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表紙：服部高志（HATTORI DESIGN）

服部 高志（JIA愛知）

HATTORI DESIGN

イタリアといえば、世界遺産、ファッション、音楽、高級車、サッカー、いろいろあり

ますが「料理」を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。味はもちろん、世界中

で愛されるその根底は「おもてなしの心」。家具ブランドPoliform（ポリフォルム）社

には、一流シェフによるビストロがあります。お客様にだけでなく、日々 汗を流す従業

員への会社からのおもてなし。働き方は変化しても変わらない大切なものを感じます。

ARCHITECT

CONTENTS

「おもてなしのビストロ」
表
紙
シ
リ
ー
ズ

9

イ
タ
リ
ア
生
活
に
見
る

デ
ザ
イ
ン
と
建
築

■静岡地域会
・12/11 静岡地域会拡大役員会の開催（WEB同時開催）
・12/11 第 1回 JIA塾（WEB同時開催）

■愛知地域会
・12/2 講演会『「登録建築家」これからの建築家資格制度を考える』

（オンライン方式）

■岐阜地域会
・未定

■三重地域会
・12/11 第 6回役員会（三重県総合文化センター）

第5回例会、会員研修：環境セミナー（三重県総合文化センター）
※講師は Zoom

B ulletin  B oard

JIA愛知・大学特別委員会主催の名古屋市立大学芸術工学部 2020年度後期授
業「建築家の仕事」がコロナ感染予防対策によりオンラインにて毎週金曜日開催し
ます。JIA会員も聴講出来るようご配慮頂きました。
それぞれの会員が日々取組んでいる仕事や、学生への未来に向けてのエールなど、
普段、会の活動だけでは見えない、会員の仕事や取り組みを知る良い機会になる
と思います。

名古屋市立大学授業「建築家の仕事」
講 演 会

各回金曜日 10:40~12:00 zoomによるオンライン授業
聴 講 方 法 https://us02web.zoom.us/j/4224364275

パスワード : 4C5dPx
聴講希望者は、各回ごとに鈴木賢一先生へご一報願います。

 ken@sda.nagoya-cu.ac.jp まで

12月 4日 講　師　宇佐美寛
テーマ ハウスメーカーや設計事務所を通じて感じたこと。
内　容　ハウスメーカーと設計事務所との違いや、
　　　　中間領域や緑化について

12月 11日 講　師　金山美登利　林希代子     
テーマ　構造事務所の活動
内　容　意匠、構造、施工業者とのコラボレ-ション

12月 18日 講　師　柳澤力
テーマ サバイバル デザイン アーキテクチャー
内　容　これからの建築がどうあればよいか。
　　　　少子化／環境／大災害／法改正／情報化 etc.

1月 8日 講　師　近藤万記子　森哲哉
テーマ アトリエ事務所の持続可能性　経験と建築
内　容　アトリエ事務所のありようについて。
　　　　経験を通して時を超えて繋がる建築環境について。

1月 8日 講　師　担当講師全員
テーマ まとめ
内　容 「建築家の仕事」受講後、学生からのプレゼンテーション
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１、大規模なコミュニティスクール設置は
「街づくり」
　Abraham Moss Center 等の大規模な

コミュニティスクール設置の教育的な意味

を前回述べたが、実は設置は政府及び自

治体等による「街づくり」である。街はそ

の時代の経済等の影響を受けて盛衰し、

衰えた地区は当然商店街等も衰え、貧困

や犯罪等が発生し問題な地区となる。政

府及び自治体等はそれを防ぐため商店街

等の再開発や大規模なコミュニティスクー

ルの設置によって地域の活性化を図って

来た。

２、大規模なコミュニティスクールの分棟
型モデルーVictoria Center Crew
　大規模なコミュニティスクールは、その

機能の豊富さにより地域住民の広範な

ニーズに応え、街の活性化の役割を果た

した。しかし大規模施設を朝から夜まで

利用者が多くても少なくても開館し、職

員と照明と暖冷房等を稼働させる。その

維持管理費は膨大である。その結果、政

府の建築部門と州や市等の建築部門は、

協働で大規模分棟型のプロジェクトを立

ち上げた。それが Victoria Center Crew 

の計画である。

・分棟による再構成は新たな創造、分棟
と言ってもただ分割すれば良いのではなく、

それは新たな創造である。

・学校としての適切な分棟、コミュニティ
スクールは、平日の午前と午後の一定時

刻までは学校として機能するので、下手

な分割は学生の不要な動きを多くするだ

けである。それを抑制するには各学年と

クラスの曜日毎の時間割を調整して各ク

ラスの棟滞在率を多くする事と移動を減

らす効果がある教科の分割と再編を行い

各棟の諸室を構成する。

・地域施設としての適切な分棟、住民の
学習活動のニーズを適切に分析し、最も

平日と土・日にニーズの高い諸室を同じ

棟に集中させる。しかし時間の経過によ

るニーズの変化もあり、それを読み込む

のはかなり至難な作業になる。

・Victoria Center Crew の分棟と諸室
の構成、各棟とも共通に食堂と厨房を持
ち、食事の移動を無くしている。ニューディ

ゲート（Ｎ）は開放の音楽・木工・金工・

英・米のコミュニティスクール

１００年間の変化 No.3
分棟による大規模センターの維持費縮減
分棟による新しい街の創造
スケール分割と機能相互の干渉防ぐ

メレディス棟、手前にショッピングセンター

オークレイ棟、玄関はメレディスに向いている

ニューディゲート棟受付、各棟に受付がある

右の建物が Stantonbury Campus School

Milton Keynes Newtownショッピングセンター

連載全 6回予定

図 1、3棟で構成される Victoria Center Crew
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設計、非開放の数学・物理・商業等、２

番目のオークレイ（Ｏ）は開放の体育、非

開放の科学・語学・社会等、３番目のメ

レディス（Ｍ）は開放のドラマ・図書・工芸・

美術・家庭・非開放の英語等で構成さ

れている。開放では芸術はＮが音楽でＭ

が工芸と美術、Ｎが木工・金工にＭが家政、

非開放はＮの物理にＯの科学、Ｏの語学に

Ｍの英語のように同系統の科目を分散し、

移動の少ない時間割作成を可能としている。

３、コミュニティスクールの分棟設置で
Newtown 中心街の創造
　英国のニュータウンでは珍しい近代的

なデザインの街と言われるMilton 

Keynes Newtown。中心の商店街は別に

あるが、新しいこの町の新旧又は新住民

の活発な交流の場として、この町の顔づ

くりとしてコミニティスクールである

Stantonbury Campus School が計画され、

図 2のように学校はHall と呼ぶ５つのミ

ニスクールで構成し（図面では内２Hall）、

ミニスクールはレジャーセンター等の建物

と隣接又は複合し、学校の１階を開放し、

２階はつなげて非開放としている。

・分棟施設の共有と共用、Campus 
School は大規模でも地域住民が利用し

易く、施設群が効果的に機能するように、

①リソースセンター（情報等）と劇場を各

施設が面積を出し合って造り、相互に重

複する室を設けない。②相互利用を前提

に各施設が機能を高度化する。③施設が

大規模化し、集中する事でより魅力的な

人材を配置できる。④施設相互の協働に

より教材の共同開発、共同作業と交流（職

員発展センター）を行う。これは職員相

互に刺激となる。

・一元的な管理運営、多くの複合的な機
能が一体的なキャンパスとして機能するよ

うに、州と市等の異なる自治体の複合施

設にも関わらず、全体をディレクターが

管理・統括する一元的な運営・管理を

導入している。

・中心商店街の買い物帰りの利用から住
民同士の交流を期待、前述し写真も掲載
の中心のショッピングセンターは別にあり、

Newtown という事で、新旧又は新住民

同士の交流が無い中で、買い物帰りに

Campus School に立ち寄って活動し、住

民同士のつながりが生まれる事が期待さ

れている。

４、大屋根の下に９ブロックの分棟で、
授業時間中でも学校が使用中でない諸室
は 地 域 が 利 用 出 来 る Fort Hill 
Community School & Center
・３施設の複合施設を９ブロックに配置
この施設は１１－１５才の総合制中等学校＋

16才のSixth Form、コミュニティセンター、

ファミリーセンターの複合施設で、それら

を学習内容に応じた９ブロックの分棟にし

ている。

・分棟にすることで各ブロックの活動の
特性を生かした配置が可能、施設の中央
に中庭があり、その中央に図書ブロック、

正面入口の右横に管理・スポーツブロック、

左に食堂・演劇の社交ブロック、その左

に上級学年ブロック、その奥にアートブ

ロック、実習ブロック、管理の奥に低学

年ブロックと音楽ブロックがある。このブ

ロック配置は正面入口から入って、コミュ

ニティの利用が多い中央の図書と食堂、

スポーツブロックが近い所にあり、また音

のする音楽と活動的なスポーツホールは

外側に位置させている。低学年は管理の

後ろで管理が人の出入りをチェック出来

る配置である。

・授業時間中の活動相互の干渉を減らす、
ブロック相互に必要な距離を離すことで、

学校の各教科の授業や授業時間中の学

校と地域の相互の活動の干渉を少なくす

ることが出来る。これは学校が使用中で

ない諸室を地域が利用出来る仕組みを成

立させるためにも、ブロック相互だけでな

くブロック内でも適切な距離が必要である。

５、まとめ
　大規模なコミュニティスクールの提供に

より、幼児から高齢者までの全世代の学

習活動が提供された。次の時代のコミュ

ニティスクールとして、その分棟化により

設置の継続を可能とし、更に新しいまち

づくりや周辺環境のデザインとの調和と

諸室間の距離に配慮した計画手法にもつ

ながった。

豊橋技術科学大学名誉教授

渡邉 昭彦

図 2、Stantonbury Campus School

図 4、Fort Hill Community School & Center

図 3、 Fort Hill Community
 School & Center

配置図
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新型コロナウイルス感染症拡大の影響について、自由にお書きください。
「今後への思い」「新しい生活」「建築の取り組み」「今後 JIAがどうあるべきか」など

Q7

────────────────────────────────────────────────────────────────
•建設業界への影響は今のところ少ないように感じていますが、この先どのような状況になるか注視しています。影響は避けられないだろうと思って
いるので、この先どのように仕事をすべきか真剣に考えています。ただ、リモートワークが定着したことは非常にありがたい。事務所、家、好きな
ところで仕事ができています。家族と向かい合う時間が増え、子供のことや夫婦のことを真剣に考えるようになりました。学校の勉強など少し疑
問に思うことが多くなり、また非常勤で勤めている大学もコロナの影響は避けられず、今後は教育の仕組みも大きく変化するだろうと想像していま
す。またBIMを導入することにしましたが、BIMも建築業界に大きな変革をもたらすように感じます。それは良い方向だろうと期待をしています
が、本当にそうかは取り組んでみないとわかりません。今後は建築だけを考えていてはダメなように感じているので、その他のことに積極的に関わっ
ていきたい。例えば SDGｓや教育などは良い例かもしれませんが、原発や環境問題、災害、人権問題など今まで建築家が曖昧にしていた部分に
も本当は積極的に関わるべきではないかと感じています。広い意味では政治的な活動も必要ではないかと思います。JIAに関してはコロナの影響
で会員との直接の接触が減ったのですが、今までを振り返ると少しスマートに活動ができているように感じています。今までが悪いわけではないが、
現状の進め方でも十分に感じています。ただ、事業や研修などリモートでは補えない部分、特に教育（こどもの建築など）などは今後のあり方を
十分に検討する必要があると思います。そういう意味ではあまり参加できませんでしたが、愛知地域会が進めている「建築家 + vol.2」は少し先見
の明があるように感じていますし、東海支部には「ARCHITECT」があるので上手に利用するべきではないでしょうか。会議や委員会は今まで負担
も大きかったので現在の在り方で十分だと感じています。なかなか終息が見込めない状況ですが、やはり早く会員のみなさんにお会いしたいですね。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•新しい生活に変わりたくはないが、ある程度 IT系の方面では変化が加速すると思う。しかし、コミュニケーションの手法が一気に変化するとは思えず、
元に戻ることが大半だと考える。JIAとしてはリアル（対面）とオンライン（対面とはいえない）をうまくミックスしてイベントや会議を行うことが望
まれる。リアルとオンラインが選択できるイメージ。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•今回の経験を生かしてテレワークをできるだけ多く活用をし、スタッフの通勤時間、交通費などの負担を減らしていきたい。住宅設計において、テ
レワークができる空間を確保するような提案が必要になる。JIAにおいても様々な会議は、WEB会議を活用して、交通費、時間の負担を減らすべ
きである。CPD講習は、全国で開催している講義をWEBで公開し、視聴できる機会を増やして頂きたい。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•設計業においても、テレワークや ZOOM会議等の手法は大変有効ですが、対面で話すから汲み取れる意図、現地だから感じ取れる感覚、と言っ
た大切なものがどうなっていくのか不安に感じます。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•今後、益々ネット等を使った取り組みが進んで行くのではないでしょうか。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•新型コロナが発生していなくても、新しい生活様式は、時代に求められていたような気がします。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•業務合理化、IT活用の遅れを取り戻す絶好の機会を得たと解釈する。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•生活様式の変化により建築物への仕様がどのように影響を受けるのか。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•経済落ち込みによる業務への影響が心配
────────────────────────────────────────────────────────────────
•コロナウィルスの感染が無くなる事は考えづらい。今後は最大限感染リスクを考慮する。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•新しい業務スタイルへの変革、これを機にテレワークの充実とWEB会議を活用した新しい会議スタイルの定着。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•ウィズコロナがニューノーマルとなるため、早くその流れに対応できる環境対応能力が必要です。まずは進めつつあるリモートを深耕させ、疎遠に
なりがちな状況を打破し、結束して対応することが必要と考えます。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•終息するのにあと 1年なのか 2年なのか。その間は経済格差が益々広がり混乱した世相になると思われます。様々なことが急激に変わろうとして
います。どのような幸福な未来を見据えて今を考えていくのでしょう。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•生活・仕事のONOFFのスタイルが変化することは必須。その対応。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•早い通常の日常を願う。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•WEB会議や Zoom会議等、リモートでの種々の催し物の開催を検討することも増えていくのでは。例えばリモートでの現場見学会も考えられる。

JIAの認知度を拡げる為には大いに役立つのでは・・・。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•ある意味で今がチャンスと考え、今後の行動に活かす。 （中村久 /JIA三重）
────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────
•会員様に対し、メールマガジンの一斉送信を希望（例：感染症対策建材など） （協力会員 /JIA静岡）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•法人協力会として活動をしておりますが、コロナ禍において正会員様と法人協力会をつなぎ、関係を強化する企画（通常年の）ができていない。コ
ロナ禍でも可能な新しい企画イベントを相互に協力して検討するべきではないでしょうか？  （久米任弘 /協力会員 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•WEBでの情報伝達の拡充 （協力会員 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•働き方、生活のあり方をコロナウィルスが続くことを前提に見直していく必要がありますが、簡単には対応できない事も多く少しずつ変化させていっ
ております。直接会って話しをしないと心が通じない事もあり、それをどう変えていくか重要な課題であると思います。 （協力会員 /JIA三重）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•今回の件でリモートが急速に普及し、これまで不変のことと思われた対面での様々な行いが効率化されてきていると思います。これは手紙→電話
→FAX→メールに続く新たな意思疎通・伝達方法で、これにより可能な仕事の在り方、新たな建築のカタチが生まれてくる可能性があると感じま
す。一方で、例えば今でも手紙の良さや意義を誰もが感じるように、対面での議論や現実に人の手で作られる建築を、より意義深く感じて行動で
きるようになっていくと良いなと思います。様々な団体活動の組織運営はWEB空間を利用してより効率化し、外部へはWEB空間を併用しつつも、
今まで以上に現実空間を介した対面で行うことの意義を感じられるような活動を行っていくべきだと思います。 （中澤賢一 /JIA愛知）

────────────────────────────────────────────────────────────────
•無駄な出張などがなくなり、時間が有効に使えるようになった反面、人との関係が希薄になった気がします。活動が制限されるのではなく、距離
を超えたコミュニケーションがより活性化したと言えるように行動していきたいと感じました。 （大橋康孝 /JIA静岡）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•リモート会議の実行で効率性・利便性を感じて、実際に会うことがなくてもよいかと思うことも多いと思います。これまで合理化・機能重視で「も
の」の持っていた雰囲気のよさ・趣深さなどを、日常として感じることが難しくなってきました。それと同じように人と人の間にも起こるのではないか、
さらに五感をもって感じる経験が少なくなっていくのではと心配です。安全にリアルを経験する機会をより多く作ることが必要と思います。

 （服部昌也 /JIA三重）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•ビデオでの研修会などの機会が増え、関東で開催された講演会を聞くことができるなど、かえっていろいろな勉強ができるようになったことは、メ
リットと感じている。テレワーク、オンライン会議も普及していくと、都市と地方の格差がなくなることが現実になるように思う。JIAでも他支部の
会員との交流もしやすくなり、内容によっては地域の枠を越えた活動も進むのではないかと思う。ただ、直接会ったことのない人同士ではやはり信
頼関係を築くのは難しいと思うので、まずは東海支部内の地域会を越えた交流くらいから広げていければよいのではないか。例えば、各地域会の
各種委員会を東海支部の全体に広げても、通常の会議はリモートなら参加も無理なくできるようになるだろうから、参加者も増え、活動も活発に
なるかもしれない。 （川本直義 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────

（順不同）

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大の影響について」
アンケート調査報告 ❸

11月号の続きです。
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────────────────────────────────────────────────────────────────
•建設業界への影響は今のところ少ないように感じていますが、この先どのような状況になるか注視しています。影響は避けられないだろうと思って
いるので、この先どのように仕事をすべきか真剣に考えています。ただ、リモートワークが定着したことは非常にありがたい。事務所、家、好きな
ところで仕事ができています。家族と向かい合う時間が増え、子供のことや夫婦のことを真剣に考えるようになりました。学校の勉強など少し疑
問に思うことが多くなり、また非常勤で勤めている大学もコロナの影響は避けられず、今後は教育の仕組みも大きく変化するだろうと想像していま
す。またBIMを導入することにしましたが、BIMも建築業界に大きな変革をもたらすように感じます。それは良い方向だろうと期待をしています
が、本当にそうかは取り組んでみないとわかりません。今後は建築だけを考えていてはダメなように感じているので、その他のことに積極的に関わっ
ていきたい。例えば SDGｓや教育などは良い例かもしれませんが、原発や環境問題、災害、人権問題など今まで建築家が曖昧にしていた部分に
も本当は積極的に関わるべきではないかと感じています。広い意味では政治的な活動も必要ではないかと思います。JIAに関してはコロナの影響
で会員との直接の接触が減ったのですが、今までを振り返ると少しスマートに活動ができているように感じています。今までが悪いわけではないが、
現状の進め方でも十分に感じています。ただ、事業や研修などリモートでは補えない部分、特に教育（こどもの建築など）などは今後のあり方を
十分に検討する必要があると思います。そういう意味ではあまり参加できませんでしたが、愛知地域会が進めている「建築家 + vol.2」は少し先見
の明があるように感じていますし、東海支部には「ARCHITECT」があるので上手に利用するべきではないでしょうか。会議や委員会は今まで負担
も大きかったので現在の在り方で十分だと感じています。なかなか終息が見込めない状況ですが、やはり早く会員のみなさんにお会いしたいですね。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•新しい生活に変わりたくはないが、ある程度 IT系の方面では変化が加速すると思う。しかし、コミュニケーションの手法が一気に変化するとは思えず、
元に戻ることが大半だと考える。JIAとしてはリアル（対面）とオンライン（対面とはいえない）をうまくミックスしてイベントや会議を行うことが望
まれる。リアルとオンラインが選択できるイメージ。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•今回の経験を生かしてテレワークをできるだけ多く活用をし、スタッフの通勤時間、交通費などの負担を減らしていきたい。住宅設計において、テ
レワークができる空間を確保するような提案が必要になる。JIAにおいても様々な会議は、WEB会議を活用して、交通費、時間の負担を減らすべ
きである。CPD講習は、全国で開催している講義をWEBで公開し、視聴できる機会を増やして頂きたい。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•設計業においても、テレワークや ZOOM会議等の手法は大変有効ですが、対面で話すから汲み取れる意図、現地だから感じ取れる感覚、と言っ
た大切なものがどうなっていくのか不安に感じます。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•今後、益々ネット等を使った取り組みが進んで行くのではないでしょうか。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•新型コロナが発生していなくても、新しい生活様式は、時代に求められていたような気がします。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•業務合理化、IT活用の遅れを取り戻す絶好の機会を得たと解釈する。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•生活様式の変化により建築物への仕様がどのように影響を受けるのか。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•経済落ち込みによる業務への影響が心配
────────────────────────────────────────────────────────────────
•コロナウィルスの感染が無くなる事は考えづらい。今後は最大限感染リスクを考慮する。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•新しい業務スタイルへの変革、これを機にテレワークの充実とWEB会議を活用した新しい会議スタイルの定着。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•ウィズコロナがニューノーマルとなるため、早くその流れに対応できる環境対応能力が必要です。まずは進めつつあるリモートを深耕させ、疎遠に
なりがちな状況を打破し、結束して対応することが必要と考えます。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•終息するのにあと 1年なのか 2年なのか。その間は経済格差が益々広がり混乱した世相になると思われます。様々なことが急激に変わろうとして
います。どのような幸福な未来を見据えて今を考えていくのでしょう。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•生活・仕事のONOFFのスタイルが変化することは必須。その対応。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•早い通常の日常を願う。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•WEB会議や Zoom会議等、リモートでの種々の催し物の開催を検討することも増えていくのでは。例えばリモートでの現場見学会も考えられる。

JIAの認知度を拡げる為には大いに役立つのでは・・・。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•ある意味で今がチャンスと考え、今後の行動に活かす。 （中村久 /JIA三重）
────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────
•会員様に対し、メールマガジンの一斉送信を希望（例：感染症対策建材など） （協力会員 /JIA静岡）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•法人協力会として活動をしておりますが、コロナ禍において正会員様と法人協力会をつなぎ、関係を強化する企画（通常年の）ができていない。コ
ロナ禍でも可能な新しい企画イベントを相互に協力して検討するべきではないでしょうか？  （久米任弘 /協力会員 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•WEBでの情報伝達の拡充 （協力会員 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•働き方、生活のあり方をコロナウィルスが続くことを前提に見直していく必要がありますが、簡単には対応できない事も多く少しずつ変化させていっ
ております。直接会って話しをしないと心が通じない事もあり、それをどう変えていくか重要な課題であると思います。 （協力会員 /JIA三重）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•今回の件でリモートが急速に普及し、これまで不変のことと思われた対面での様々な行いが効率化されてきていると思います。これは手紙→電話
→FAX→メールに続く新たな意思疎通・伝達方法で、これにより可能な仕事の在り方、新たな建築のカタチが生まれてくる可能性があると感じま
す。一方で、例えば今でも手紙の良さや意義を誰もが感じるように、対面での議論や現実に人の手で作られる建築を、より意義深く感じて行動で
きるようになっていくと良いなと思います。様々な団体活動の組織運営はWEB空間を利用してより効率化し、外部へはWEB空間を併用しつつも、
今まで以上に現実空間を介した対面で行うことの意義を感じられるような活動を行っていくべきだと思います。 （中澤賢一 /JIA愛知）

────────────────────────────────────────────────────────────────
•無駄な出張などがなくなり、時間が有効に使えるようになった反面、人との関係が希薄になった気がします。活動が制限されるのではなく、距離
を超えたコミュニケーションがより活性化したと言えるように行動していきたいと感じました。 （大橋康孝 /JIA静岡）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•リモート会議の実行で効率性・利便性を感じて、実際に会うことがなくてもよいかと思うことも多いと思います。これまで合理化・機能重視で「も
の」の持っていた雰囲気のよさ・趣深さなどを、日常として感じることが難しくなってきました。それと同じように人と人の間にも起こるのではないか、
さらに五感をもって感じる経験が少なくなっていくのではと心配です。安全にリアルを経験する機会をより多く作ることが必要と思います。

 （服部昌也 /JIA三重）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•ビデオでの研修会などの機会が増え、関東で開催された講演会を聞くことができるなど、かえっていろいろな勉強ができるようになったことは、メ
リットと感じている。テレワーク、オンライン会議も普及していくと、都市と地方の格差がなくなることが現実になるように思う。JIAでも他支部の
会員との交流もしやすくなり、内容によっては地域の枠を越えた活動も進むのではないかと思う。ただ、直接会ったことのない人同士ではやはり信
頼関係を築くのは難しいと思うので、まずは東海支部内の地域会を越えた交流くらいから広げていければよいのではないか。例えば、各地域会の
各種委員会を東海支部の全体に広げても、通常の会議はリモートなら参加も無理なくできるようになるだろうから、参加者も増え、活動も活発に
なるかもしれない。 （川本直義 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────

㈱伊藤建築設計事務所

JIA東海支部会報委員会 委員長
川本 直義 （JIA愛知）

アンケートまとめ

　コロナ禍についてのアンケート結果は、10～ 12月号に分けて掲載しました。会員の皆様は、報道等で推奨されているような感染対策
をとりながら工夫して仕事をされている様子がわかりました。しかし、従来対面で行っていた顧客への対応にはかなり影響があったようです。
今後の JIAのあり方については、webの活用を前向きに取り組み、効率的な組織運営を図るべきだとの意見が多く見られました。距離を
超えたコミュニケーションへの期待もあります。全国で開催されている講義などを視聴できる機会が増えていくことを歓迎する声もあります。
一方、実際に対面することも大切にしたいとの意見もあり、リアル（対面）とオンラインのバランスを考えていくことが課題といえるでしょう。

アンケート調査を実施して
　今回のアンケートは、コロナ禍で、外出自粛が呼びかけられ、直接会う機会が少なくなったことから、他の人はどうしているか、仕事は
出来ているのだろうかと素朴な知りたい気持ちがあると聞き、ARCHITECTの編集会議では、7月号で会員からのメッセージを募集しました。
しかし、メッセージ募集はしたものの、なかなか執筆し送ってくれないのは、今までの経験からもわかっていたので、アンケート調査という
形であればメッセージを書いていただけるだろうという思惑から、自由記入欄を大きくし、8月末の締め切りで募集しました。予想通り、
多くのメッセージ・意見が集まりました。ありがとうございました。
　振り返ると、新型コロナ感染拡大の第 1波が収束しかけた時に企画したのですが、アンケート調査は第 2波の時に回答してもらうこと
になり、その後、収束しかけたように思えましたが、冬を迎え、また感染拡大の大きな波が来ています。
　コロナ禍の JIA活動についての連続記事は今月号で終わりにする予定ですが、コロナとの付き合いはまだまだ続きそうです。皆様も体
調に気を付けて活動してください。
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　愛知地域会の研修委員会では「電脳設

計論壇」という講演会シリーズを企画し、

デジタル・デザインの識者にリモート講

演頂いている。ここでは、9月18日に行

われた桑山優樹氏の講演会について報告

する。

VR／AR／MR ＝ xRと桑山氏
　90 年代の中頃、既にゲームの世界に

はプレイヤーの動きを追ってなめらかに動

く三次元の空間があった。また、ゲーム

センターでは「バーチャファイター」という

ゲームが人気を博し、最新の研究という

触れ込みの「仮想現実」という言葉がも

てはやされていた。当時大学生だった筆

者はゲームを遊びながら、どうしてこれら

が建築の世界ではできないのだろう、と

不思議に思いつつも、こういう技術がい

ずれ建築にも普及してくるんだろうなと漠

然と感じていた。

　技術革新に一定の確実性を必要とする

ため、いきおい保守的にならざるをえな

い建築設計の世界においても、ようやく

建築ビジュアライゼーションの業界を中心

に「xR」、すなわちVR（仮想現実）／

AR（拡張現実）／MR（複合現実）といっ

た「新しいリアリティ」の波が押し寄せて

きている。特にこの秋は、Facebook や

Appleといった有名企業も次々と xR 関連

の機能を搭載した機器を発売しており、

世界的にこの技術に対する注目度が増し

ている。そこで、今回の「論壇」では熱

量を増しつつあるxRについて、桑山優

樹氏をお招きしてお話をうかがうことに

した。

　桑山氏の経歴が異色なところは、「瓦

屋さん」でありながら、同時にVR / AR

関連の開発を行うディベロッパーであるこ

とだろう。歴史的な建築物を扱うことが

多い瓦屋の業務と先端的な技術がどのよ

うに組み合わされているのかは興味ある

ところだ。

「瓦屋」と新技術
　桑山氏は、高校卒業後に家業の瓦屋

を手伝っていた。すでに瓦の世界にも

CADが導入されつつあったが、当時のソ

フトウェアは複雑な瓦の構成を表現でき

ず、満足な資料を作れるようなものでは

なかったという。その後、桑山氏は専門

学校に入学し、BIMを用いて伝統建築を

デジタル空間内に作り上げる方法を学ぶ。

卒業制作では、残された数枚の写真から、

伊勢の古市街道にかつて建っていた「大

安旅館」をデジタル空間に再現している。

成果物の形式はCGムービーとARであり、

とくにARについては比較的早い段階で

の試みといえるだろう。    

　「かつてここにあった建築物」を AR 

/VR 空間に再現することは、桑山氏のラ

イフ・ワークともなっており、現在は三重

県名張市に飛鳥時代から平安時代にかけ

て存在した古代寺院「夏見廃寺」を再現

する活動を行っている。今となっては基壇

と礎石を残すのみの遺跡だが、iPhoneの

ディスプレイを通すと深紅の伽藍が立ちな

らぶさまを見ることができる。実際の伽藍

は建てるのには巨額の予算が必要になる

が、デジタル空間であればその何十分の

１の予算で再現が可能であり、さらにオリ

ジナルの遺跡も守られる。なにかと経済

効果が問われる現在において、地方都市

に残された観光資源を掘り出す新たな方

法であるように思う。

　桑山氏が現在取り組んでいることの一

つが、複数の人間によるＶＲ上のコミュニ

ケーションを円滑化するツール「双方向視

覚共有ＶＲ」の開発である。HMD（ヘッド・

マウント・ディスプレイ）を被った顧客と

ともに、オペレーターが空間に入り、見

る方向を誘導してゆくことができるという。

VR空間に不慣れな顧客相手にプレゼン

する時にもってこいのシステムといえよう。

体験するＶＲ
　講演会の企画段階で、xRの話をさん

ざん聞いた後に、実際に体験しないのは

片手落ちだろうと企画したのが第 2部の

「Cluster 体験会」だ。企画側が 3Dモデ

ルを持ち寄り、 Web サービス「Cluster」

の中にちりばめ、参加者に体験してもら

おうというコーナーである。桑山氏には

前述の「夏見廃寺」を、企画に協力して

くれている山上氏にはご自身の住宅作品

の3Dモデルを提供いただき、また私は

現在取り組んでいる寺院建築のモデルを

提供した。

　デジタル空間に出現した「現在存在し

ていない建物」、「施主の事情で公開でき

ない建物」、「まだ完成していない建物」

を巡りながら、制作者自らがみっちり解

説する濃厚なオープンハウスとなった。

　ＪＩＡでも、会員の作品を散りばめた住

宅展示場のようなワールドを作り、世間

に公開するのはどうだろうか？などと考

えた。

JIA 愛知発 研修委員会

xRがもたらす新しい視覚
#03桑山優樹 氏

桑山優樹 氏

「双方向視覚共有ＶＲ」のプレゼンテーション 2部「Cluster体験会」での「夏見廃寺」のモデル 零三工作室
東福 大輔 （JIA 愛知）
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リレートークコロナ禍に想う

　僕たちが慣れ親しんだ「20世紀」の西
洋文明中心の価値観が 2011.3.11の東日
本大震災で大きく揺らぎました。そして、
今回の新型コロナウイルスの大流行によっ
てとどめを刺されました。「時代」は本格
的に「21世紀」になったのでしょう。しかし、
コロナ禍に関係なく世界の全てが経済の指
標で計られ、最適化され、浸食される。
その裏ではルールよりも力のあるものが勝
つ「弱肉強食」の社会に変化していました。
このような「世界」の状況をそのままに、
若い人にも希望の持てる「アフターコロナ
の世界」は見通せるのか？話が大きくなり
そうなので「アフターコロナの JIA愛知」
に絞って考えようと思います。
　バブル経済の弾けた後の 1992年に設
計事務所を 3人で立ち上げました。その
時は「今よりは景気は悪くはならないだろ
う。捨てる神あれば拾う神あり」というよ
うな甘い見通しでした。実際に少しづつ住
宅の仕事を頂けるようになり、スタッフも
増えました。28年間で 300棟近い建築を
完成させていますが、近年では集合住宅
や医療施設、保育園などが仕事の中心と
なりました。新築住宅の依頼は減少し、リ
ノベーションが増加し、依頼物件は時代と
共に変わっています。これからも設計事務
所の在り方や、スタッフの働き方も変化し
ていくことが想像できます。僕たちが大学
の建築学科を出た頃は、就職先にハウス
メーカーを希望する学生は少数だったと思

います。（今とは隔世の感がありますが）
独立した頃もハウスメーカーがライバルに
なるとは思いませんでした。現在では医療
や集合住宅など一般建築の分野でもハウ
スメーカーの進出は目覚ましく、また若い
住宅取得世代は収入の増加が期待薄で、
ハウスビルダーによる狭小な建売住宅に向
かっています。
　建築家を目指す人たちが夢を持ちにくく
なっています。新しい仕事を開拓していか
なければ建築家が委縮してしまい、日本の
全国各地の幅広い建築文化が魅力を失っ
てしまうでしょう。しかし、減少によって
変化しなければならない時代は「更新」し
ていくチャンスでもあります。若い建築家
の街への積極的な関与も増えてきました。
これを機会に愛知の街を良くしていくキッ
カケにしなければなりません。愛知県は 3
大都市圏に属し、比較的公共工事に依存
することなく民間工事で設計事務所が成り
立つ地域だと思います。民間の仕事は各々
の研鑽や努力によると思いますが、組織と
しての建築団体（JIAなど）が公共建築・
街づくりに関する仕事を掘り起こす役割を
担っていると思います。このような活動は
公益法人でなくてはできません。そして、
これは愛知県での「暮らし」が豊かになり
「景観」が良くなることにつながらなくては
なりません。そこでどのような仕組みを作
る必要性があるのでしょうか？

JIA愛知が社会に対して行うべきこと
〇各々の会員が「子供と建築」「防災」など
の建築に関するボランティア活動を地域
においてつづけることを推進し、市民の
　街づくりへの参加意識の啓蒙活動を行う。
〇建築 3会、建築 8団体など建築界全体
で協働し、行政との協力関係作りを継
続していく。

〇建築家資格制度を建築・まちづくり基
本法の中で位置付ける活動を愛知県に
おいて行う。

JIAにも「市場の倫理」と「統治の倫理」
　JIAの役割や目的は 2つに分類すること
ができる。一つは社会に対して建築に関し
て奉仕すること、会員が社会で活動するこ
とを啓蒙すること。もう一つは会員を守り、
利益を守ること。活動においてこの二つ混
同することなく、且つ両方のバランスをと
ることが大切かと思います。
新しいコミュニケーション手段
　SNS（LINEなどどうでしょうか？）を使っ
た会員のコミュニケーションを構築し、集
合形式の活動と両輪とする。これは参加
するのは会員だが、誰でも市民が閲覧する
ことができる。そしてデジタル形式の活動
データベースとなる。（一部を編集して出
版する時の資料になる）

勝手に私案を考えてみましたが、みなさん
どう思われますか？

⑤
アフターコロナの JIA愛知

ワーク○キューブ
吉元 学 （JIA 愛知）

JIAでバックアップしていく新しい仕事
────────────────────────────────
●設計者選定・敷地選定などの地域根ざし、経験を生かした仕事をつくる
●地域以外の設計者の支援業務
────────────────────────────────
●若手設計者の小規模な公共建築の設計・監理の機会を増加させる
●公共建築において設計料が適正になること
────────────────────────────────
●建築家の教育への関与
●大学の専門教育に参加する機会をつくる
●建築家を育てる教育者として
────────────────────────────────
●登録建築家制度を推進し、「組織の建築家」の組織内での地位向上。
　組織を離れた時の活躍の場の整備
────────────────────────────────

地域で活動する建築家人生のイメージ
組織で活躍する建築家
・組織設計事務所、ゼネコン設計部、ハウスメーカー設計部
・医療や教育施設などの専門的に特化した設計が中心

個人で活躍するアトリエ建築家
・住宅設計など地域に密着して活動する建築家

スタート 定年 ゴール移行できる移行できる 移行できる移行できる
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はじめに　予想を超える人出、都市公園の芝生広場化は「南池袋公園」、天王寺「てんしば」の
例があるが、大都市都心でかほど大規模な再生は国内初と思う。名古屋駅界隈ではできない栄
地域だからこその名古屋初の都心芝生広場。パークＰＦＩ（民活）による再生内容の紹介は紙面の
都合で割愛し、オープン１ヶ月、 ①公園内の改良、②歴史の継承、③まちとの関係の視点から感
想を述べる。
１，公園内の改良　大勢の人で賑わう名古屋初芝生都市公園，錦～外堀通まで続く歩行動線，Ｔ
Ｖ塔視認性を確保，店舗導入で人の姿が常時見られること，ブロックごとのトイレ設置など、再
生の工夫が読み取れる。反面、公園中心部や歩行動線に木陰が少ない，雨よけが無い、下から
吹くミスト効果が疑問、イベント以外にバザールの様な広場らしい商業が無い、など更なる工夫
が必要と思われる。
２，歴史の継承　ＴＶ塔のシンボル性を強調、蕉風発祥碑はじめ石碑を保存し、一部の歴史を伝
えるものの欅林伐採で都市の森を喪失、姉妹都市広場撤去はじめ久屋大通公園整備の歴史の証
が断絶した。
３，まちとの関係　公園内から見れば低層店舗の景観はまちと馴染んでいるが、まちから公園を
見ると、設備機器や建物背面しか見えない。愛知芸術文化センターやオアシスとの
関係は何も読めない。公園内が主役、まちは裏方。こんな公共空間の計画姿勢に
不足を感じざるを得ない。今後の改良
が待たれる。

地域計画建築研究所 名古屋事務所

尾関 利勝（JIA愛知）

久屋大通公園再生について

　久屋大通公園のPark-PFIではどれだけ樹木が伐採されるのか、計画の段階から注目し工事が
始まっても気になっていました。オープン後足を運んで唖然とし、とても残念の一言です。名古屋
に暮らして建築に関わり、名古屋の数少ない魅力を見いだすその一つに久屋大通公園はあると
思っていたからです。久屋大通り沿いの街並みは、高層ビルはあるものの一定の高さに抑えられ、
大きな樹木のある都市公園としてとても魅力的に感じていました。公園のあり方としては、もう少
し市民が憩うための整備の方法があるのではと思っていましたが、今回のPark-PFIの公園整備で
は不安が的中し、もはや公園ではなく立派な商業施設となっています。北エリアには芝生広場が
あるものの、街路樹並みの樹木しか残されていません。店舗によって久屋大通りの東西の見通し
は分断されて、栄の中心部が色褪せて見えるのは私だけでしょうか。商業施設を建設するために
貴重な樹木を伐採したとしか考えられません。また、地上と地下街（セントラルパーク）との唯一
の繋がりであるサンクンガーデン（旧もちの木広場）がまるで生かされていません。テレビ塔付近
の店舗はまだしも、それ以外のエリアに商業施設が必要なのか？市民に愛される都市の中の公園、
都心にあってホッとできる空間、潤いのある緑園が必要なのではと思います。いくらPFIとは言え、
商業主義に陥らない公園の整備が行政の責任ではないでしょうか。豊かさとは何な
のか改めて考えさせられます。このままでは将来
に大きな禍根を残してしまうような気がしてなり
ません。
　公園はどこに行ってしまったのか！ 中建設計

石田 　壽（JIA 愛知）

伊藤建築設計事務所

川本 直義（JIA愛知）

久屋大通公園再整備に対する意見

トピック

「Hisaya-odori Park」オープン
～久屋大通公園の再整備について～

公園内の店舗が沿道に背を向けており、公園と周囲の地域とが断絶されていることが指摘されているが、
久屋大通の車線を減らして歩道や自転車道の整備などに取り組めなかったことがその結果につながったの
ではないか。しかし、オープン後の状況を各店舗に聞いたところ、周辺の店舗も恩恵があるようだ。公
園内の店舗に客を取られるのではと心配したが、もともと人気のある店はSNSで調べて来店するため客
が増えたようだ。公園の整備が気に入らないため撤退した店舗もあったが、逆に整備後の公園を見て、
この地域に出店を希望する者もいる。工事中は環境の悪化を懸念していたが、完成した公園には満足し
ているという声が多いと感じる。課題としては、久屋大通公園に自転車で来訪する人も多く、指定の場
所に駐輪せず歩道に放置する人も多い。今回の久屋大通公園の整備では、交通の問題が解決されない
ままなので、これから、地元と名古屋市、そしてPFI事業者と一緒に道路の使い方なども考えていく必
要がある。PFI事業者には失敗してほしくない。整備に対して批判的な意見もいろいろあるが、まちが変わっ
ていくことに目を向けて対応することが大切だ。

JIA 東海支部会報委員会

写真撮影：牧ヒデアキ（JIA愛知）

　海水浴で人の華やぎを見せた美浜町野
間。海岸沿いには旅館・民宿が今も建ち
並ぶ。西風が荒 し々く打ち寄せる冬の海岸
線は、風下に林立する棚引く松並木が印
象的だ。その昔、千石船の廻船業で賑わっ
た界隈は、海岸線と平行に街並みが発達し、
その中央を通る中新田道沿いには潮風に
強い黒板塀や黒板壁が数多く残り、今も
昔の面影を覗かせている。
　明治 13年、当時この地の名士・森田
伊助が自宅屋敷内（本家マルイ）にて5等
郵便局として郵便業務を担い、初代野間
郵便局長となる。明治 20年 10月には、
隣接する弟の屋敷（新マルイ）の一角に郵
便局を移転し、明治 34年までここで郵便
業務を行った。
　現在の登録有形文化財・野間郵便局旧
局舎の前身となる新マルイ家は、野間郵
便局 2番目の建物として現存する。
　通りに佇むベンガラ壁と目立つ黒板塀の
外観。そのコントラストに魅かれて潜戸付
の屋根付き門を抜けると、木造ツシ２階建
建物。内部には重厚な造り付け家具も残
されている。屋敷の一角が郵便局であった
新マルイ家、そんな歴史的貴重な建物を
遺すという事に心踊る。 ㈲アトリエ後藤建築事務所

後藤 文俊 （JIA 愛知）

●新型コロナウィ

ルス第三波が本

格的に到来してし

まいました。コロ

ナ禍で、誰もが

業務の変化を余

儀なくされている

と思います。ただ、今月号のアンケートにもあ

るように、半ば強制的な変化により、効率化・

負担軽減などメリットが生まれていることも事実

です。弊社でも、４月にMicrosoft teams 導入、

Surface hub２S購入など、在宅勤務や社外と

のオンライン会議のための環境整備を行いまし

た。Microsoft Whiteboardの活用で、遠隔でも

現場へ円滑に指示ができ、移動が減ることで、

時間・経費・体の負担を大幅に減らすことが

できました。一方で、中断ないスムーズなネッ

ト環境確保など、課題も残ります。東福氏の

記事にあるxRは、私も今後ますます重要な意

味をもつと認識しています。アンケート調査で

多数の方が指摘されているように、デジタル化

がニューノーマルを生き抜く重要な鍵のひとつ

であることは間違いないのではないでしょうか。 

 （降旗範行）

●はじめまして、今号から ARCHITECT 編集

に加わらせていただくことになりました株式会

社イヅミの坂本と申します。僭越ながら、簡単

に自己紹介をさせていただきます。入社以来、

企業で扱う会社案内のパンフレットや、販促用

のチラシ、DM、ポスター等の各種印刷物の企

画や制作業務に励んで参りました。近年では、

その様な一般印刷物だけでは無く、ホームペー

ジや動画・写真撮影などのデジタルコンテンツ

の企画・制作に携わる機会も増えて参りました。

編集に関しては、不慣れな点もございますが、

少しでもお役に立てますよう、そして早く慣れる

ことができますように、努めて参ります。こうし

て建築家の方 と々お仕事ができますことを、大

変楽しみにしております。ご指導、ご鞭撻のほ

ど何卒よろしくお願いいたします。

 （坂本啓直）
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３，まちとの関係　公園内から見れば低層店舗の景観はまちと馴染んでいるが、まちから公園を
見ると、設備機器や建物背面しか見えない。愛知芸術文化センターやオアシスとの
関係は何も読めない。公園内が主役、まちは裏方。こんな公共空間の計画姿勢に
不足を感じざるを得ない。今後の改良
が待たれる。

地域計画建築研究所 名古屋事務所

尾関 利勝（JIA愛知）

　名古屋市中心部の久屋大通公園の外堀通から錦通までの区間が Park-PFI 事業により再整備さ
れ、2020 年 9 月 18 日に「Hisaya-odori Park」としてオープンした。Park-PFI とは、都市公園
において飲食店、売店等の公園施設の設置又は管理を行う民間事業者を、公募により選定し、
事業者が設置する施設から得られる収益を公園整備に還元することを条件に、事業者には都市
公園法の特例措置がインセンティブとして適用されるというもの。テレビ塔エリアは、水盤や様々
な店舗が並び、北エリアは芝生公園として整備された。計画段階から賛否の意見が交わされ、
ARCHITECT でも過去に意見が掲載されている。JIA 会員でも関心が高いこの公園整備について、
今回、一部の感想・意見を紹介することで、今後読者の活発な意見交換を誘発したいと考えた。
掲載するスペースを用意するので、ぜひ意見をお寄せいただきたい。

　まず、この地域で生まれ育ち、久屋大通沿道のビル事業者で地元 NPO でも活発にまちづくり
活動をしている友人にオープン後 3 週間経った日に状況を伺ったので紹介する。立場によって意
見は違うだろうとの前置きのうえで、以下のように語ってくれた。

　これは、沿道の共通した意見とは限らないが、
参考になると思う。

　以下にJIA会員2人の意見を紹介する。

久屋大通公園再生について

　久屋大通公園のPark-PFIではどれだけ樹木が伐採されるのか、計画の段階から注目し工事が
始まっても気になっていました。オープン後足を運んで唖然とし、とても残念の一言です。名古屋
に暮らして建築に関わり、名古屋の数少ない魅力を見いだすその一つに久屋大通公園はあると
思っていたからです。久屋大通り沿いの街並みは、高層ビルはあるものの一定の高さに抑えられ、
大きな樹木のある都市公園としてとても魅力的に感じていました。公園のあり方としては、もう少
し市民が憩うための整備の方法があるのではと思っていましたが、今回のPark-PFIの公園整備で
は不安が的中し、もはや公園ではなく立派な商業施設となっています。北エリアには芝生広場が
あるものの、街路樹並みの樹木しか残されていません。店舗によって久屋大通りの東西の見通し
は分断されて、栄の中心部が色褪せて見えるのは私だけでしょうか。商業施設を建設するために
貴重な樹木を伐採したとしか考えられません。また、地上と地下街（セントラルパーク）との唯一
の繋がりであるサンクンガーデン（旧もちの木広場）がまるで生かされていません。テレビ塔付近
の店舗はまだしも、それ以外のエリアに商業施設が必要なのか？市民に愛される都市の中の公園、
都心にあってホッとできる空間、潤いのある緑園が必要なのではと思います。いくらPFIとは言え、
商業主義に陥らない公園の整備が行政の責任ではないでしょうか。豊かさとは何な
のか改めて考えさせられます。このままでは将来
に大きな禍根を残してしまうような気がしてなり
ません。
　公園はどこに行ってしまったのか！ 中建設計

石田 　壽（JIA 愛知）

伊藤建築設計事務所

川本 直義（JIA愛知）

久屋大通公園再整備に対する意見

トピック

「Hisaya-odori Park」オープン
～久屋大通公園の再整備について～

公園内の店舗が沿道に背を向けており、公園と周囲の地域とが断絶されていることが指摘されているが、
久屋大通の車線を減らして歩道や自転車道の整備などに取り組めなかったことがその結果につながったの
ではないか。しかし、オープン後の状況を各店舗に聞いたところ、周辺の店舗も恩恵があるようだ。公
園内の店舗に客を取られるのではと心配したが、もともと人気のある店はSNSで調べて来店するため客
が増えたようだ。公園の整備が気に入らないため撤退した店舗もあったが、逆に整備後の公園を見て、
この地域に出店を希望する者もいる。工事中は環境の悪化を懸念していたが、完成した公園には満足し
ているという声が多いと感じる。課題としては、久屋大通公園に自転車で来訪する人も多く、指定の場
所に駐輪せず歩道に放置する人も多い。今回の久屋大通公園の整備では、交通の問題が解決されない
ままなので、これから、地元と名古屋市、そしてPFI事業者と一緒に道路の使い方なども考えていく必
要がある。PFI事業者には失敗してほしくない。整備に対して批判的な意見もいろいろあるが、まちが変わっ
ていくことに目を向けて対応することが大切だ。

JIA 東海支部会報委員会

写真撮影：牧ヒデアキ（JIA愛知）
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