自身は、全国の地域会長の中で一番若い地域会長です。改革にあたり会運営の勉強はしますが、全て

を知りすぎる必要もないという気持ちも持って地域会長職をやっています。JIAの組織全体が行き詰まりを見

せ始めている現在、既存の組織の理論だけでなく、社会の中の自然な感覚で判断を下したいと思うからです。

　今年、JIA 静岡では会長諮問委員会として事務局改変特別委員会をつくりました。会費収入が固定経費支

出を下回る財政状況となったことを受け、会の立て直しの方策を練るためです。財産的な猶予はあと1、2年

なので、メンバーには頑張ってもらわなければなりませんが、信頼できる委員長を筆頭に、将来を考えられる

人材をあてましたので、楽しみでもあります。私の任期中にそれらの整理を進めて後任につなぎ、安心して活

動できる環境をつくっていきたいと思います。

愛知地域会長

澤村 喜久夫

　大役をお受けすることに躊躇もありましたが、建築の仕事に就いて34年、実務は若手に譲る立場になり、

JIAの先人が築いてきた社会公共に貢献する活動を継承・発展させることが社会的責任と思い、微力ですが

貢献できればと決意しました。

　愛知地域会の特徴は全国組織事務所、地元組織事務所、アトリエ系事務所など多様な建築家が集まり、

また様々な業種の協力会員が活動を応援してくださっています。この多彩な会員構成を考慮して新役員にはベ

テランから新進気鋭の方に就任していただきました。新体制での2年間よろしくお願いいたします。

　今年度の事業は、①会員自身の研鑽や会員同士の親睦・情報交換、②市民・学生・子供たちに向けた活動、

③地域会としての情報発信を柱とし、公益性、公平性をもって活動を進めていきます。

　コロナ禍を受けて、中止とせざるを得ない事業もある中で、先日（5/22）講演会『電脳設計論壇＃01』が

開催されました。オンライン方式によることで会員以外の参加者、特に学生の参加も多数あり、今後の事業

の運営方法について示唆を得るものでした。次世代育成事業として『建築教室』、大学授業『建築家のしごと』

など継続事業として取り組み、またSDGsに向かって活動する『天使の森プロジェクト』に参画し、三河の森

にみんなのトイレを造る活動を学生と一緒に行う計画です。

　組織に目を向ければ、会員の減少や高齢化による活動の縮小、建築家資格制度などの課題があり、今こ

そ会の持続可能な運営を中長期的な視点で考えていく必要があります。会の運営・活動に大きく関わる財務

について、支部とも連携をとり、この先 JIAが目指す方向を確認しながら健全化を検討します。また建築家

の働き方改革、公共事業への参加要件の緩和などについて、他団体と連携して行政と意見交換をします。

　これらの活動はJIAの理念、原点を大切にしつつ、特に若い会員が積極的に活動できる環境を創れたらと

思います。皆様のご理解とご協力、さらに積極的なご参画をお願いいたします。
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岐阜地域会長

長尾 英樹

　私は、東海支部を支える一員として、岐阜地域会としてJIA活動を積極的に運営していきたいと考えています。

本年度はJIAの岐阜地域会として、会員増強に力を入れ、他団体や若手建築家への勧誘を積極的に行う活

動に取り組み、ギリギリの人数で運営している状況を打破しようと3月までは考えていました。

　結論的には、岐阜地域会の人数が増えなければ、恐らく愛知地域会と合併もやむなしです。これが3月ま

でに資料化した事業計画案でした。

　ところが、コロナウイルスの感染拡大による影響下で、在宅を余儀なくされた結果、設計業界でも、遠隔ワー

クの仕事が多く見られるようになりました。JIAも、例えばオンライン上でメンバーも含めZOOM参加型事業

で遠隔にて海外講師例会を企画したら、少人数で交通費を省くなどメリットもあり、運営の手間を省くことが

できるのでは？等、一筋の光が見えてきたように思います。建築界の未知へのトライとして、JIA 全体としての

出力の仕方がオンラインを使うことで変わるのではないかと考えます。

　以上を踏まえて、岐阜地域会は、先ずメンバーを増やすことを目的の一つとさせて頂きますが、当初コロナ

前に作成した事業内容を、一旦見直します。遠隔事業が出来るように、会員のZOOMなどのネット環境整

備をし、想像力、発想力が活性化する遠隔体験型研修会や遠隔講師例会など、発想の転換を図り、岐阜地

域会の数人のメンバーで出来る事を模索し、事業化していこうと考えます。

　建築家の真髄の一つは知恵です。知恵を活かしきる団体であること、そして何より地方での我々の存在意

義をしっかり掴むことが大切です。

　今がチャンスと捉えて、前向きに市民に役立つJIAとして提案をしていければ、閉塞よりも広がりをみせる

活動になり、東海支部に寄与できると信じています。

三重地域会長

出口 基樹

　この度、三重地域会長に就任させていただきました。地域会長には、地域会を代表する職務と、その業務

を執行する職務があります。地域会を代表して支部役員会に出席しますので、本部や支部の事業、協議事項、

方針をしっかり把握、理解したうえで、できる限り正確に会員に報告するよう努めます。また逆に、会員の思

いや意見を、支部や本部に適確に届けることも、重要な役目と肝に命じ、しっかり務めさせていただきます。さて、

地域会の事業についてですが、三重には３本の柱があります。「アーキテクトみえ」「建築文化講演会」「建築

ウォッチング」。この３つの事業を継続進化させると共に、新しい柱になりつつある「研究・社会活動」を４本

目の柱として定着させることを目指します。なかでも「子供と建築部会」については、若い会員の関心も高く、

外部から一定の評価もいただきつつあるので、益々活発に取り組んで行くつもりです。しかし、最重要課題

は別にあります。それは、会員数の増加、とりわけ若い会員の入会促進と考えています。とはいえ、やみくも

に数を増やすことではなく、当会の趣旨を理解したうえで、積極的に活動してくれる仲間を増やしたい。それ

には、会員候補の方に直接お会いして、会のことや建築の話をし、その人となりを確認した上で、判断して

入会を薦める必要があると思います。さらに入会後においては、若い会員のやりたい事をサポートできる会で

あるべく、そのシステムを早急に構築する必要があります。今年度は、コロナ禍における感染拡大予防の観

点から、前出の事業についても、中止や縮小を余儀なくされるやも知れません。外向きの内容を内向きにせ

ざるをえないかもしれません。しかし、そんな時だからこそ、事業の継続進化のために内容を見直したり、事

業の具体的な内容を考えたり、仲間を増やしたり、そういった活動に積極的に取り組めるチャンスと言えるの

ではないでしょうか。
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2020年度通常総会　書面表決結果の報告
公益社団法人 日本建築家協会東海支部　東海支部

5月13日締め切り、書面表決結果に関し、5月15日開催しました愛知地域会役員会にて書面表決書数を確認しました。

以上、書面表決による総会成立、および、それぞれの議案は有効表決数の過半数の賛成をいただきましたので、いずれも承認されたことをご報告します。

第1号議案（2019年度事業報告承認の件）
第2号議案（2019年度収支決算承認の件）
第3号議案（2020年度役員改定承認の件）

賛成
197
196
197

反対
0
1
0

無効（押印無等）
2
2
2

2020年5月15日現在の正会員数 320名
　総会成立必要会員数（正会員数の1/5） 64名
　書面表決回答数（無効を除く） 197名

2020年5月15日　公益社団法人 日本建築家協会東海支部　支部長　矢田 義典

公益社団法人 日本建築家協会東海支部　静岡地域会

5月1日締め切り、書面表決結果に関し、５月８日開催しました静岡地域会役員会にて書面表決書数を確認しました。

以上、書面表決による総会成立、および、それぞれの議案は有効表決数の過半数の賛成をいただきましたので、いずれも承認されたことをご報告します。

第1号議案（2019年度事業報告承認の件）
第2号議案（2019年度決算報告承認の件）
第3号議案（地域会役員改選の件、新運営役員承認の件）

賛成
35
35
35

反対
0
0
0

無効（押印無等）
0
0
0

2020年3月31日現在の正会員数 54名
　総会成立必要会員数（正会員数の1/5） 11名
　書面表決回答数（無効を除く） 35名

2020年5月8日　公益社団法人 日本建築家協会東海支部 静岡地域会　地域会長　八木 紀彰

公益社団法人 日本建築家協会東海支部　愛知地域会

5月13日締め切り、書面表決結果に関し、5月15日開催しました愛知地域会役員会にて書面表決書数を確認しました。

以上、書面表決による総会成立、および、それぞれの議案は有効表決数の過半数の賛成をいただきましたので、いずれも承認されたことをご報告します。

第1号議案（2019年度事業報告承認の件）
第2号議案（2019年度収支決算承認の件）
第3号議案（2020年度役員改定承認の件）

賛成
135
135
135

反対
0
0
0

無効（押印無等）
2
2
2

2020年5月15日現在の正会員数 225名
　総会成立必要会員数（正会員数の1/5） 45名
　書面表決回答数（無効を除く） 135名

2020年5月15日　公益社団法人 日本建築家協会東海支部　愛知地域会　地域会長　吉元 学

公益社団法人 日本建築家協会東海支部　岐阜地域会

4月17日締め切り、書面表決結果に関し、4月18日開催しました静岡地域会役員会にて書面表決書数を確認しました。

以上、書面表決による総会成立、および、それぞれの議案は有効表決数の過半数の賛成をいただきましたので、いずれも承認されたことをご報告します。
第1号議案（2019年度事業報告･収支決算報告承認の件）

賛成
13

反対
0

無効（押印無等）
0

2020年3月31日現在の正会員数 14名
　総会成立必要会員数（正会員数の1/5） 3名
　書面表決回答数（無効を除く） 13名

2020年4月18日　公益社団法人 日本建築家協会東海支部　岐阜地域会　地域会長　山田 浩史

公益社団法人 日本建築家協会東海支部　三重地域会

4月21日締め切り、書面表決結果に関し、4月22日開催しました三重地域会役員会にて書面表決書数を確認しました。

以上、書面表決による総会成立、および、それぞれの議案は有効表決数の過半数の賛成をいただきましたので、いずれも承認されたことをご報告します。

第1号議案（2019年度事業報告承認の件）
第2号議案（2019年度事業収支決算承認の件）

賛成
18
17

反対
0
1

無効（押印無等）
0
0

2020年3月31日現在の正会員数 28名
　総会成立必要会員数（正会員数の1/5） 6名
　書面表決回答数（無効を除く） 18名

2020年4月23日　公益社団法人 日本建築家協会東海支部　三重地域会　地域会長　豊田 由紀美

6 ARCHITECT     2020―07



　名古屋、京都、小樽、北九州の景観
計画を契機に、まちの観察・処方を仕
事とする、まちの町医者を自認。名古
屋では都市景観基本計画を出発点に、
産業技術記念館基本計画、近代建築調
査、地区景観整備計画、景観自立地区
調査、揚輝荘調査、歴史まちづくり戦
略などを担当。同時に、白壁のまちな
み保存に向けて市職員、建築家、地元
有志と「白壁アカデミア」を結成、自主
研究講座「手の知」を担当、市内の町並
み・庭園巡りから「尾張名所図会今昔

巡り」を始め、10年で主な地区を巡り、
その後「八幡巡り」で中部～関西の八幡
を巡ったが、2018年 12月、20年に
及ぶ白壁アカデミアの活動を閉じた。
　今は商工会議所の再開発促進協議会
歴史文化都市委員会で、名古屋三大祭
と東照宮祭の本町通からくり山車行列
復活を掲げ、再び「尾張名所図会今昔
巡り」に取り組んでいる。

自作自演 239

アルパック／㈱地域計画建築研究所
名古屋事務所

尾関 利勝 （JIA 愛知）

大同大学
宇野 享 （JIA 愛知）

尾張名所図会を
片手にまちを巡る
まちの町医者

　指定管理者制度は、2003 年の地方
自治法の改正により創設された。地方
公共団体やその外郭団体に限定してい
た公共施設の管理・運営を民間事業者
に代行させることができる制度のこと
である。この制度には、民間のノウハ
ウを生かした管理・運営による住民サー
ビスの向上と、自治体の効率化を図れ
るというメリットがある。しかし、地
域に根差した意欲的な事業者ではなく、
広域の公共施設を一手に扱うような事
業者の体質には問題がある。画一化さ
れた管理・運営方針や、同種施設を数

多く扱う量的優位を盾に、設計段階の
地域住民や周辺施設からの要望は反故
にされ、施設の使用前から改修されて
しまう。問題点を改善する是正は致し
方ないが、建築や空間へのリテラシー
能力が欠けているため、どの地域でも
画一的で管理しやすい環境づくりを始
める。施設の企画立案をした中央の自
治体は、日常的に地域住民に接してい
ないため、指定管理者の能力を正確に
は評価できない。管理・運営を任せて
いる立場上、彼らの改修を止めること
もできない。これでは、長い期間をか

けて、自治体・設計者・施工者がいい
建築を目指しても全く意味がない。今
一度、指定管理者制度の質を考える必
要がある。楽器が素晴らしい奏者に出
会えば、美しい音色を奏でるように、
建築にも意欲的で先進的なオペレー
ターが必要だ。

指定管理者制度の課題

東照宮祭　からくり山車行列 尾張名所図会　広小路

上畠裏　天王祭造りもの
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　吉元前愛知地域会長のもと、『建築家＋』の第2号発刊が決まり、昨年中より編集を

進めて参りました。新型コロナウィルス感染拡大の影響をうけ、３月以降の様々なイベン

トや会議、さらには総会も取り止めになりました。編集作業もこれに漏れず、当初の発

行スケジュールから遅れていますが、創刊号発行より２年、ようやく目途が立って参りました。

もう少しだけお待ちください。

この冊子のタイトル、『建築家＋（プラス）』の意味するところは̶̶、
　そのコト、その場面に「建築家を加えて（＋）ください」という思いです。「建築家」とい

う職能をもっと地域や社会に向けて発信し、役立ててもらうことができないか？

ＪＩＡ愛知地域会では、長者町ゑびす祭りや円頓寺商店街など、様々な場所や場面をみつ

けては、まちに出て、「建築家」を発信して参りました。それにもまして、小学校や大学など、

体験や学びの場面へ出て行くことを続けて来ました。白鳳小、猪高小での紙コップや「一

寸格子」※１を使った建築教室、豊橋市での「お店をつくろう！」の工作絵画ワークショップ、

名市大・芸術工学部での「建築家の仕事」を教える連続講義などです。

　これまで行ってきた子どもたちへの取り組みのレポートから、

【建築家＋が見にいく】のコーナーでは、豊田市の山林で名城

大・安井先生と学生さんらが取り組む「ツリーハウス」制作

の現場へ。建築家のお宅に訪問して（呑みながら）の建築談

義【宅談】のコーナーでは、塩田有紀さんの自邸「あそのび

ハウス」での女性建築家たちの（とりとめのない？）建築トーク。

　今回も編集チーフは“まりべ”寺井真理さん、ツリーハウス

のコーナーを“イトサチ”伊藤幸子さんの名市大芸術工学部・

鈴木賢一ゼミご出身のお二人にお願い。子育てしながら、また、

新型ウィルスでお子さんが家に居るという状況のなかでの丁

寧なページ作り、感謝しております。皆さま、“心して”ご覧

いただきますようお願い致します。

　そして、この冊子をより多くの学校や、教育の場に届けて、

「建築家が子どもたちにできること」を考えていただけるきっか

けになったら、と思います。

　“子どもたちとの体験の場面に、もっと建築家を加えて（＋）

ください”

『建築家＋』

『建築家＋』の第 2号発行に向けて

（JIA愛知地域会）

第2号発行

第２号では、「一寸格子」を使ったワークショップをモチーフに、棒状の線とそ
れをつかむ３本の腕が表現された表紙デザインとなりました。ステキなイラストは、
創刊号に続き、ほりはたまおさん（名市大・芸術工学部卒）、レイアウトなど
のデザインを㈱広瀬企画・永田裕二さんにご担当いただきました。

建築家にひと言いただく、【建築家に聞きました】の
コーナー
今回のテーマは、「建築家の仕事・役割とは？」六
鹿会長はじめ大御所（？）から若手（？）まで、2019
年 9月の円頓寺「けんちくかフェス」で聞きました。

【第 2号表紙デザイン】

【建築家スナップ】

写真提供：都市造形研究所

創刊号では、開発めまぐるしい名古屋駅前エリアの新旧建築を、設計者インタビューを交
えて特集。表紙は、先頃亡くなられました伊井伸氏（都市造形研究所）設計の名駅前の
モニュメント「飛翔」をモチーフに。氏のインタビューも貴重なものとなりました。
改めて、ご冥福をお祈りいたします。

完成当時（1989年）の
モニュメント「飛翔」の夜景。
背景に「旧・大名古屋ビルヂ
ング」。

【創刊号表紙】 【伊井さんのインタビュー風景】 【飛翔　夜景】

【猪高小建築教室】

※１「一寸格子」は、県産杉間伐材＝一
寸（３㎝）角×長さ６尺（1.8ｍ）と３尺（90
㎝）２種類の材料を使って空間を構成す
るワークショップ。接合部分は、ゴムバン
ドを使います。事前に割りばしで模型を
作成し、本番へ。写真は、2019年度に
行われた猪高小（名古屋市名東区）で
の建築教室での様子。岐阜地域会から
もご参加いただきました。

一級建築士事務所 建築クロノ

黒野 有一郎（JIA 愛知）

　「やきもののまち」として知られる瀬戸市、
その中央を東西に流れる瀬戸川の北側の
丘陵地の南端に旧久米邸は位置している。
資料によると、明治・大正期、瀬戸の窯
業の発展に大きく貢献したのは海外輸出で
あり、明治 6年（1873）にオーストリアの
ウィーンで開催された万国博覧会に瀬戸か
らも出品、川本枡吉（初代）が賞を受賞、
その後も博覧会に積極的に出品するなどし
た近代の窯屋であったと言われる。その窯
屋の一つ、川本枡吉の 2代目の別邸とし
て明治 41年（1908）に建てられたのがこ
の建物である。戦後、陶生病院の眼科医
であった久米逸郎氏がこの建物を購入、
一部を改造し、昭和 23年に医院を開業、
昭和 55年に閉院、平成 16年に町起こし
の観点からお店などに再利用して今に至る。
　敷地は道路から一段と高く、南に下る

傾斜地にある。東側に門を構え、敷地中
央に南面して主屋が建ち、奥に2連の土蔵、
奥座敷（離れ）を配す。平らな部分が少な
い敷地をうまく利用した建物配置になって
いる。主屋は木造2階建て、寄棟造、桟瓦葺。
間取りは南側ほぼ中央に玄関、西側に南、
西に縁側を廻す座敷。東側にプライベート
な 2室、奥に3室と6間取り形式。玄関
は農家のような通り土間形式でなく、式台
を思わせる造り、瀟洒な座敷と合わせて、
窯屋さんの接客に重点を置いた空間造り
のように思われます。
　現在お孫さんが、町や地域、商店街の
人たちと建物を守ろうと積極的に共同され
ています。当時の眼科医院の雰囲気をより
再現していただけると、訪れる人そして建
物の価値を高めることになるのではないで
しょうか。
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