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代表取締役

池上 靖幸（東京）
株式会社 イケガミ

〒154-0012

東京都世田谷区駒沢2-61-1

☎ 03-3418-5840

FAX 03-3418-5979

建築物と環境を良くする屋上緑化と草屋根
株式会社イケガミは 1979 年の創立

頻発する局地的豪雨による浸水被害を

きるよう、様々な技術やノウハウで対応

以来「次世代に美しい環境を残す」を

軽減できる可能性もあるわけです。建

させていただきます。ここ数年木造家屋

テーマに屋上緑化をはじめとした人工

築が街並みをよくして、さらに屋上緑化

の草屋根化の依頼も増えています。ど

地盤緑化工法「アクアソイル工法」の

や外構植栽で周辺環境の向上に貢献で

うぞお気軽にお問い合わせください。

設計、施工、管理を行っています。安
全性（荷重、防水、倒木）を担保した
上で、屋上緑化で必須といわれる自動
潅水システムを必要とせず、雨水を生
かした植栽管理を可能にしました。便
利だと思われている自動潅水システムで
すが、運用期間を 30 年に設定すると、
そのコストは膨大なものとなるため、必
ずしも合理的な装置とは言えないのが
現状です。雨水を有効利用する屋上緑
化は、水道代を節約するだけでなく、
大雨の際などに地上に流出する排水を
一旦受け止める機能を持ちます。近年

アクロス福岡 1994 年竣工
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■静岡地域会
・1/22
静岡地域会役員会の開催（WEB 同時開催）
・2/22
静岡県建築文化研究会講演会
講師：内藤廣氏 演題：これからの地域の建築家の役割

The Japan Institute of Architects

■愛知地域会
・1/8、15 名古屋市立大学授業「建築家の仕事」（第 14・15 講座）
・1/22
第 7 回役員会（WEB 同時開催）
・1/29
講演会『電脳設計論壇＃05』（オンライン方式）
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・未定
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■三重地域会
・2/19
役員会・例会 森羅万象匠塾
１月中の臨時 WEB 例会の開催を検討中
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ブリテンボード 12 月号の名古屋市立大学授業「建築家の仕事」での

最終講義の日程「1 月 8 日」となっておりましたが「1 月 15 日」に訂正いたします。

渡邉 昭彦

特別企画：建築基準法及び施行令の改正について
林 靖郎

新年広告
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自作自演
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石川 正子

わたしのとっておき ⑰ ─────────── 11
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保存情報 第 230 回
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中澤 賢一
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表紙：服部高志（HATTORI DESIGN）

表紙シリーズ

イタリア生活 に見 る

デザイン と建築

「ガッレリア」のフレスコ画
ミラノ大聖堂とスカラ座を結ぶ「ヴィットーリオ・エマヌエーレ 2 世のガッレリア」。壮麗
なガラスドームの八角形の建物に、２つのアーチ型ガラスアーケードが十字形に交差。
アーケード間の建物上部には、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、アメリカの四大陸を
象徴した４枚のフレスコ画が描かれています。
2020 年は激動の年となりました。2021 年は、世界の大陸に住むすべての人々が

10

より調和され、平和への道を歩むことを願います。

服部 高志（JIA愛知）
HATTORI DESIGN
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JIA 2021

新年あいさつ

New Year Greetings

JIA はコロナ渦でどう変われるか
東海支部支部長

水野 豊秋（JIA 愛知）
東海支部会員の皆様、新年あけましておめでとう
ございます。

スタートから 17 年が経つ登録建築家制度は、職能

昨年は新型コロナウイルス感染症の大流行で、こ

の確立を目指す、JIA の最も重要で根幹と言うべき

れに翻弄された 1 年間となってしまいました。支部

制度ですが、その意義の周知、登録促進を、一気に

長を拝命して約半年が過ぎますが、想定していた活

進める妙案はないとつくづく感じさせられました。

動が、ままならない状態がまだまだ続きそうです。

その大切さは理解できても、知名度の向上は、資格

オリンピックの中止、JIA の本部・支部・地域会の

の効用（メリット）の開発を進めることができるかが、

総会も対面では開催できず、本部理事会・支部役員

成否を握っていると思われます。そのためには国や

会他ほとんどが、WEB による会議となりました。こ

地方公共団体、そして各種団体や民間企業に対し地

の原稿を書いている 11 月末では、第３派の波が押

道なアプローチを続け、コンペやプロポーザルに組

し寄せ、年末、来年に向かって不安で一杯の日々が

み込まれるなどの実績を積み重ねていくことだと思

続いています。さてこれにどう立ち向かえばいいの

われます。

か、答えは簡単には見つかりませんが、皆さんとと

新たな取り組み SDGｓの推進事業として、豊橋の

もに知恵を絞り、出来ることを着実に進めていきた

川合健二自邸「鉄の家」
（通称コルゲートパイプの家）

いと思いますのでよろしくお願いします。

の保存活用の推進に取り組んでいきます。建築主亡

また昨年はアーキテクトの発行以外の支部事業、

き後、この名建築を保存することを JIA 会員の冨田

東海学生卒業設計コンクール・東海設計競技・東海

正行会員が引き受けられました。これに協力し、そ

住宅建築賞等は全て中止とさせていただきましたが、

の価値と残す意義を後世に伝え、氏の考え方、貴重

今年は募集から審査の方法に於いて英知を出し合い、

な資料、書籍を見学、閲覧できるよう展示します。

全て開催したいとの思いを強くしています。

併せてセミナー開催を視野に入れながら、長いスパ

さて支部長就任時に掲げた「会員の自主性を尊重

ンでかかわっていき、住まいと環境の在り方を問い

し、やりたいことができる会に」のための中長期的

直し、自然との共生、地球環境の問題について考え

な改革に着手、という戦略についてですが、会員減

る機会の発信の場にしていければと思います。CO2

少・高齢化・財政難等の問題は、会員増強の具現化や、

の排出削減が叫ばれ、政府も本腰を入れて取り組む

支部会費を含めた財政見直しの議論の進捗が見込め

との方針が示されました。省エネ適判、申請も変革

ない状況で、少し時間を空けざるを得ません。ただ

の流れの中、我々も対応を迫られています。この又

来年 2022 年秋開催予定の全国大会の準備については、

とないチャンスを生かしていきたいと思います。

今年開催予定の沖縄大会の状況を観ながらにはなり

本部理事会などの報告この紙面では致しませんが、

ますが、スタートが切られています。コロナの終息

本年度は本部理事の改選の年です、この記事の掲載

がわかりませんが、ポストコロナ時代の、意義のあ

時には正式に発表されていると思いますが、奥野理

る楽しい大会に向けて、準備を進めていきます。

事（三重地域会）から、愛知地域会の浅井裕雄さん

登録建築家の推進については、主に財政の問題か

に交代予定です、奥野理事にはあと半年よろしくお

ら、支部認定評議会が廃止され、本部認定評議会の

願いします。ご苦労様でした。理事 2 人とも愛知地

みとなる、制度の見直しが行われました。また昨年

域会となりますが、東海支部の伝統である、4 地域

12 月 2 日には WEB セミナー「
『登録建築家』これ

会の連携を大切に、絆をさらに深めるよう、運営さ

からの建築家資格制度を考える」が開催され、本部

せていただく覚悟です。

職能・資格制度委員会、内野輝明委員長による、制
度の内容・これまでの経緯についてのレクチャーと、
その後の登壇者の意見交換で、議論されました。議
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論を深めるところまでは至りませんでしたが、制度
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会員の皆様には、益々のご指導をいただきます様、
本年もどうぞよろしくお願いします。

JIA 2021
New Year Greetings

新年あいさつ
と

き

この時世を意識を変える機会に
本部理事

奥野 美樹（JIA 三重）
あけましておめでとうございます。本年もよろし
くお願いします。
昨年は大禍に襲われ、営みに制限がかけられた、
どこか窮屈な年でありました。不自由な動きを助け
るために様々なリモートが工夫され、人との接触の
仕方や仕事のスタイルが大きく変わりつつあります。
本部においても、総会はもとより春からの理事会が
全て ZOOM によるオンラインでの会議となりました。
年頭にあたり本部の状況と所感を記します。
■三期目の六鹿会長
6 月 26 日の総会は新理事を迎え、大人数でのリ
モート会議はぎこちない雰囲気でした。六鹿会長が
続投、副会長は関東甲信越支部より 2 名が、東海支
部からは水野豊秋氏が支部長理事として就任されま
した。副会長 2 名が関東甲信越支部であることは、
支部間バランス上良くないとのご指摘を先輩会員か
ら受けました。同意見が若手理事からも挙がってい
ますが、私の力不足もあり、そのままの状況となっ
ています。申し訳ありません。
■正会員の減少、学生会員の増加
正会員は昨年より 110 名の方が退会され、10 月理
事会承認で 3,459 名となり減少は止まりません。今
年度の会費納入状況は例年と変化なしとの事で、こ
の地点での正会員の経済的な困窮は少なく、今後に
影響が出てくるとの想定をしています。建築系学生
には寄付金を原資に経済的支援を行い、その折に入
会された方が 70 名を超えました。将来を担う学生
への支援を否定するのではありませんが、他にやる
べきことがあるのではと私は判断に悩みました。今
後はこの支援の継続と学生会員への対応が課題にな
ると思われます。
■表彰事業の実施と SDGs 建築フォーラムの延期、
国際委員会ウェビナーの開催
大賞・優秀選、環境建築賞、新人賞、25 年賞は慎
重な協議検討の結果、履行しました。2020 年度全国
大会となる SDGs 建築フォーラムは今年 6 月の総会
に絡めて開催を予定しています。2021 年度の沖縄大
会も準備を進めており、3 月を期限に実施か否かを
決める方針です。UIA 関連では全ての年次大会が中
止・延期となりましたが、
「越境建築家達との対話
シリーズ」として全 8 回（５月まで）のオンライン
講演会を開催しており、ぜひ皆様のご聴講をお願い
します。
■建築家資格制度の規則等改正とセミナー
制度の規則等が見直されました。支部では 12 月
に会員向け WEB セミナーが開かれ、講師として本
部職能・資格制度委員長の内野輝明氏を招き、経緯
と課題を分かり易くご説明頂きました。続く討論会
では登壇者それぞれの立場から率直な意見が出され、
問題点が朧ろげながらも見えたような気がしました。
JIA は設立当初から建築家の職能を訴えてきました
が、
どうやらその” 職能” を上手く啓発してこなかっ

た様に感じます。大学教育においては基準法や士法
を踏まえた講義はあっても、職能を直接話すカリ
キュラムはほとんどない。会員においても建築家の
認知度やメリットに焦点が行き” 職能” 自体に目が
届かなかったのではないか。課題は大きいですが、
今後も地道かつ大胆な啓発運動が必要と思います。
■
「改正意匠法」と
「知的生産者の公共調達に関する法整備」
どちらも少し距離を感じる件ですが、モノづくり
をする者にとってとても大切な事柄です。意匠法は
昨年春に改正されました。建築デザインの模倣や引
用の扱い、登録期間中に同様なデザインが他者でな
された時の重複問題等、建築特有な課題にその立場
の者として進言していく必要性を業務委員会が指摘
しています。また、
「知的生産者の公共調達に関す
る法整備」は入札等の価格による設計者の選定では
なく質的な評価による選定を促進する為に法整備を
目指すもので、推進組織を設立し JIA はその事務業
務を支援する方向です。知的生産者は建築だけでは
ないので、都市計画からグラフィック、インダスト
リアルデザイン関連の学会・協会が参加されていま
す。その理事長に仙田満氏が就き JIA メンバーの多
くが参加しています。まだ社会的な認知は薄いと思
われますが、自民党において勉強会を行うなど政治
的な動きと共に進められています。
■CM の拡大、DX（Digital Transformation）の推進
業界紙でも発表された様に全国の町で 34％、村で
75％が建築・土木技師が 0 人です。これに伴い国交
省は CM 方式の活用を拡大していく方針で、JIA も
活用ガイドラインを国交省に提言しました。また、
コロナ禍で世界的にデジタル化が潮流となり、日本
もそして建築分野もデジタル化が進められる様です。
BIM は互換的な利用にはまだ課題が多いですが、積
極的に構築に参加して得られることが働き方の改善
になると思われます。
■パンデミック WG の設置と課題への対応
ウィズコロナ・アフターコロナにおける建築家・
設計事務所のあり方の検討・提言を目的に設置され
ました。パンデミックにより引き起こされた問題の
多くは、パンデミック以前からあった課題でもある
ことから、近未来研究特別委員会やアクションプラ
ン特別委員会などの過去に検討された提言も洗い直
し、担当者等へのヒアリングやアンケートを実施し
て検討を重ねています。課題はどれも根が深く解決
していくのには時間が掛かる様で、WG の一員とし
て私は、この大禍を機会に会員各自がもつ潜在的な
意識（建築家像や JIA への要望や期待等）を変える
チャンスと思い、話し合って新しく共有する意識こ
そが課題を解決し時世に向き合っていくことに繋が
ると考えています。そのきっかけとなるツールとし
て DX があるのでしょう。
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JIA 2021
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New Year Greetings

距離について
静岡地域会長

八木 紀彰
新年あけましておめでとうございます。皆様お健やかに新

していたのですが、やはり良い建築を作るためには、実際に

春を迎えられたこととお慶び申し上げます。本年も JIA 静岡、

現場に通う姿を周囲に示し、根気よく一緒に細部を詰め、現

JIA 東海支部の活動にご協力よろしくお願いします。

場監督や職人に直接声をかけ一つになること以外にありませ

昨年はコロナウイルスの感染拡大により、役員会や各活動

んでした。メールやリモートだけでは済まない、生々しい建

がリモート形式に変更されました。感染防止と共に、移動距

築の息吹が現場に必

離や時間を解消してくれる便利な手段として、恩恵を受けた

要なことは変わらな

方も多かったと思います。

いのでしょう。

私個人としては、やはり自分は現実空間を移動しながら思

疫病の克服には時

考を整理していくタイプのようで、何かが行われる場に実際

間 が か か り ま す が、

に向かうことで意識を高めていたのだと実感しました。今の

今年も本分となる自

支部役員会ではどうしてもサラッとしてしまうので、静岡か

分の仕事にコツコツ

ら名古屋に行く日常に早く戻れることを願っています。

と向き合っていきま

その反対に、自分の現場にはよく通いました。この年末、

しょう。

静岡市葵区の静岡高校の向かいに、鉄骨造 3 階建て 160 ㎡の
住宅が完成します。構造は JIA 静岡の尾林建築構造設計事務
所に、材木の広葉樹は法人協力会員の北洋木材工業（株）に
お願いしました。実は最初の現場監督が現場と距離ができて
しまい上手くいかず、早々に次の人に交代しました。私の事
務所が現場に近いこともあり、それから毎朝顔を出すように

長谷町の家

コロナ禍における事業活動
愛知地域会長

澤村 喜久夫
あけましておめでとうございます。日頃より JIA の活動に
ご参加、ご協力いただき、ありがとうございます。地域会長
を仰せつかり２年目を迎えます。本年もどうぞよろしくお願
い致します。

には NPO 法人、学生と共に取組んでいる SDGｓ建築、
「天使
の森／みんなのトイレ」の現地製作に取りかかります。
コロナ禍により改めて地域の文化・産業・経済に目が向け
られるようになっています。ウェビナーは時間や距離の壁を

2020 年度の始まりは、新型コロナウィルス感染症拡大によ

越えて発信でき、他地域との交流も期待されます。その一方

り、通常総会が書面表決による開催となりました。本来であ

で実際に対面することの大切さにも気づかされます。リアル

れば総会で会員の皆さまに事業計画について基本方針や内容

とオンラインのバランスを考えていくことが事業活動の課題

を直接お伝えし、スタートを切るはずでしたが、それがかな

と言えるでしょう。就任にあたって、
①会員自身の研鑽や会

いませんでした。リアルな事業も見合わせており、未だに顔

員同士の親睦・情報交換、
②市民・学生・子どもたちに向け

を覚えていただけない状況かと思います。

た活動、
③地域会としての情報発信を柱とし、公益性、公平

このような中、各委員会では何とか事業を開催できないか

性をもって活動を進めることを掲げました。コロナ禍により

知恵を絞っています。5 月からオンライン方式で始まった講

思うように進んでいないこともありますが、引き続き地域に

演会シリーズ「電脳設計論壇」は、すでに 4 回を重ね、多方

密着した委員会活動を中心に事業を展開したいと考えていま

面からの参加者の皆さんに好評を得ています。また、大学生

す。今年も会員の皆さまのご理解とご協力、そして積極的な

向けのオンライン授業「建築家の仕事」は、
1 月最後の講義（第

参加をよろしくお願い致します。

15 講座）で学生とのディスカッションを試みます。また、12
月には「登録建築家」について Zoom セミナーを開催しました。
これからの建築家資格制度について討論し、今後の進むべき
道筋について議論するきっかけとなりました。また、この春

4
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JIA 2021

新年あいさつ

New Year Greetings

JIA の役割を再考
岐阜地域会長

長尾 英樹
明けましておめでとうございます。
支部活動としても、役員会も含めてほぼ ZOOM 会議となり、
新しい生活様式を余儀なくされている昨今となっています。
岐阜地域会としては、昨年は「JIA の窓１」を開催しました。

緊急のの課題という事象では無いと思います。
私は「JIA の窓１」での気づきを基に JIA の役割を今一度
考え直し、実社会にお役に立てる JIA であるための具体策を
岐阜地域会から発信していこうと考えます。これからの JIA

ZOOM 講師例会＆座談会で行いましたが、内容は参加者の

及び建築家の果たせる役割は、建築業界全体を考えていく事

方々からも高評価を頂いています。初めての試みではありま

にあると考えます。設計と施工の分業を問わず、社会のお役

したが、山形県の大場講師さまのお陰で良い例会となりまし

立ちに目を向け、役割の変化に対応できたら素晴らしいと思

た。講演会の試みから発展し、建築家協会をコーディネータ

います。

役とした、建築業界への切込み方を考える上でとても参考に

本年が支部の皆様の更なる発展、向上を心からご祈念申し

なったセミナーでした。コロナ禍ではありますが、逆に JIA

上げ年頭のご挨拶とさせて頂きます。どうぞよろしくお願い

の役どころを建築業界の中でどう位置付けていくのか？を今

申し上げます。

後も模索し発展させていこうという気概が岐阜で高まってい
ます。今後建築業界の職の在り方を考えていく上で、建築専
門の職人の技術力の向上の推進を担えるのは JIA という団体
だと思えてきました。
一方で、登録建築家制度の在り方をどうすべきか？につい
て昨年 12 月に支部 ZOOM ミーティングに於いて、資格制度
について改めて学ばせて頂きました。大切なことだと思いま
す。制度は徐々に良い方向に変わっていく事を望みますが、

楽しい無駄
三重地域会長

出口 基樹
新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろ
しくお願いいたします。
地域会長を拝命して、早くも 9 か月が経過しました。その

メージしても僕には全然楽しそうに思えないのです。確かに、
人々が移動にかける時間は短くなり、オフィスの数も少なく
なり、全員が好むとは限らない飲み会も少なくなるでしょう。

間の印象は正に新型コロナ一色です。対面での事業はほとん

いわゆる無駄が少なくなり、効率的に生活を営むことができ

ど出来ず、大抵は中止、良くてもオンラインか感染症対策下

るイメージです。その分で浮いた時間やお金を、効率的に旅

での制限付き開催。新人の会長としては、
なかなか
「しんどい」

行やスポーツや芸術や勉強に使おうと、なんか AI が発達し

ものがありますが、支部や地域会の皆様のご協力とご理解の

た後の世界観に似ている気がします。ジョン・レノンの言葉

おかげで、
なんとか務めさせていただいております。今年には、

を思い出しました。
「楽しんで無駄にした時間は、無駄じゃ

ワクチンがこの状況を打破してくれるのか、はたまた暫く続

ない」そう、無駄があるから人生は楽しいのではないか、僕

くのか、この原稿の執筆段階においては、なんとも予想すら

はそう思います。三重地域会の事業は、建築文化講演会、建

つかない状況です。したがって、今年の会運営としては、引

築ウォッチング、アーキテクトみえ、研究・社会活動、どれ

き続き事業のオンライン・リモート化を継続しながら、対面

をとっても人との対面が活動の基礎になっています。本番は

形式との併用を考えざるを得ないと考え、遅ればせながら、

オンラインで行うことが可能な事業もありますが、事前や事

ハードウェアの強化を行おうと考えていました。そんな時ふ

後の対面でのコミュニケーションや現場を訪れる事にこそ、

と、
自分は本当はどうしたいのだろうと思いました。世間では、

本質があると考えます。そういった「楽しい無駄」を奪還す

このコロナ禍を機に、世界は変わる。IT 化がますます加速し、

ることを目標に、今年の活動をスタートしたいと思います。

新しいコミュニケーション、働き方、オフィスの在り方への

皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。

移行が終息後も止まらないのではないか、と言われています。
いや、止めたくないのかも知れません。しかし、その先をイ
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英・米のコミュニティスクール

１００年間の変化 4
No.

連載全 6 回予定

円弧状の外観、両端が出入口

住民が学校の今を知る
思い出に残る学校を
チャータースクールの拡大
チャータースクールに対抗の独立校

１、住民が学校を通り、学校の今を知る

2、思い出に残る学校を−サーカスのテン

・Crestwood Community School

トと い うニックネ ー ム で 親 しま れ る、

(1982)、ハンプシャー州の総合性中等学

Burnham Copse Infant School (1985)。

校とシックスフォームの学校で、コミュニ

ハンプシャー州の幼稚園で、教室棟と共

ティセンターが複合し、センターと体育館

用棟を玄関ホールでつなぐ構成で、２つ

村とショッピングセンターの間の学校モール

も外 部からの直 接の入口を持っている。 のサーカスのテントのような空間を持ち、
学校は村とショッピングセンターの間に位

園児達は毎日楽しく活動でき、かつ印象

置し、村民は買い物に行く時に学校の

に残る空 間である。幼 稚 園だけでなく、

モールを通り、学校の今を知ることが出

学校空間は、そこで過ごした学生達にとっ

来る。この学校の優れた点は、英国では

て、良い思い出となる空間であるべきだ

90 年代に小村と大都市の学校で子ども

ろう。この建 物は機 能 的にも配 慮され、

達が襲われる 2 件の衝撃的な事件があっ

共用棟は集会や運動等の多目的に使え、

た。最初の訪問は事件前で、入口は開き

厨房と配膳が隣接するホールと集会・運

自由に出入りが出来たが、事件後の訪問

動に使える音 楽・演 劇 室を備えており、

では事前の予約が必要と入口は閉ざされ、

既に子どもが育った地域の人達もこの幼

インターフォンで確認後に入れ、このよう

稚園利用で子どもや施設に親しみが持て

にその時々の社会情勢で入口の開閉が可

る。学校は全てそうだが 1 度学校が建設

能である。この学校のモールは、「住民

されると、例えば 1 年に 300 人が卒業す

が学校の今を知る道」で、このように学

る学 校 なら、10 年 で 3,000 人、50 年

校を身近な存在と感じさせる仕組みが重

で 15,000 人の人達が、その学校の思い

要である。

出を共用する。

Crestwood Community School 平面図
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サーカスのテントの様な形

上部の美しいトップライト

Burnham Copse Infant School 平面図

Henry Ford Museum の敷地図
InterDistrict Downtown School 平面図
4 階建ての 1 階（下）、2 階（上）

３、チャータースクールの拡大

4、チャータースクール増加に危機感を

1991 年ミネソタ州でチャータスクール

持 つ自治 体 設 置 の 先 進 的 独 立 校 の

法が成立して開校が可能となり、92 年

コミュニ ティスクー ル、InterDistrict

にセントポールでシティ・アカデミーとい

DowntownSchool(1998、Minneapolis)

うチャータースクール第一号が成立した。

この学校は自治体設置の公立校である

既存の多くの公立校の教育内容等が、全

が、他校のようには市に属さず、独立校

ての教科をまんべんなく習得する事を求め

で先進的な幼稚園・小学校・中学校・

る場合が多い事や、自分が人生に成功し

高校の一貫教育校である。市がこの学校

たと思っている親は、自分と同じような教

を造る契機は、急速に増加するチャーター

Henry Ford Museum の中の右側が Academy

育を子どもに受けさせたいと考える等、 スクールにより、魅力的な奨学金等で優
チャータースクールの発足は、親が公立

秀な学生が吸引され、相対的に公立校が

校の教育を見直す契機を与える事になっ

弱体化するため、それに対抗できる学校

た。その様な経緯の中で急速に増加し

を設置する事が狙いである。隣接して教

2010 年頃には 5,000 校に及ぶと言われ

育大学があり、大学の先生と学生がこの

る。この中にはコミュニティスクールも含

学校の学習を支援している。4 階建てで、

まれており、視察した Tendeloin Commnity

2 階が幼稚園〜5 学年、3 階が 6〜8 学年、

Elementary School（1998）はチャーター

4 階が 9・10 学年である。1 階は地域と

スクールとしても知られる。

共用で、図のように中央に集会・カフェ

・視察したチャータースクールの例、博物

があり、その周囲に遊戯室や芸術関係の

館がチャータースクールを開設した最初の

諸 室とカフェの厨 房が配 置されている。

学校、Henry Ford Academy（Michigan 州）

この事例のようにコミュニティスクールで

は、フォード財団が名前に恥じない 36 ヘ

は開放部分にカフェを設ける事で、地域

クタールの広大な面積の Greenﬁeld Village

の人達が気軽に立ち寄る事が出来るよう

の中に造った Henry Ford Museum という

に計画する場合がある。この事例でも入

Academy の教室の１つ、

手前は教室の机で間仕切りを開けた奥にパソコン室

InterDistrict Downtown School 外観

歴史的科学博物館の中にある。Village は、 口を入った中央に集会・カフェを配置して
ライト兄 弟の家やエジソンの研 究 所 等

いる。図の右側には前掲の隣接する大学

色々再現されている。周囲を蒸気機関車

があり、学校は 2 階の大学との接点に大

が走り、大きな池には乗船できる蒸気船

学と相談や協議する会議室と、大学の先

が動いている。博物館も 49,000 ㎡と広

生と学生が学校で活動する拠点として使

大で、ライト兄弟が乗った飛行機等の歴

用する室を設置し提供している。

1 階の集会兼カフェ

史的に著名な展示物で一杯の博物館の
一画を改装しチャータ―スクールを設けた。
学生はそれらの貴重でかつ膨大な歴史的
な展示物に囲まれ、刺激を与えられて学
ぶチャータースクール（1997 年改装、視
察 2000 年）である。

渡邉 昭彦
豊橋技術科学大学名誉教授

1 階のメディアセンター、奥の窓近くが閲覧
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特別企画

建築基準法及び施行令の改正について

本稿は、本年 4 月に施行された建築基

法改正についてはこれくらいの紹介にと

準法施行令の改正の内容を主に、皆様に

どめます。

お伝えするものです。

建築基準法施行令の改正

建築基準法の改正
建築基準法は昭和 25 年に制定された

次に、建築基準法施行令（以下「政令」

9 月 9 日講演会「改正基準法及び省エネ法講習会」をもとに、
改正基準法の要点等をまとめていただきました。

129 条及び第 129 条の２関係）
まずはグループ化できるものから説明し
ます。
①②③⑥について

と言います。
）の改正について少し詳しく

今回の政令改正で特徴的なことの一つ

後、何度も改正されてきましたが、直近

説明します。内容は以下の防火・避難関

に、自動火災報知設備が建築設備として

では平成 30 年に改正されました。

係規定の合理化 9 項目となります。

登場してきたことが挙げられます。

この改正は国の説明会などもありまし

「合理化」ということですので、これま

たので、ご存じの方も多いと思いますが、 での基準が強化された項目はありません
概要は大きく 3 点にまとめられ、1 点目

は「建築物・市街地の安全性の確保」で、
具体的には準防火地域で準耐火建築物を
建築する場合、建蔽率の制限が 10％緩

和される（建築基準法（以下「法」と言い

ので、ご安心ください。
①窓その他の開口部を有しない居室の範
囲（令第 111 条第 1 項関係）

②吹抜き等の空間を設けた場合における
防火区画（面積区画）
（令第 112 条第

③がそれに該
上記の 9 項目のうち①、

当します。

①はいわゆる無窓居室（有効採光面積
）を
が居室の面積の 1/20 未満等の居室。
区画する主要構造部を耐火構造または不

燃材料で作るという、法第 35 条の 3 の

規定の緩和で、自動火災報知設備を設け

ます。
）法第 53 条第 3 項参照）などです。

3 項関係）

た居室で、30 ㎡以内のものや屋外への

例えば住宅を店舗に用途変更しようとし

場合における防火区画（異種用途区画）

避難階にあるものなどには適用しないと

2 点目は「既存建築ストックの活用」で、 ③警報設備の設置等の措置が講じられた

た場合、これまでは用途変更の部分の面

（令第 112 条第 18 項関係）

積が 100 ㎡を超えると、確認申請が必要

④二以上の直通階段の設置基準（令第

られました。
（図−1 参照）

⑤共同住宅のメゾネット住戸の床面積の

でしたが、この面積が 200 ㎡超に引上げ
これは、既存の戸建て住宅を調べたと

121 条第 4 項関係）

算定方法（令第 123 条の 2 関係）

出入り口までの歩行距離が 30ｍ以下の

するものです。
③は防火区画の異種用途区画（耐火要
求を受ける用途部分とそれ以外の用途部
分を防火区画するもの。
）の緩和で、用途
の組み合わせ要件はあるのですが、
①と同

ころ 200 ㎡以下が約 9 割を占めていると

⑥排煙設備の設置基準（令第 126 条の 2

じく自動火災報知設備を設ければ適用さ

既存ストックの活用を図ることが期待され

⑦敷地内に設けるべき通路の幅員（令第

次に②、
⑥は大規模なアトリウムを有す

のことで、用途 変 更を促 進することで、

ます。

第 2 項関係）

れません。
（図−2 参照）

128 条関係）

る建築物に適用できる改正です。
（図−3

3 点目は「木造建築物の整備の促進」で、 ⑧特殊建築物等の内装制限（令第 128

木材をあらわしで使用できるように法整備

を行い、木材の利用促進を図るものです。

8
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条の 5 第 7 項関係）

⑨避難安全検証法（令第 128 条の 6、第

参照）

これまで、こうした建築物の場合、避
難安全検証法などにより設計をすること

が多かったのではないでしょうか。しかし
ながら全館避難安全検証法でも防火区画

を要しないこととしました。
（図−1 参照）
もちろん新築の場合でも同じですが、

のうちの面積区画は免除できないため、 それに関連した政令改正です。
一定の条件をつけることでアトリウム部分

既存住宅を老人福祉施設に用途変更し

の面積区画を不要としたものが②になり

ようとする際に、3 階の居室の面積が 50

ます。

㎡を超えると 2 以上の直通階段が必要と

です。
（図−2 下段参照）

⑧はこれまで政令に記載していた内容

の一部を告示（国土交通省告示第 251
号）に移すとともに、3 つの緩和規定を告
示に追加したものです。

最 後の⑨ですが、簡 単にお話すると、

なります。先ほどの耐火と同じく、容易

これまでの「全館避難安全検証法」
「階避

が、これはまだ告 示が出ていないので、 に階段を増やすわけにもいきません。そ

難安全検証法」に加えて、１つの階の一

具体的な内容がわかりませんが、設計の

こで、既存の階段部分を竪穴区画的にす

部分のみを対象とした「区画避難安全検

自由度が増すのではと期待しています。

ることで、合理化を図る改正です。
（図−

証法」が定められました。この検証法で

④⑤⑦⑧について

4 参照）

適用除外されるのは排煙設備と内装制限

⑥は同様の部分の排煙区画の緩和です

次は④についてです。
この改正は、これまで 2 以上の直通階

段が必要なものであっても 3 階建で延べ

面積 200 ㎡未満の建築物には適用しない

とするものですが、少し法改正の説明が
必要になります。
昨年の法改正で、耐火建築物としなけ
ればならない特殊建築物が合理化されま
した。例えば、3 階に飲食店や老人福祉

施設などの用途があると、法第 27 条に

⑤は共同住宅でメゾネット形式の住戸

ですので、例えばある階の一部だけが自

がある場合の緩和措置で、1 の階にしか

然排煙がとれない、というときにこの安

出入口がない場合は他の階も出入口のあ

全検証法が適用できれば排煙設備等が免

る階にあるものとみなすというものです。

除できます。

例として 6 階建の共同住宅で 5，6 階が

以上が今回の政令改正の概要です。

るとします。これまでは 6 階に居室があ

ですが、こんなことがある程度に理解して

改正により 6 階の居室は 5 階にあるとみ

なお、今回の説明では国の平成 30 年

メゾネット住戸で 5 階のみに出入口があ

るため 2 以上の直通階段が必要でしたが、 いただければ幸いです。
なされるので、この規定は適用されません。

より耐火建築物等にしなければなりませ

⑦は今回の政令改正のなかでも、すで

んでしたが、先に述べました既存の住宅

に広く使われている改正です。これまで

ストックの活用を進めるにしても、木造住

は特殊建築物や階数 3 以上の建築物は、

宅を耐火建築物等にすることは容易では
ありません。
そこで、これまで耐火要求があった用
途でも、3 階建で延べ面積 200 ㎡未満の

建築物については耐火建築物とすること

文字での説明は内容をお伝えしづらい

改正建築基準法に関する説明会（第 2 弾）
の資料から抜粋し、説明用に編集した図
を使用しました。
今後の皆様のご健勝をお祈りいたします。

出口から道に通ずる、幅員 1.5ｍ以上の
敷地内通路を設けなければなりませんで

したが、階数が 3 以下で延べ面積が 200

㎡未満の建築物の場合は通路の幅員を

90cm 以上とすることができるとしたもの

林 靖郎

（一財）愛知県建築住宅センター

出典：国土交通省主催による平成30年改正建築基準法に関する説明会の資料より筆者編集
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新年あけまして
おめでとうございます
2021 年
（静岡・愛知・岐阜・三重地域会

五十音順）

㈱石井建築事務所
代表取締役

㈱高橋茂弥
建築設計事務所
常務取締役

鈴木 俊之

大橋 康孝

〒413-0011 熱海市田原本町 9-1 熱海第一ビル 405
TEL: 0557-82-4171 FAX: 0557-82-4174

〒420-0847 静岡市葵区西千代田町 29-30
TEL: 054-246-2731 FAX: 054-247-0113

㈱石本建築事務所 名古屋オフィス

企業組合
針谷建築事務所

八木紀彰
建築設計事務所

代表理事

代表

鳥居 久保

八木 紀彰

奥井 康史

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

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

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

イスタディオ・プローバ建築設計事務所

㈱伊藤建築設計事務所

㈱加藤設計

主宰

長谷川 憲章

オフィス代表

取締役会長

森口 雅文

代表取締役社長

小田 義彦

〒486-0954 春日井市南花長町 15-4
TEL: 0568-70-0053 FAX: 0568-31-8557

〒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

㈱城戸武男建築事務所

㈱黒川建築事務所

代表取締役

代表取締役

城戸 康近

黒川 喜洋彦

加藤 昌之
〒461-0014 名古屋市東区橦木町 3-58
TEL: 052-931-6671 FAX: 052-931-6625

㈱三和建築事務所
取締役社長

見寺 昭彦

〒460-0002
〒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

㈱田中綜合設計
取締役会長

佐藤 東亜男

代表取締役社長

近藤 眞二

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

森建築設計室

名古屋市中区丸の内一丁目 15 番 9 号
スガキコ第２ビル 2 階
TEL: 052-203-0281 FAX: 052-203-1884

代表取締役

一級建築士事務所
デザイン スズキ

哲哉

鈴木 利明
〒440-0012 豊橋市東小鷹野 4-4-8
TEL: 0532-61-4245 FAX: 0532-61-4215

㈱ヤスウラ設計

水野 豊秋

石田

壽

〒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

㈱ワーク○キューブ

桑原 雅明
𠮷元 学
平野 恵津泰

〒468-0007 名古屋市天白区植田本町 2-812-1
TEL: 052-807-3205 FAX: 052-807-3206

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

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

清水設計事務所

TOTO 株式会社 中部支社

㈱建築資料研究社 / 日建学院
三重支店

代表

10

㈱中建設計
代表取締役社長

代表取締役

森

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

上席執行役員

中部支社長

清水 一男

鈴川 賢一

〒514-0004 津市栄町１-803
TEL: 059-227-1854 FAX: 059-227-2268

〒450-6412 名古屋市中村区名駅 3-28-12
大名古屋ビルヂング 12F
TEL: 052-308-4718 FAX: 052-308-5492
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支店長

柿本

哲

〒510-0885 三重県四日市市日永 3-2-30
TEL: 059-349-0005 FAX: 059-349-0006

自作自演 242

私の時間の使い方

大変になってしまいます。仕事をして

とを心がけて、時間を使うようにして

いる時間も大切ですが、子どもと過ご

います。

す時間も今の私にとっては大切な時間

この生活も始まったばかりで、まだ

です。そこで、日々の生活の中で私に

まだ先は長いですがその都度臨機応変

あった効率的な時間の使い方の模索が

に対応していきたいと思います。その

始まりました。家事は出来るだけシン

ためにも、限られた時間を大切にして

プルに手間を少なく工夫をする。仕事

いきたいと改めて思います。

の 打 合 せ は 出 来 る だ け 午 前 中 に す る。
夜は出来るだけ早く寝て、朝も早く起

最近の関心事、それは時間です。2

床し仕事の時間を確保する。WEB の

積極的利用も考え始めました。子ども

年前に子どもが生まれたことで生活の

のことも考え臨機応変に対応出来るよ

スタイルが一変。今まで自分優先、仕

う、時間に余裕を持って仕事の予定を

事優先だった時間の使い方が子ども優

組むようにしています。（なかなか思い

先に。思うように時間も取れず、こど

通りにいかない時もありますが）そして、

も園に行っている時間と子どもが寝た

少 し 自 分 を 甘 や か す こ と に し ま し た。

後 の 時 間 を 仕 事 時 間 に し て い ま し た。 優先順位を決めることで、出来なかっ
しかし、子どもが寝ても一緒に寝るよ

たことへのイライラが少なくなりまし

とお迎えにきたり、徹夜で仕事をして

た。今は、子どもと一緒にいる時間を

しまうと翌日に子どもと過ごす時間が

確保すること、余裕を持って接するこ

石川 正子（JIA 静岡）
石川正子設計室

失ってしまったのである。いやいやピカソ、 スキータ」に代表されるように顕著に宗教

き
て
お
っ
たしのと

わ

17

フラメンコ舞踊との出会い

ミロ、ダリ、エル・グレコ…。まだまだ見

の交差点となる建物もあれば、
「アルハン

所満載のはずだ。しかし、ひょんなことか

ブラ宮殿」のようにイスラム色のみの建物

ら誘われたタブラオでフラメンコに出会っ

もある。それと同様に食べ物、飲み物も

てしまい、強烈に心を奪われたのである。

土地の歴史により違いがある。フラメンコ

その瞬間から旅の目的はフラメンコを観て

はそんな異文化の狭間に留まる舞踊であ

回る旅となった。

ることに気づく。もっとスペイン、フラメン

行く先々で絵画、建築を観て回りながら、 コの空気を浴びたくなり、その後何度もス
何処へ行けばフラメンコが観られるのか。

ペインへ旅することとなった。

ネット検索のない時代、行く先々で情報を

1998 年の春、バブル経済崩壊後に経

済が衰退し、底がみえてきた頃だろうか、

集めて回った。
何に心を奪われたのだろう。よくパッショ

勤めていた事務所から 1 か月の休職を言

ンを挙げる方がいるが、私はあの高揚して

い渡された。

いくリズムワークに興味が沸いたのだ。気

これ幸いとスペイン旅行を企てた。旅の

持ち良いのに上手くリズムにのれない。後

主な目的は、絵描きを目指していた頃に観

で知ったのだが、それは 12 拍子の変拍子

て回れなかったスペイン絵画を観て回る事

だった。これが、フラメンコに嵌るきっか

新型コロナの影響で海外への渡航が叶

だ。若い頃はスペインの絵描きに興味が無

けとなった。今でもフラメンコを踊るとき

わない時ほどスペインへの思いが強くなる。

く、スペインを後回しにしていたからだ。

に 12 拍のコンパスに合わせ 3 連拍や 2

グローバル化が進み世界の観光地が同化

そうだ、ボッシュの「快楽の園」をプラド

拍 3 連拍子を足で奏でると、数的な心地

美術館まで観に行こう！そんな旅の始まり

よさを感じる。こんなことを思いながら踊

だった。

るのは、仕事柄なのかと思いながら。

プラド美術館へ着くと早速
「快楽の園」
へ。

2018 年 5 月「メトロポール・パラソル」から
「ヒラルダの塔」
（Sevilla）を眺める。

していくのを残念に思っていたが、少し歯
止めになるのではないかと期待して。

スペインの歴史に精通しているわけでは

なんと、修復中で絵ハガキ一枚が展示さ

ないが、旅をするうちにスペインらしい文

れているのみだった。早々に、旅の目的を

化が見えてくるようになる。コルドバの「メ

金山 美登利（JIA 愛知）
モヴ構造設計株式会社
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お気に入りの
歴史的環境調査

植物園 展示館は、尾張旭市にある愛知

取材時はそんな RC の外壁や軒天、内

県森林公園 植物園のほぼ中央に位置し、

部天井の剥落補修（工期未定）のため、エ

急傾斜の勾配を利用した地上と半地下の

ントランスホールとトイレのみしか利用で

「森の博物館」
として植物、昆虫、 きない状況でしたが、取り壊すことなく、
2 層構成で、
野生鳥獣、岩石、木材などの標本やはく

補修をしながら使い続けられることに安堵

製が展示され、自然の勉強室になっていま

しました。一方、管轄の県有林事務所に

す。建設は昭和 44（1969）年、2 期に分

問い合わせたところ、バリアフリーや設備

けられた植物園整備の 1 期完成に合わせ

面で施設としての限界を感じているとのこ

てオープンしました。学校の遠足や展示館

とで、今後は予算に応じて、改修ではなく

での工作イベントに参加するなど、私も幼

建替えも視野に入れているとのことでした。

少期から何度も通った思い入れのある施設

築 50 年、いつかは建替えられる施設だか

です。展示館は広々とした芝生広場の中、 らこそ、その時代を映す意匠や空気感を留
水平にのびやかに広がり、屋根庇がその

N

大道平池

春

日

植物園 北門

井

長

岩本池

久

手

線

植物園 東門

75

噴水

森林公園 植物園 展示館

愛知県森林公園 正門

め、記録していきたいと思います。

水平性を強調しており、南向きの会議室

所在地／愛知県尾張旭市大字新居5182-1
愛知県森林公園 植物園内

ガラス面には意匠を兼ねたブリーズソレイ

建設年／昭和44（1969）年

ユが設けられています。エントランスホー

構造・規模／RC造 地上1階+地下1階 1,298㎡

ル中央の打ち放しの柱梁は意匠的にも力

設計／愛知県営繕課

利用時間／午前9:00〜午後5:00（入館無料､ただし

強く、展示室内の半地下へ下る RC の大

階段や、屋根に適宜開けられたトップライト、

エントランスホール

植物園の入園に大人220円必要[中学生以下無料])

南側ファサード

休館日／月曜日､年末年始（12/29〜1/1）

※月曜日が祝日・休日の場合は､その翌平日が休館日

外壁から屋根につながって感じられる納ま

問合せ先／愛知県森林公園 案内所

りなど、当時としては標準的なデザインだっ

電話／0561-53-1551（代）

たかもしれませんが、昨今主流を占めてい
る乾式構造の公共建築に比べ、当時の手
業や息遣いなど、湿式構造の重厚感が感
じられます。

中澤 賢一（JIA 愛知）
㈲堀内建築研究所

北側 傾斜に沿った2層部分

編集
後記

●2021 年新年号。

への期待について書きましたが、昨年は試合

仲間と卒業後も様々な場面で助け合うのだとか。

1 年の始まりに期

に熱狂する代わりに新しい時間の使い方、人

コロナ渦という濃い未曽有の時代を生き抜けば、

待と抱負を認識す

との接し方、建築への向き合い方を学びました。

その先に強い仲間意識が生まれる！と明るく期

るものです。掲載

今年は学んだことを活かしたいと思います。

待をしています。

された新年あいさ

（中村慎吾）

つには、ブレーキ
を掛けながらも程

●なかなかブリテン委員会に出席できず、心

よくアクセルを踏み、前へ前へと進む準備が

苦しく思っていた頃に編集後記の依頼。罪滅

行われていることを感じます。

ぼしの気持ちで重い筆を・・・・。

連載ではチャータースクールと独立校について

「英・米のコミュニティスクール」を執筆されて

学ぶことができ、又、コミュニティスクールの実

いる渡邉先生は学生時代の恩師。その影響か

例では、閉じずに開いて地域の目を入れること

今まで多くの教育施設を設計させて頂いてい

による効果に気づかされました。

たこともあり、一昨年末に英国のラグビー校を

特別企画では法令も生き物なのだと再認識し、

視察してきました。ザ・ナインと呼ばれる名門

表紙や各コンテンツからは、国内外問わず見

のパブリックスクールで、ラグビー発祥の学校

るべき・知っておくべき建築は無限にあるのだと、

と言えば馴染みがあるかもしれません。ハリー

制限を受けずに自由に移動できる日を待ち望み

ポッターの映画に出てくるような校舎が街に分

ます。

散していて、学生はいくつかの寮に分かれて

2020 年新年号の編集後記では TOKYO2020

チームとなり、濃い学生時代を一緒に過ごした

12
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名古屋市公会堂有形文化財登録
名古屋市公会堂のリニューアル

名古屋市昭和区鶴舞公園に昭和 5 年（1930 年）に建てられた名古屋市公会堂は、
2020 年 10 月でちょうど開館 90 年を迎えた。また、平成の大改修と呼ばれる大規模なリ
ニューアル工事により、歴史的価値の高い部分を補修し、機能面では現代のニーズに合わ
せ利便性、快適性を追求し、平成 31 年（2019 年）にリニューアルオープンした。そして、
地域に根ざした近代建築として評価され、令和 2 年（2020 年）8 月 17 日に国登録有形
名古屋市公会堂外観
文化財（建造物）に登録された。
そこで、NPO 法人世界劇場会議名古屋と名古屋市公会堂指定管理者 KNS 共同事業体
が共催で、名古屋市公会堂有形文化財登録記念「世界劇場会議名古屋フォーラム 2020」
を 11 月 16 日に開催した。JIA 東海支部はこの企画を後援した。新型コロナウイルス感染
拡大の中での開催ということで、検温、消毒等をしっかり行い、客席は密を避け、約 150
名の参加者であった。
本稿では、
「世界劇場会議名古屋フォーラム 2020」で報告された内容をもとに、改修
内容等を紹介する。

改修工事後の施設概要（主な変更点）

耐震補強に加えて空調設備等の更新を行い、歴史的価値の高い外観や内部のデザインは、
保存のための補修を行った。併せて、利用者の利便性や快適性を向上させるために、様々
な改善を図った。主な変更点は次のとおり。
大ホール

4 階ホール
第 7 集会室
集会室・和室
・特別室
共用部

公会堂の正面に
ライトアップされた公会堂
鶴舞公園の噴水塔が見える

●舞台奥行を拡張（前に 1 間分＝約 1.8 メートル張り出した）
●3 階席後方に音響・照明の調整室を設置
●吊り物、幕類、操作盤等を更新
●1 〜 3 階の全ての座席を取り替え。席数は減少
（1,994 席→1,552 席※別に車椅子スペース 10 台分あり）
●楽屋増設
（第１楽屋は 2 室に分割。2 階の第 3 楽屋は廃止し、地下に 3 室新設）
●映写室にデジタル映写機を設置（フィルム映写機は廃止）
●1 階席（吹き抜け部分）にはデジタルサラウンド機能を導入
●電動スクリーンを設置
●第 7 集会室控室は北東角に移動
●冷暖房は全て個別空調に変更
●第 3 集会室は 2 階北東角に移動、面積増
●エレベータを３基から４基に増設

1 階ロビー床

3 階ロビー床
2 階ロビー床
（階によってモザイクタイルの模様が異なる）

シャンデリア
（分解して LED 化）

このほか、室内や廊下などの電灯は環境に優しい LED 照明に替えるなど、建物全体の趣
は残しつつ、新しい設備機器を導入した。

「世界劇場会議名古屋フォーラム 2020」プログラム
第 1 部 名古屋市公会堂の見学会（国登録有形文化財としての説明）
説 明：名古屋市、指定管理者
解 説：河田克博（名古屋工業大学名誉教授）
第 2 部 名古屋市公会堂のリニューアルについて
登壇者：改修設計
佐藤雅彦（（株）山下設計中部支社設計監理部グループ長）
建築工事
井上義和（（株）鴻池組名古屋支店建築部工事所長）
舞台音響設備
後藤克規

日華石の柱

玄関アーチ

（パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）パートナー営業本部担当課長）
舞台照明設備
田中 徹（丸茂電機（株）名古屋営業所所長）
客席椅子
丸山洋史（コトブキシーティング（株）名古屋支店）
進行役：中島貴光（大同大学准教授）

第 1 部では、名古屋市から主な改修内容の説明があり、河田克博先生から有形文化財
に登録された公会堂の具体的なデザインの魅力について説明があった。各ロビー床のモザ
イクタイルのデザインは復刻されたのだが、模様が鶴や亀の形になっているとの話が印象的
であった。
3 階和室
第 2 部では、
改修工事の関係者がそれぞれの立場から報告した。改修設計の佐藤氏からは、
①歴史的価値保存・保全、
②耐震化・高寿命化、
③機能更新の柱を考えて改修設計を行っ
たと説明があった。井上氏からは、建築工事の施工者としての苦労話を伺った。大ホール
客席の 2 階、3 階の床のコンクリートを壊し勾配を緩く作り直したということであるが、図
面が現場と合っていないことも多く苦労したそうである。また、90 年前の図面は寸法が尺
で書かれており、mm に換算しなければならなくて大変だったとのこと。後藤氏からは、舞
台音響とデジタルシネマ・サラウンドを兼ねたシステムの構築についての話があった。サラ
ウンドの対象エリアを絞り 450 席に限定し、他の席では音の明瞭度を上げたとのこと。田
中氏からは、前舞台拡張に対応する舞台照明設備の設定がメインテーマとなり、シーリン
グライトの増設や調光室の位置移動などの説明があった。丸山氏からは、戦時中に処分さ
れた建設当初の客席椅子の復元をしたことが説明された。昭和初期のカタログの写真から
デザインを復刻したとのこと。また、
座席の配置についても、
具体的な変更点の説明があった。 大ホール舞台
クッペルホリゾント
改修前は、中央に縦通路があったが、今回の改修では、機能性を優先してなくなった。当
初建設時は、客席後方の扉を開けると、舞台の中央から鶴舞公園の噴水塔まで見渡せるこ
とを意図したのかもしれない。
改修工事の具体的な説明を伺うと、現在のニー
ズに合うように、かなりの変更が加えられているが、
ディテールなどのデザインを再生するなど、昭和
川本 直義（JIA 愛知）
初期の雰囲気を醸し出すよう、関係者一同の努
㈱伊藤建築設計事務所
力がなされたことがよく理解できた。

4 階特別室

大ホール 舞台から客席を見る

大ホール 客席から舞台を見る
（舞台が前面に拡張された）
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