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今、問い直す建築と建築家

ＵＩＡ（国際建築家連合）２０１１東京大会のテーマはデザイン２０５０です。

世界１２３カ国１４０万人の建築家たちが連携し、建築・まちづくりを通して２０５０年の持続可能な社会づくりに向けて活動を展開します。

東日本大震災により、我々は自然の力に対する人間の過信に気付くと共に、安心・安全な建築やまちを持続させていく事の大切さを思

い知らされました。　近代化・都市化が進む中で成長の限界が見えてきた現在、大きく価値観のパラダイムシフトが進みつつあります。　

基準を満たす建築物を大量に生産して行く時代から、建築物を丁寧に創りながら地域の多様性を尊重した次世代に持続可能な環境づく

りの時代に移行させたいものです。　

議論は様々で尽きないことでしょうが、建築とは、建築家とは、と言った基本を一人一人の建築家が問い直し、社会に理解して貰うことか

ら始めることが大切だと思います。　　　　　　　　　　　　　　

現在、建築を取り巻く法資格制度改革の議論が始まっています。

戦後の復興やその後の経済成長の時代をけん引してきた建築基準法・建築士法の改正し、建築基本法制定などこれからの時代に即し

た制度づくりが検討されています。

建築が社会・文化的資産である点やその実現のための専門家の役割と責任を規定して行く法資格制度の改革が、質の高い建築やまち

づくりを推進させていくうえで大変重要になってきます。

＜建築＞とは

そもそも＜建築＞という言葉は明治の時代に西洋のアーキテクチャーの訳語として日本で作られた造語であり、驚いたことに韓国や中

国でも同じ漢字の＜建築＞が使われています。

西洋建築を導入するにあたって当初はアーキテクチャーを造家と翻訳されましたが、伊藤忠太が技術に偏ったイメージの強い＜造家＞

を文化・芸術的な意味合いを持たせた＜建築＞に改めるよう主張しました。

＜建築＞という言葉の生まれた時点から、単なる技術を超えて文化・芸術的意味合いを含める思いが込められていたようです。

一方、広辞苑によれば＜建築とは家屋・ビルなどの建造物を造ること＞とされ、建造物を造る行為をさしています。

ウエブスター辞典でアーキテクチャーを調べてみると、

＜１、建物を設計する技術　２、建築家が作りだすまたは模倣する建物の様式　３、建築物＞となっています。　　

英語のアーキテクチャーは技術や様式、更には建築物をも意味しており、日本語の建造物を造る行為のこととは一致していません。

そして我々が日常に使っている＜建築＞の言葉には建築するという行為以外に明らかに建物を意味するものが含まれています。

さらに建築家の間では建築と建物を区別することにこだわり、建築家が設計に関わっているかで区別したり、歴史や文化の文脈に位置

づけられているかどうかが境目となるなど様々なレベルでの議論が収斂することはありません。

建築という言葉の意味は建物を作る行為なのか建物自身なのか、或いはそれらを包括し、文化・芸術的な広い概念なのか、をはっきりさ

せ、＜建築＞を解り易く再定義することが、一般市民に建築への理解を深めてもらう第一歩になるのではないでしょうか。

＜建築家＞とは

＜建築家＞は西欧において医者や弁護士と並ぶプロフェッションの一つとして社会的に位置づけられています。

日本では西様建築を導入した際にアーキテクチャーを＜建築＞とし、アーキテクトは＜建築士＞と訳され、大正3年には辰野金吾や曾根

達蔵ら12名が全国建築士会を結成して西欧流のアーキテクト職能確立を目指しました。

その後1950年に戦後復興に向けて建築士法に建築士は最低基準を満たす技術者として規定されたため、1956年に日本建築家協会（旧

家協会）が設立され建築士と一線を画した西欧流アーキテクトを＜建築家＞と標榜するに至りました。

しかし現在、法で規定された＜建築士＞とJIAが標榜する＜建築家＞の違いは一般社会からははっきりと理解されていない状態です。

さらにUIA基準に乗っ取った登録建築家やエーペックアーキテクト、専攻建築士や更には一般メディアに登場する自称建築家など、様々

に入り乱れてその建築設計者資格の実態は極めて分かりにくいものとなっています。

西洋におけるプロフェッションとは、神へプロフェスし自らの能力を社会のために行使するものとされています。

JIAの目指す＜建築家＞はまさにこのプロフェッションの姿であり、専門的能力の研鑽を重ね自主独立の精神を持ち社会の利益のため

に専門家としての役割と責任を果たすものです。

建築とは

建築物を企画・設計・施工・維持管理する行為のことであり

持続可能な環境づくりに向けた意思と

技術・芸術を包括した時代の英知を意味します。

 

そして建築物は

個々の目的・機能を持つ私的財産であったとしても

その存在は共有の環境要素として社会・文化的資産となります。

建築家とは

専門家としての技術や知識と物事を地球規模で客観視できる理性を持ち

 

倫理観のもとに行動して

クライアントと社会双方の代理人であり共同者として信頼に応え

 

建築を通して

くらしを、街を、地域を、地球を豊かに築き上げる使命をおびた者です。
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＜プロとしての仕事に責任を持つことで輝く "スターアーキテクト"＞

コロンビア大学の建築学部長マイケル・ウイグリー氏は、「プロフェッショナルは皆が、自らの専門に責任を持つことで輝くスターである。」

とし、また一人のスーパースターが新しい可能性を切り開く時代から様々な専門家のコラボレーションの時代に変わってきていることを指

摘している。　

JIA建築家はプロとして自らの仕事に責任を持つことで皆輝くスターとして誇りを持ち、建築・まちづくりを統括する調停者としての姿を目

指したい。

＜地域に根差す "コミュニティアーキテクト"＞

地域主体の街づくりを推進するためには、市民・行政・専門家による地域のまちづくりを行う組織＜まちづくり推進協議会＞やコミュニティ

アーキテクトの役割がさらに重要になってくる。　

JIA建築家は建築士会とも協力して地域のまちづくり活動を積極的に展開して実績を重ねるとともに、コミュニティアーキテクトの活動を継

続できる制度づくりに努めたい。

＜国境や領域を超えて活躍する "クロスボーダーアーキテクト"＞

WTO、GATTによるサービス貿易自由化の波は、会計士、弁護士に

続き建築士にもグローバルスタンダードを迫ってきている。

日本の建設投資は半減している状況であり、アジアを始めとする諸

外国では日本の技術や優れた建築家を求めている。

JIA建築家はUIA基準建築家資格による相互承認推進や各国の建

築家協会との情報交換を行い、国境や領域を越えて自由に活動す

るクロスボーダーアーキテクトを目指したい。

JIAの目指す建築家像

哲学者　中村雄二郎氏は近代を特徴づけるものとして、＜普遍性＞＜一義性＞＜客観性＞を挙げ、反対に失われてきたものとして＜固

有性＞＜多義性＞＜相互行為＞を挙げている。

この指摘を建築の領域で考えてみると、確かに近代建築はインターナショナルスタイル、合理主義、機能主義が主流となり、地域性や個

性、人間性といったものが失われてきたように見えてくる。

グローバルスタンダードや経済原理のもとで作られてきた建築やまちをもっと魅力的なものにして行くためには、これからの建築家は近

代を乗り越えて、地域の固有性を尊重するとともに多様な人々や様々な活動を許容しさらに誘発して行く必要があるようだ。近代の目指

す建築家像は社会を＜啓蒙＞して＜作品＞を作る＜巨匠＞となるようなものであった。

しかしこれからの建築家像は関係者や市民と＜対話＞して＜運動体＞に関わる＜調停者＞といったものになるのであろう。

パラダイムシフト

＜自然の克服から自然との共生へ＞

人類はその長い歴史の中で、生きるために自然との闘いを繰り広げ、

近代に於いては科学技術により自然をコントロールすることを目指し

てきた。

しかし、この度の災害は人間の自然に打ち勝つ努力をものともしない

大自然の力をまざまざと見せつけられ、自然に打ち勝つことを目指す

事より自然と上手く共生して行く道を選ぶ方が得策であると思い知らさ

れた。

人間が自然を支配するデカルト主義につながる近代主義から、自然と

の共生や循環を旨とするニーチェやポストモダンの思想へ転換する、

文明のパラダイムシフトが今まさに進行しつつある。

＜マネー資本主義から環境資本主義へ＞

現代の社会は、マネー資本主義を原動力に能率・効率を第一義に拡

大・成長を続け、経済成長のために自然破壊が進行し、その結果ロー

マレポートに示されたように地球環境が悲鳴をあげている。

また経済もバブル経済の崩壊やマネー資本主義の行きすぎによる弊

害が露呈して、成長の限界が見えてきた。

ブータンの首相　ティンレー氏はGNP（国民総生産量）に対してGNH

（国民総幸福量）の大切さを提唱しているが、経済成長が必ずしも国

民の幸せに直結しない事を示している。

環境を共通の資産として次世代に継承して行くことを旨とした、お金に

換えて環境を資本とする新しい環境資本主義時代の到来である。

＜一極集中型社会システムから地域分散型社会システムへ＞

我が国のエネルギーシステムは一極集中して挌大し続ける巨大都市

のエネルギー消費をまかなうため、遠隔地に経済合理性のもとに大型

の発電所を設けてはるばる高圧線で消費地まで送電している。

原発に代表されるように金銭保証により地元のリスクと自然破壊に対

処する弊害や送電による大幅なロスなど様々な問題が明らかになって

きた。

これからは消費地で自然エネルギーを活用して電力を創り出す、地域

分散型エネルギーシステムへの移行が求められている。

そのためには、スマートグリッドのような新たなエネルギー供給システ

ム構築とスマートシティともいえる地域分散型社会に向けた建築・街づ

くりを計画的に推進して行く必要がある。

芦原 太郎
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日本建築家協会のHPはこちら
http://www.jia.or.jp/
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UIA２０１１東京大会にて、３つの宣言が表明され、持続可能な社会のビジョンとその実現に向けた建築家の役割と責任が示されました。

UIA東京宣言

１９３３年にCIAM （近代建築国際会議）で採択されたアテネ憲章以来の新しい建築や都市の理念を示して、近代からのパラダイムシフト

をＵＩＡが宣言します。　近代から現代にかけての科学技術への過信や経済至上主義を反省して人間の幸せを第一義に考え、環境・社

会・文化の３つのサステナビリティを併せ持たせる価値観への転換を促しています。　またキーワードとして、多様な職種による統合的プ

ロジェクト推進、地域主権と文化多様性の尊重、生活の質的向上と社会正義の実現があげられます。

建築・まちづくり宣言

建築関連５団体が建築基本法の理念となる考え方を確認し、これからの建築・まちづくりや地域の個別性を尊重した災害の復旧、復興

に連携して取り組むことを宣言します。　建築がまちや環境を構成する社会・文化的資産である事と、建築・まちづくりに市民・行政と共に

専門家がそれぞれの責任と役割を果たす事の重要性を表明します。

JIA建築家宣言

UIA東京大会に於ける職能シンポジウムを総括して、建築家の役割と責任を建築家自らが確認すると共に広く社会に理解されることを目

指します。　自らの業務を通じて建築・まちづくりに貢献する公益寄与と、会員の質と会員が規準を順守する事を社会に対して保障する

公益保護を行う事を宣言します。

Declaration of the UIA2011 TOKYO  
“Beyond the Disasters”  

<Draft> 
The XXIV UIA Congress was held in Tokyo during 26-28 September, 2011, 6.5 months after the historical disaster of March 11 
in Japan. It magnetized nevertheless approximately Y,000 professionals and students related to the architectural and urban 
fields, from more than Z nations and regions around the world.  

Predominantly affected by the devastating events, the participants discussed sincerely and passionately about what had 
happened, what was happening, what should be done now and in the future under the congress primary theme; 

Design 2050 
focusing on the most relevant issues 

beyond the Disasters, through the Solidarity, towards the Sustainability. 

Those were sorted in terms of the foundational pillars of three sub-themes; 
1) Environment, 2) Cultural and 3) Life.  

Major discussions were to identify together the forecasting and backcasting visions of architectural and urban design 40 years 
hence, which should enlighten us on the role of our profession going forward form the prior charters and declarations of UIA.  

Consequently we declare hereby to commit ourselves to; 
1) Seriously learn from the disasters around the globe to overcome the current and future difficulties related to our profession
beyond the diverse disciplines regarding built environment, in terms of the triple bottom lines (environmental, social and 
economic) of sustainability, 

2) Vitally exchange global and local initiatives for the equity beyond the existing boundaries of region, nation, race, religion,
language, gender, etc., holding the cultural diversity in high regard, through a variety of contemporary media including social
networking that is changing the world, 

3) Promote firm solidarity of our profession responsible to propose and enhance together region-specific “Quality of Life” of 
the people above their gaps for social justice beyond the disasters towards the sustainability through the true power of 
design towards and beyond 2050. 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

UIA２０１１東京大会における３つの宣言UIA/五会/JIA
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 UIA（国際建築家連合）のHPはこちら　http://www.uia-architectes.org/

日本建築学会のHPはこちら　http://www.aij.or.jp/aijhomej.htm

日本建築士会連合会のHPはこちら　http://www.kenchikushikai.or.jp/

日本建築士事務所協会連合会のHPはこちら　http://www.njr.or.jp/

日本建築家協会のHPはこちら　http://www.jia.or.jp/

日本建設業連合会のHPはこちら　http://www.nikkenren.com/
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北海道

Hokkaido

H
o
kkaido

HOKKAIDO ARCHITECTのパラダイムシフト

北海道支部の情報はこちら
http://www.jia-hok.org/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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東北

Tohoku

ふるさと東北は かならず蘇る
T
o
h
o
ku

東北支部の情報はこちら
http://www.jia-tohoku.org/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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むつ市

青森市

弘前市

津軽地域

津軽地域

八戸市

南部地域

東北日本大震災は甚大な被害をもたらし、青森県においても八戸市を中心に大きな被害を受けました。
私たち建築家にとっても、建築・まちづくりに対する考え方を変えざるおえない状況にあります。
特にまちづくりについては、ハード・ソフト両面から考え直す必要があるように思います。
３・１１以来、復興支援・被災地調査を続けていく中で、いろいろなことが分かってきました。
ひとつには、被災地域ではその地域の人々でなければ復興計画ができないということです。
その地域の風土、生き様、習慣は、各地域で違いそれを知る地元の建築家でなければ、まちづくりは難しいというこ
とを痛感しました。（同じ青森県でも南部藩、津軽藩という歴史風土の違う地域が存在する）
もうひとつは、その地域での助け合い、コミュニケーションがいかに大切かということです。防災訓練、ふれあい活
動が、いざという時に非常に役立つと思います。
自然災害は地球温暖化によりますます増える傾向にあります。地震、津波、台風、竜巻、2050年を見据え、災害に強
いまちづくりを考えてみました。

災害時には人と人の助け合いが大切であり、風土・歴史を背景に地域ごとに交流可能な多目的施設が必要と考えます。

○地域の交流施設を防災・情報の拠点に

１．東日本大震災で学んだ１番大切なことは地域のコミュニケーションづくりです。

２．地域の風土・歴史に配慮し、地域ごとに交流施設、文化施設、体育施設を集約、防災・情報・避難
　　拠点に
　　※体育館の避難所ではプライバシー、トイレ、電気、暖房、情報不足、様々な問題が露呈しました。

　　・情報の安定化
　　・防災用品の備蓄
　　・発電機設備の設置
　　・仮設住宅が建設可能な公園の併設

○県の情報施設の設置
　　各町村の避難施設とのネットワークの拠点となる

私たちは現在青森市の公園の提案を行っています。防災・科学・自然・芸術の観点から未来型公園を提案,、災害に強
いまちづくりの活動を始めました。

 現在、市民が多目的に利用し、防災拠点も兼ねる青い森セントラルパークは名実ともに公共の公園です。この公園のより有効な活
用法について、『市民による、市民の為の未来型公園（科学、自然、芸術の融合）』を提案します。
　基本的には、様々な世代の人々が集まって楽しむことができる、緑があふれた公園として、かつ災害時には防災拠点として中心的
な役割を担える機能を持った場所として整備されるべきだと思います。しかし、それは「公」の手による整備という従来の形ではな
く、近年の『市民の手による街づくり』という視点にたって、多くの市民が関わって持続的に整備し、維持されていくものが、ここ
にはふさわしいと考えています。
　具体的には、市民よって植栽、植樹等の長期的な計画を作成、実施し、その維持を行ないます。「公」任せではなく「自分の手で
公園を育てていく」ことで、人と関わる機会を得、地域のコミュニケーションを育むことにつながっていくと考えます。それが、こ
れからのまちづくりにとって重要であるということは、東日本大震災から得た教訓であり、それを活かしていく責任があると思うの
です。
　このソフトを実現するために重要なことは、まさにそこに参加する（利用する、憩う、遊ぶ）「人」であり、その「人」を公園に
導く移動手段の確保といえます。この公園の北側にある青い森鉄道を活かした新駅建設を中心としたインフラ整備です。車社会から
の脱却と既存の交通システムの効率化を目指すことは重要であり、周辺地域、特に旭町地下道路などの再開発と併せ、青森独自の方
法を模索するには決して早すぎではありません。
　そして同様に、ガソリンに限らず新エネルギー開発のための研究も重要であり、特に青森の場合、克雪のみならず、積極的な雪の
利用など、冬期の堆雪場所としての機能を活用して、研究を進めるための施設を公園内に整備することも有効だと考えます。それら
の研究施設は、例えば樹木に囲まれた斜面のように、屋上を緑化するなどの工夫によってその存在を軽減し、多目的広場等と一体化
します。研究の成果はエネルギー研究に連携した実験小建築（彫刻的なフォリー等）で公開され、市民に開かれた施設となればと思
います。
　これらの、公園や科学技術、駅など様々なものが集約するエリアを、芸術的な視点も含めてコントロールすることで、県外や海外
に向けて「まちの顔」として発信力を持つと考えます。そして、市民に愛着のある場所として認知されることは防災拠点としての重
要であり、単なる避難場所だけではなく非常食、設備等を常備する施設も整備することで、災害に強いまちづくりができると考えま
す。
　しかし、ここで大切なのは、多くの市民が、様々な関わり方で、持続的に利用する「青い森セントラルパーク」で、「コミュニ
ケーション」が育まれることです。非常時をお互いに支え合う強い心こそが、「本当に強いまち」であることを、これからも忘れず
にいきたいと思っています。

青森県は歴史的に南部と津軽に
別れ、風土も習慣も違います。
それぞれの中心地域に防災・情報
拠点を配置

：県の防災・情報・避難拠点
：津軽地域の防災・情報・避難拠点
：南部地域の防災・情報・避難拠点
：南部地域の防災・情報・避難拠点
　（むつ）
：各町村の防災・情報・避難拠点

体育施設（避難施設）

交流施設
（情報・避難施設）

文化施設（避難施設）

防災・情報・避難拠点のイメージ図

公園
（仮設住宅）

青い森セントラルパークについての提言

イベントパーク

広場

駐車場

駐車場

市民アートギャラリー

研究施設

新駅
低層集合住宅エリア

全天候広場

エネルギー広場

駅前広場

ロータリー

ロータリー

フォリー

フォリー

フォリー

駐輪場

高齢者住宅

集合住宅

駐車場

公園

隣接する公共建築物を一体的に活用（防災拠点等）

全面道路の拡張と古川方面まで整備

上部屋根にソーラーパネル設置

冬季間は雪溜め場としても使用

地域のコミュニティ公園

研究成果を所々に設置した彫刻的なフォリー等で市民に公開

低炭素実証実験を実施

回遊できるジョギングコース

上部屋根にソーラー
パネル設置

地域のコミュニティ公園としても機能避難所や冬季間の雪溜め場としても機能

防災用貯蔵庫を確保

森の中の市民美術館

施設屋上の緑化で公園としての景観に融合

国道4号と接続する道路の美化、整備

森
青

「新しい街づくりを考える」（東日本大震災を受けて）

A
o
m

o
ri青森

Aomori

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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「顧空庵」1952（2007）移築

「横手興生病院」1965（2008解体）

「稲住温泉」1950

横手市

湯沢市

「昨雪軒」1971

「雄勝町役場」1956

「旧秋の宮村役場」1951

「奥田酒造」1957

大仙市

大館市

「旧大館木材会館」1953

JIA秋田地域会

寡作で知られる白井晟一の作品が秋田県の南部、横手・湯沢地域には
かなりまとまって現存しており、その多くは今でも使い続けられています。

池田　　匠 石垣　　充 石塚　　悟 伊嶋　洋文

加藤　一成 木曽　善元 小林　晴樹 小松　俊光

佐藤　勝美佐々木　孝 佐藤　憲一 鈴木　玲子

武田　公治 西方　里見 花田　　順 茂木　　聡

秋田

Akita

A
kita

田
秋 秋田に残る白井晟一の建築

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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手
岩

岩手

Iwate

三陸再考
Iw

ate
一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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城
宮

宮城

Miyagi

宮城の復興へ向けて　東日本大震災への取組
M

iyagi
宮城地域会の情報はこちら
http://jia.sblo.jp/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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山形
形
山

Yamagata

山と川の恵み〜日本の原風景
Y
am

agata
一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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20km

30km

40km

60km

80km

会津若松市

喜多方市

郡山市

いわき市

南相馬市

田村市

二本松市

本宮市

福島市

伊達市

相馬市

白河市

須賀川市

福島地域会

会長

辺見　美津男

秋月　直道

阿部　直人

岩田　司

遠藤　知世吉

小嶋　裕一

川崎　直竹

菊地　進

君　　興治

國井　安行

齋藤　史博

坂詰　東洋

佐久間宏一

佐々木信幸

佐藤　武徳

佐藤　信博

佐藤　文男

三瓶　一壽

嶋影　健一

清水　公夫

鈴木　勇人

高桑　正晴

田中　直樹

田畑　光三

丹野　義明

千葉　直

滑田　崇志

芳賀沼整

浜尾　博文

廣澤　俊樹

本間　耕一

増子　順一

三坂　恭一

村井　弘道

山口　寛

渡辺　章
日常生活で年間20.0mSv以上の被曝が予想される地点
　　　〃　　　10.0mSv　　　〃
　　　〃　　   2.5mSv　　　〃　
出典：うつくしま観光プロモーション推進機構「福島県観光MAP」
　　　文部科学省「土壌採取地点における線量測定マップ」平成23年8月12日

福島

Fukushima

F
u
ku

sh
im

a

島
福 ともに進もう

フクシマトクシマのページはこちら
http://fukushimatokushima.seesaa.net/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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JIA東京

JIA神奈川 JIA千葉

JIA埼玉

JIA茨城クラブ 

JIA栃木クラブ

JIA群馬クラブ

JIA山梨クラブ

JIA長野県クラブ 

JIA新潟クラブ

関東甲信越支部 正会員 2243名
賛助会員 168社 172名

（2011年9月時点）

第20回保存問題栃木大会
「大谷石の魅力を探る」
2011年 3月11日発生の
東日本大震災で中止

第19回保存問題山梨大会「近代建築遺産
を受け継ぐために-地域の歴史と共に生き
る保存活用の方法を探る」2010年

第18回保存問題神奈川大会「近代化
遺産を市民にひらく-横須賀、浦賀
が伝える近代の記憶の景」2009年

第17回保存問題新潟大会「城下町
しばたのいまと未来」2008年

第16回保存問題東京大会「建築家と保存
文化の現在（いま）」2007年

第15回保存問題茨城大会
「つくば30年の検証美し
い街を未来へ」2006年

第14回保存問題千葉大会「モダニズム建築
持続への道」2005年

第13回保存問題群馬大会
「シルクの街に建築を求
めて」2004年

第12回保存問題長野大会「住民に支持される保存とは」
2003年

第11回　保存問題栃木大
会「世界遺産のあるまち
で」2002年

第9回　保存問題埼玉大会
「さいたまにみる保存の今」2000年

アーキテクツ・ガーデン2009建築祭
「建築家クラブの夕べ」にて撮影

JIA関東甲信越支部では毎年、１都９県に会場を設定して建築保存大会
を開催しています。例年、２００人に及ぶJIA会員や非会員が集まり、
それぞれの地方建築文化を堪能し、また課題を共有して議論を交わし
ます。我々にとって建築の保存、再生業務に限らず、日頃の建築設計
活動にそれらのエッセンスが生かされています。

                         　　JIA関東甲信越支部支部長　上浪寛

渋谷地域会 
文京地域会 
城東地域会 
新宿地域会 
中野クラブ 
杉並地域会 
三多摩地域会 

世田谷地域会 
中央地域会 
城南地域会 
城北地域会 
港地域会 
目黒地域会 
千代田地域会

土地の記憶を建築文化として継承する

越
信
甲
東
関

Kanto-koshinetsu

K
an

to
-
ko

sh
in

e
tsu

関東甲信越支部の情報はこちら
http://www.jia-kanto.org/members/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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新港埠頭煉瓦１号上屋 横浜税関本庁舎 横浜郵船 神奈川県庁舎写真：井上玄
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90■１９８４年の調査時に
　　存在していた建築

■２０１１年の調査時に
　現存が確認された建築

【横 浜の歴史】
神奈川では、明治維新以降開港都市として横浜が県の中心となっています。江戸時代までは東京湾に面する一寒村であった横浜村を一変させ
たのは、江戸時代鎖国として国交を持たなかった日本にアメリカのペリー率いる黒船の来航です。幕府は、東海道に直結し当時栄えていた神奈

設を許可して異国を感じる町ができました。それが今の関内地区の始まりです。横浜の歴史は開港とともに始まり、開港によるまちづくりのスター
トとなるのです。

【関東大震 災を乗り越えて・・・】
1923年の関東大震災で横浜は壊滅的な被害を受け、異国の街並であった関内地区の領事館はほとんど倒壊しました。しかし震災後３ヶ月以
内に復興計画が策定され、震災復興事業として瓦礫を埋め立てて山下公園が造成されました。震災前に建設された開港記念会館（ ジャックの
塔）と共に神奈川県庁舎（ キングの塔）、横浜税関庁舎（ クィーンの塔）が建設され、横浜三塔と言われる現存する建物もこの時に建設されまし
た。

【戦 災を乗り越えて・・・】
昭和初期海運業の発展とともに横浜の町は栄えますが、再び第二次世界大戦の横浜大空襲で中央部の町は壊滅的な被害をうけ、さらに連合
軍が税関ビル、ホテルニューグランドなどを軍事拠点とし横浜の戦災の復興は大幅に遅れました。しかし、1950年に横浜国際港都建設法が制

【 関内地区に現存する歴史的建造物】
1984年神奈川県文化財調査報告書「神 奈川県の現存近代洋風建造物目録」(神奈川県教育委員会)によると、関内地区には95棟の明治・大
正・昭和初期の建造物が残っていました。2010年12月関内地区の歴史的建造物の現状を日本建築家協会神奈川地域会で調査し、保存・一
部保存・復元(一部復元)も含め創建当時の面影が残っている建物43棟を確認しました。

【 そしてこれから】
横浜は開港150年を超え、2度の大きな災害関東大震災・戦災を生き延びている建物を通して、開港都市である横浜らしさ＝横浜のアイデンテ
ィティーを守ってきています。
関内地区の取り壊された建物は、この26年間の中で歴史的建造物の半数以上52棟の建物が取り壊されました。中には、人知れず壊された建
物、惜しまれながらも経済的な問題、物理的な問題によって取り壊された建物も数知れません。現存している建物、取り壊された建物を見直すこ

伝えていきたいと思います。

日本建築家協会神奈川地域会

神奈川

Kanagawa

K
an

agaw
a

川
奈
神

港町横浜の昔、今、そしてこれから
神奈川地域会の情報はこちら
http://www.jia-kanto.org/kanagawa/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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　八ツ場ダム完成予想模型　　やんば館展示

　1947年9月（昭和22年）カスリーン台風により、利根川流域では水害（土石流や河川氾濫）による死者・行方不明者2000人に及

ぶ甚大な被害を受けた。特に利根川下流域の堤防決壊・破壊は2500か所強、首都圏の江戸川流域は8万戸を超える家屋が浸水した。

これを契機に1949年「利根川改訂改修計画」が策定され、水害から利根川中・下流域を守り且つ首都圏への生活用水と流域への農・

工業用水の供給を目的に、上流に大規模なダムを8ヶ所建設する方針が立てられた。この最後の一つが八ツ場ダムである。

　水没地域住民の40年にわたる反対運動と補償交渉、ようやくの合意形成と妥結に20年、さらに一昨年の政権交代後の予想外の中

断、半世紀以上経過した今でも地元は未だに翻弄され続けている。その結果、当初5地区で350世帯であった移転対象家族の多くは地

域外への転居を選択していった。住み留まる事を選んだ僅か50の世帯は、国のまちづくり計画によって造成された5つの代替え地区

に移住し湖面に架かる橋梁により結ばれあらたな生活環境が実現されつつある。

3.11。未曾有の災害が東北を襲った。その後に国や自治体から人工地盤や高台移転、それらを結ぶ道路・橋梁・インフラ計画が声

高に発表されたが、その内容（手法）は八ツ場のまちづくり計画と酷似しているのではないだろうか。八ツ場地区では60年が経過

し尚人々の不安定な日常は続いている。またダム本体の工事は中断しているものの関連付帯施設はほとんど出来上がり、映像でお

馴染みの5つの代換地を結ぶ橋梁、ＪＲ吾妻線の掛替え橋梁とさながら土木博覧会の様相を呈している。

　山間の生活から高台の平坦で日当りの良い造成地へと、また準高速道路により都市部とも短時間で結ばれ、確かに以前より利便

性のある生活は得られた。が、5地区が明確に分断された事により、かつてのゆるやかな地域間コミュニティーや地域振興は失われ

つつある。「生活の質」や「持続可能な環境」をヒユーマンスケールで、多様な価値観で考えて行くことの大切さ。群馬地域会で

は「21世紀の八ツ場」見守りつつこれからできる事を模索していきたい。

八ツ場ダム

川原畑地区代替地

川原湯地区代替地

長野原地区代替地

1号橋

3号橋

横壁地区代替地

林地区代替地

上湯原代替地

打越代替地

青木　榮　　　飯井　雅裕　　家住　美路　　石川　純男

伊藤　昭博　　井野　徹　　　上原　和彦　　岡田　敦志

荻原　正人　　片山　康浩　　唐澤　勉　　　神澤　宣次

小林　光義　　荘司　由利恵　須田　睿一　　曾田　彰

多賀谷　正一　長井　淳一　　永井　福二　　萩原　渉

羽鳥　悟　　　林　　修司　　樋口　久見子　松本　金弥

丸橋　森雄　　水上　勝之　　山内　彰　　　米田　雅夫　

松村　和雄　　　

　　　　　
　　　

川原湯地区代替地

昔ながらの温泉情緒を残し、多くの文豪にも

親しまれた川原湯温泉街も、ダム建設に伴い

開湯より800年余りの歴史に終止符を打ち、

整然とした造成地に移転する。

川原畑地区代替地

付替えとなった国道は地域高規格道路として

位置付けられ、吾妻渓谷に沿った旧国道の面

影は微塵もない。

長野原地区代替地

山間に忽然と現れた新規造成地。中央近くに

据えられた養蚕農家を模したと思われるモデ

ルハウスの周囲には、新建材で覆われた住宅

が次々と建てられている。

2号橋

前橋

八ツ場ダム予定地

群馬

Gunma

八ツ場（やんば）/２０世紀の残像群
馬

G
u
n
m

a
群馬クラブの情報はこちら
http://jia_gunma.typepad.jp/jia/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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野
長

長野 信州の風土と民家
N

agan
o

Nagano

長野県クラブの情報はこちら
http://www4.ocn.ne.jp/~jia-naga/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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中野
野
中 「空間ワークショップ」を単なるものづくりに終わらせない！

N
akan

o

Nakano

中野クラブの情報はこちら
http://www.eva.hi-ho.ne.jp/jia-nakano/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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三多摩地域会［ＪＩＡ三多摩］は、東京西部の三多摩エリアに在住・
在勤のＪＩＡ会員の建築家が、それぞれが所属している地域や組織と
の関連で、自分たちがやりたいことを提案・企画し、地域に根差した
活動をしようと参集しています。

三多摩エリアは、一つの単位としてくくるには広範囲にわたっている
こともあり会員がそろって活動する機会はなかなかありませんが、そ
れぞれの活動エリアで相互に連携をとりながら活動を進めています。

三多摩地域会では、中野地域会の協力を得て、６年前から武蔵野市内
の小学校で授業の一環として、材木とゴムバンドを使った空間ワーク
ショップ「校庭に家をつくろう」を行なっています。
図工科の先生を中心とした熱心な取組みと学校全体の協力で毎年回を
重ねてきました。
昨年度は、述べ 250名の子どもたちが参加するとともに、各地域会か
らの協力も得て述べ 39名の建築家がファシリテーターとして、サポー
トスタッフとして大学院生・大学生が延べ 37名も参加し、地域との
連携をはかる主たる活動となってきました。

東大和市立中央公民館で４年前か
ら実施している空間ワークショッ
プは、小学校低学年向けにあらた
に企画したもので「割ばしと輪ゴ
ムを使って街をつくろう」という
ものです。低学年にも空間や家、
そして街に興味を持ってもらいた
いという思いが夏休み恒例のイベ
ントとなっています。

「JIA 三多摩地域会展」は、空間ワークショップをはじめとするこれまでの会としての活動と、会員それぞれ
が行っている地域での活動を、それぞれの視点からまとめて発表する場としています。
それとともに、我々とともに連携して地域で活動するいくつかのグループの活動もあわせて発表しています。

我々 JIA 三多摩地域会としては初めての展覧会を開催することで、それぞれの人々が生活する環境を一緒に
考えていく第一歩にし、それぞれの地域に根ざした幅広い活動をしていくきっかけにしたいと考えています。

三多摩地域会：
代表　：高田典夫
副代表：富松太基
幹事　：山本和彌
幹事　：安部貞司
幹事　：浅野賢一
幹事　：近藤剛啓
監査　：亀井天元
相談役：大宇根弘司

メーリングリスト登録会員：41名

三多摩

Santama

S
an

tam
a

摩
多
三

三多摩の街と建築を考える
一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp

17



杉並

Suginami

S
u
gin

am
i並

杉 共に学び、共に歩む、杉並土曜学校
杉並地域会の情報はこちら
http://www.jia-kanto.org/suginami/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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京
文

文京

Bunkyo

コミュニティ・アーキテクトとして活動する

B
u
n
kyo

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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谷
渋 渋谷

Shibuya

S
h
ibu

ya

渋谷探索トレッキング
渋谷地域会の情報はこちら
http://www.jia-shibuya.org/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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世田谷

谷
田
世

つないでゆく建築・まちづくり
2050年の建築家へ

Setagaya

S
e
tagaya

世田谷地域会の情報はこちら
http://www.jia-setagaya.com/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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城北

Johoku

J
o
h
o
ku北

城 地域に信頼される「コミュニティ・アーキテクト」を目指して

東久留米市

清瀬市

荒川区

足立区

中野区 新宿区

千
川
上
水

妙正寺川

神田川

江古田川

善福寺川
玉川上水

神田川（神田上水）

日本橋川

神田川

白子川
石神井川

新河岸川 荒川

荒川隅田川

目白台南辺の崖線

西ヶ原台地東辺の崖線

土支田・成増・赤羽台地北辺の崖線

ふじ大
山道（

富士街
道）

清戸道

川越街道

中
山
道

日
光御成道（岩槻街道)

練馬区

板橋区

北区

豊島区

杉並区

武蔵野市

西東京市

文京区

川・上水

崖線・緑

道・街道

商店街

会員
秋山 信行　
阿部 治子
飯村 和道
石田 敏明
泉 幸甫

久間 常生
齋藤 孝彦
佐野 綾
柴田 いづみ
柴田 知彦

信原 利行　
早川 泰
林 秀司
廣瀬 光夫
深川 良治

城北地域会

　私たちは、豊島・練馬・板橋・北区の４区と、その周辺からなる城北
地域の特性を生かした諸活動を展開しようとする地域会です。まち歩きや
勉強会を通して、広域的な視点から地域固有の諸問題や特性について議論と
検証を重ねてきました。

城北地域をつなぐもの

城北地域会の歩み

2050年の城北地域

東京書籍見学（まちあるき：王子・巣鴨地蔵通り） 空間ワークショップ鬼子母神参道（まちあるき：都電荒川線沿線） 城南住宅（まちあるき：城南住宅，常盤台） ショートレクチャー：松本哲夫氏 地域会例会の様子

　本地域会のエリアは、現在の行政区境が定まる前から、自然・地勢的にも、
人の営みの面でも深いつながりや共通項を持っています。私たちはこのつながり、共

ちま、し目着に目項４の」街店商「、」道街・道「、」緑・線崖「、」水上・川「す示くよを項通
歩きによる地域調査を行ってきました。
　左の絵は地図上に私たちが着目した4項目の主な地点・エリアをプロットしたもの
です。川の流れや崖線は地勢的に、街道や商店街は人々の活動で、線、点として様々
につながり関連していることが読み取れ、視野が広がります。これらを漸次整理しなが
ら、地元の専門家・建築家集団として、まちの良さ・魅力を再発見し今後の地域まちづ
くりに貢献できればと考えています。

磯部 和久　
伊藤 伍朗
大川 宗治
片山 和俊
亀井 天元

鈴木 和貴　
田口 雅之
竹内 啓二
武田 実代子
中嶋 富男

藤本 昌也　
松本 哲夫
南 知之

霜降・染井銀座商店街 石神井公園

まちづくり意見交換会

東京23区における城北地域位置図

今から64年前、アメリカ空軍・家族宿舎である
グラントハイツと呼ばれた場所は、1972年に
返還されてから、約40年かけて現在の街に発
展してきました。2050年の光が丘は、建築家が
地元地域の方々と交流・ディスカッションを重
ねた、皆が誇りに思うさらに素晴らしい街が形
成されていることでしょう。

戦後の高度経済成長に伴い、田園地帯が都市
に飲み込まれて50年が経過しました。地下水
の涵養、湧水再生、親水化により雨水排水溝と
化した石神井川が、2050年には多様な動植物
が生きる「暮らしとともにある川」でありたいと
思います。

　震災やエネルギー問題がきっかけで、国や
社会全体の方向性に関し今後急激にパラダイ
ムシフトが進むと思われます。また少子高齢
化、人口の大幅な減少が予想される2050年の
都市や建築を取り巻く状況は、現在とは大きく
異なるでしょう。今後の地域の建築やまちを仲
間と共に考え、将来のあるべき姿を見つめた
いと考えています。
　そのころ私たちは、まちづくりの専門家「コ
ミュニティアーキテクト」として地元により深く
信頼され、みんなが誇れる環境、景観、空間づ
くりへ向けて活動しているイメージが望まれ
ます。

石神井川（山下橋付近）

2011年1956年

練馬区光が丘地区

1972年 2011年

川・上水

崖線・緑

道・街道

商店街

石神井川、白子川、千川上水、神田上水
荒川、隅田川、新河岸川

仲宿、大山商店街（旧大山宿）、
霜降・染井銀座商店街、
巣鴨地蔵通り商店街（旧中山道上） 等

土支田・成増・赤羽台地北辺の崖線
西ヶ原台地東辺の崖線
目白台南辺の崖線

中山道、清戸道、ふじ大山道（富士街道）、
川越街道、日光御成道（岩槻街道） 

2007 2008 2009 20112010
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城北地域会の情報はこちら
http://www.jia-kanto.org/johoku/

一万人の世界建築家展
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海
東

東海

Tokai

T
o
kai必ず起きる地震と災害に備えて

東海支部の情報はこちら
http://www.jia-tokai.org/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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静
岡

静岡

Shizuoka

駿府城再考
S
h
izu

o
ka

静岡地域会の情報はこちら
http://www.jia-tokai.org/shizuoka/index.html

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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愛知
知
愛 愛知のDESIGN1960 - DESIGN2060

Aichi

A
ic

h
i

愛知地域会の情報はこちら
http://www.jia-tokai.org/aichi/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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Gifu阜
岐

岐阜

Gifu

岐阜のまちづくり
G

ifu
岐阜地域会の情報はこちら
http://www.jiagifu.com/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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レーモンドホール

朝熊山レストハウス

写真　川合勝士
協力　月兎舎

2013年、伊勢神宮では20年に一度の式年遷宮が行われる。社殿を建て替え、御神体を移転する儀式が行われるわけだ
が、単に老朽化した神殿を新しくするという目的を越え、古代からの宮大工の技や精神を後世に伝承してゆくという大
きな役割を果たしきた。つまり、建築物という「もの」は時間とともに変化し朽ちてゆくが、建築する「こと」は何世
紀も変わることなく受け継がれてきたわけである。

ここに挙げた２例の建築は、JIA三重地域会の事業の一環としてローカル誌に連載している「三重の建築散歩」から抜粋
したものである。ともに今から半世紀前の日本でモダニズム建築が急速に拡まった時代の名作で、それぞれ三重の風土
の中で人々に親しまれ、風雪に耐えながら残っている建築である。しかし近年、老朽化によりその機能を果たせなくな
り、それぞれの行く末が心配されているところである。
今から更に半世紀先の2050年。これらの名建築が残されている可能性は少ないが、この時代の建築家の魂やものづくり
の精神は、私たちから次の世代へ伝える他に方法はない。
「三重の建築散歩」は、JIA会員が自ら取材して執筆することで、建築家の視点で地域の建築を評価し、広く社会に発信
することを目的にした事業で、2012年には５年間に渡って取材した建築や風景を一冊の本にして出版する予定である。
この地域の建築アーカイブスとして、半世紀前の三重の建築文化を後世に伝える「こと」ができれば本望である。

レーモンドホールは三重大学の広い敷地の隅の方にひっそりと建っていた。
緩い勾配の切妻屋根、平屋で軒が深い、端正な建物である。　かのフランク・ロイド・ライト
とともに、帝国ホテル建築のために来日したチェコの建築家・アントニン・レーモンドが設計。
昭和二十六年に三重大学の前身の一つ、三重県立大学の附属図書館として建設された。
レーモンドホールに詳しい菅原洋一教授（建築史）に案内していただき、中に入った。南面全面
と西面半分がすべてガラスの引戸になっていてとても明るく、開放的だ。柱芯からさらに前に出
されたガラスの外壁は、木の枠が整然と割付され、すっきりとした印象だ。引戸をすべて開け放
てば、さわやかな風が入り、深い軒に守られながら見る庭は室内との一体感がある。小春日和に
ここで読書をした当時の学生は、さぞ心地良かったことだろう。
この建物の一番の特徴は、柱、梁、母屋、火打ち梁、方杖とすべての構造材に丸太が使われてい
ることだ。径もそれほど太くなく、余計な重さがない。屋根裏を隠す天井はなく、小屋組がリズ
ミカルに連続し、とても綺麗だ。一見何の変哲もない建物のようだが、とてもよくデザインされ
ている。戦後の物資不足という背景もあるのだろうが、装飾的な部材は一切ない。材料をありの
ままに見せ、構造的な力の流れをそのまま建物の骨組みとして形に現している。余計な贅肉を取
り去った、合理的かつ簡素な空間はとても美しい。
日本人の世界観である自然との一体感を重視したレーモンドは、丸太を活かしたこの手法で、繊
細な数寄屋造りとも、骨太で力強い民家とも違う建築の魅力を引出していると思う。
レーモンドホールは昭和四十四年に津市大谷町から現在地に解体移築され、食堂として平成初頭
まで使われた。残念ながら現在は生物資源学部の倉庫になっており、普段は施錠されている。
この二十年来、ごく一部の人しか建物内部へは足を踏み入れていないことになる。それを思う
と、とても淋しい気持ちになる。とは言え、紆余曲折を経ながらも今まで生き残ってきたのだ。
その魅力と保存の意義を当時の関係者がわかっていたからに違いない。平成十五年には、国の登
録有形文化財にも登録されている。
取材中に、ホールを再生利用する働きかけがあることも知った。この美しい建物を、多くの人に
見てもらい、使って欲しいと思う。近い将来、このホールに人々の話し声が優しく響く事を切に
願っている。（取材・文／中西修一）

目をつむり、幼い頃の遠い記憶をたどる。
昔、ここに来た。父がはじめて新車で買ったベレットに乗って。連なる巨大な三角の屋根、見上げる
高い吹抜け、コンクリートの匂い。眼下にはすばらしい景色。勤務していた設計事務所の書棚でたま
たま見つけた『現代日本建築家全集』に紹介されている「伊勢志摩レストハウス」の写真が、遥かな
記憶とつながった。
建築のチカラが、記憶を呼び出したのだ。
建築は時代を映す。昭和三十九年、ときは高度経済成長期にさしかかり、大衆に芽生えはじめた観光
旅行の夢の受け皿として、伊勢志摩国立公園はその機能を大いに発揮した。マイカーに乗って伊勢志
摩へ。そして、国立公園内の最高峰・朝熊山頂には、ドライブ客のためのレストハウスが計画され
た。
設計を担ったのは、早稲田大学のプロフェッサーアーキテクト武基雄である。
全長二十七メートル、幅九メートル、片持ち部分九メートルの変形角筒折版構造を持つ三連屋根は、
それぞれたった四本の柱で支えられている。スギ型枠の鉄筋コンクリート打放し。一階はレストラン
で、中央の屋根の下は吹き抜け、両サイドには上階があり、伊勢湾や神宮林の眺望が楽しめる、跳ね
出しバルコニー付きの宴会場になっていた。当時、志摩観光ホテルから迎えたシェフによるカレーが
評判だったそうだ。
一見、「伊勢」をイメージさせる屋根の形について、設計者はやんわりと否定している。将来の増築
を考え、同タイプの屋根を高さや奥行きを変化させながらダイナミックにくり返すことで、景観への
調和と眺望の豊かさを図ろうとしたのだ。
当初、有料トイレ棟としてあったもう一つと合わせ四連の屋根は、その後、設計者の予測を遥かに超
える観光客によって三度の増改築をくり返し、現在の姿になった。建築家がよほどの先見性をもって
しても、加速度的に変化する時代に追随していくには、諸々の事情が許さなかったのだろう。竣工の
同年には、東京オリンピックが開催され、東海道新幹線が開通している。
戦後から復興を遂げるまでの一つの時代を、この建築は色濃く反映していると同時に、現在までの凄
まじい社会の変化をも背負い込む羽目になった。そんな視点で、再度ここを訪れてみてほしい。
巨大な鳥が遠くへ飛び立とうとしている。その前に、ほんの少し羽を休めていたのだ。そのたった四
十年の間に、いろんなものが変化した。（取材・文／萩原義雄）

変わるものと、変わらないこと
重
三

三重

Mie

M
ie三重地域会の情報はこちら

http://www.jia-mie.com/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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富山

Toyama

T
o
yam

a山
富 環境建築へ

富山地域会の情報はこちら
http://jiatoyama.exblog.jp/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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ＪＩＡこども建築塾

　石川地域会では2006年に会員の作品展「あしたの建築展」を金沢21世紀美術館で開催した。そ

のプログラムのひとつとして、こどもたちを対象としたワークショップ「しんぶんしドーム」を

実施し、以降「ＪＩＡこども建築塾」として建築体験プログラムを継続開催している。

活動の目的は、学校等ではなかなか経験するチャンスが少ない建築の面白さを体験することで

あり、活動を通じて将来建築やまちをつくる仕事をしたいと思う、次世代の建築家、まちづくり

の担い手を育成することである。

　またこの活動では、正会員、準会員、賛助会員、学

生会員がフラットな立場で参加することをひとつの特

徴としており、立場を超え未来へ向けたまなざしを全

員で共有していくことが大切であると考えている。

ドームでドーム
　2008年よりドームづくりの夏のイベントとして、　

「ドームでドーム」を金沢駅もてなしドーム地下広場

で開催している。参加チーム5チーム程がそれぞれに創

意工夫を凝らしたドームを製作し、ドーム大賞を目指

して競い合うコンテストとしている。参加者数総勢150

名程がわいわいとにぎわいながらドームの製作と体験

を楽しむイベントである。

わくわく町家探検とこども未来城下町づくり教室
　より建築体験を深める活動として、町家をテーマと

した連続ワークショップを開催している。金沢で年間

270棟ほど失われていく町家の価値を、こどもたちに伝

えていくことが主旨である。

　ワークショップは、城下町を想定した街区の中で、

それぞれ選んだ敷地に夢の町家を設計することを目的

とする。町家体験、プランニング、模型製作、城下町

づくりとステップを重ねながら、また自分達が住む町

並みや環境も意識しながら製作を進め、最終的にこど

も未来城下町をつくる内容としている。

現代のエコ技術
を町家に活かして
再生します！

用水や緑地を
活かした快適な
町家ができたよ！

審査が終わった後、
公開展示します。

2011年の大賞に
選ばれたのは
この作品です！

ちゃんと作業
するんやぞ～！

Ish
ikaw

a

石川

Ishikawa
川
石 未来の建築家をはぐくむ『JIAこども建築塾』

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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福井
Fukui

これまでの児童絵画コンクールのテーマ

2002年　未来に向かって大切なもの(第１回)

2003年　最近感動したもの(第２回)

2004年　さまざまな水(第３回)

2005年　美しいと思うもの(第４回)

2006年　きこえる音(第５回)

2007年　あなたが愛する地球(第６回)

2008年　いっしょうけんめい(第７回)

2009年　ワクワクドキドキ(第８回)

2010年　ちからをあわせて(第９回)

2011年　みつけた(第１０回)

絵のある風景

ＪＩＡ福井地域会では１０年程前から県内の小学生を対象に、
「夏休み児童絵画コンクール」を開催しております。毎年数百
点のなかから、会員による真剣な審査を経て１０点前後の優秀
作品を選定、表彰するものです。その表彰式は、毎年会員の
選定により、その年一番お話をお聞きしたい建築家をお招きし
て、１２月に講演をいただく、「建築文化講演会」と日を同じくし
て行われています。講演をいただいた建築家の方とは、そのあと
越前ガニを食しながら、一晩建築や文化の話をさせていただく
ことも恒例となっております。建築が文化であるとすれば、音楽や
絵画、彫刻がそうでありますように、それに接する地域の人達の
鑑賞眼や、文化度の向上に支えられながら発展、進化してゆく
ものであると考えられます。その意味では、このような継続的な
文化活動を経て建築家も成長してゆくものと考えられます。

2000年　長谷川 逸子
2001年　隈 研吾
2002年　出江 寛
2003年　藤森 輝信
2004年　岸 和郎
2005年　宮崎 浩

2006年　佐々木 睦朗
2007年　平倉 直子
2008年　千葉 学
2009年　手塚 貴晴・手塚 由比
2010年　坂　茂

これまでに講演いただいた建築家（2000年以降）

福井城跡見学会

舎人門見学会

卒業設計コンクール審査会

福井

Fukui

F
u
ku

i

井
福 絵のある風景

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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作制 近畿支部支部長　小島　孜

畿
近

近畿

Kinki

西欧的な計画手法と異なる、新しい計画原理と手法

K
in

ki
近畿支部の情報はこちら
http://www.jia.or.jp/kinki/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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滋賀

Shiga

S
h
iga

賀
滋 We must know the satoyama intimately.

Editor： Tadashi NAITO, JIA Shiga　

滋賀地域会の情報はこちら
http://www.jia.or.jp/kinki/event/chiikikai/shiga/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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かわ

京都
都
京 京都で培われた“躱す術”

Kyoto

K
yo

to
京都地域会の情報はこちら
http://www.jia-kyoto.org/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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　2011年3月11日の東日本大震災は大津波により多くの海縁の中小都市を壊滅してしまいました。
復興のためには、住宅は勿論、官公署庁舎、病院、事務所，文教施設（学校、幼稚園、保育園、研究施設、等）、商業施設（商店、スーパー、コンビニ、等）、生産施設（工場、加工場、作業場、等）、文
化施設(図書館、美術館、劇場、博物館、等)福祉施設、娯楽施設、スポーツ施設、交通流通施設(鉄道、道路、駅舎、倉庫、等)信仰施設(神社仏閣、教会、等)、水とエネルギー供給システム、等々 、
あらゆる、建築土木施設を一から建設しなければなりません。又、今回の大災害を教訓に、二度とかかる事態にならないように、知恵を出して復興させねば
成りません。そこで、かねてより提案している、理想の安全・安心・快適・高機能・循環完結型の中堅都市に、六千世帯四万人が生活する、地球の自然環境を取り戻し、
倒壊しようのない街《食景都市「環」》を、東北の被災地に建設する事で、多くの問題を解決出来ます。
　公や民間が、種々の施設 単体で建設するよりも、遙かに合理的に建設 出来ます。且つ、自然環境に負荷をかけずに現生活を保つ、新しい都市モデルとして、世界に発信出来ます。
その発想は、現状生活環境の分析と反省から始まります。
　１，私たち自身の幸福満足度は？
　　安心（みんなの頼り頼られている環の一員か）　　自由（不自由を解決できる力を持っているか）　　平等（平等を維持する努力をしているか）　　博愛（人を思いやる気持ちが育っているか）
　２，私たち周辺の生活環境は？
　　老人問題は？　　　　育児教育問題は？　　　　仕事のやり甲斐・充実感は？　　　　物の価格格差は？　（真の価値観は？）　　　　食べ物は安全か？
　３，地球環境は？永続して生きられるか？
　　温暖化　　 酸性雨　　 異常気象　　 砂漠化     　　 すべては宇宙船地球号と運命を共にしています。
　４，全世界の平和安定は？
　　主義主張の衝突の愚かさの理解　　　信仰の自由は（信仰は自らの内に在り）　　　貨幣の弊害（お金に左右され無い安定生活）　　　  他の犠牲を省みない非人道な拝金主義　
　５，動植物を育む、美しく豊かな自然景観は？　
　これらの問題を解く は？　手に入れた快適生活を保ちながら、人々全てが共存出来る道は？
食景都市「環」は、食料飲料水危機・地球環境危機・エネルギー問題・人間生活形態 (政治･行政･育児･教育･勤労･敬老)の再構築・消費社会からの転換、を総合的に考え、住宅･家庭菜
園･商業･工業･職能･教育･研究･文化･芸術･交通･防衛･余暇･等の施設を一体に建設し、社会構造を生活中心に根本から再考する、永続可能な総合自活都市です。
生活基盤の住宅を主体として、豊かな生活を支援する、あらゆる施設を合理的に包括し、６千～１万人の雇用を生み､６千世帯4万人が､理想郷を世界に発信できる都市

東日本大震災で壊滅した街に、倒壊しようの無い都市を!!

制作 : 新環境都市生活推進協議会　理事長　若城光柾　

地球の恵みで装った六千戸、四万人が住む町！

食景都市「環」

人の生活の「均衡と循環」

自然環境の「均衡と循環」

経済活動の「均衡と循環」

はぐくみ・家族愛・幸福・安心の永続

自給自足・環境負荷ゼロ・共存共栄

消費より生産へ・高付加価値・無駄撤廃

エディブルランドスケープ（食べられる景観）
遠くから見るとただの山。田園の中にある風景。果樹と段々畑が街を覆う

人々は自然の恵みに囲われて生活する。

採光・通風・眺望に恵まれた住居空間 緑に囲われた生活
四季の移ろいを感じる豊かな心。

ヒトデのようなたくさんの襞（裾野）は、
自然の恵み（光・風）を効率よく受けるための形状。 2007年9月29日（株）城企画・(株) 若城建築事務所

34

日本新生（50年計画）案
震災によって被災地は、個人の生活は言うに及ばず地域の行政機能や基幹産業も失い、仕事もなく家を新築する事や修復するための借金をしても、返済のめどすら立てられない状況にあります。この難関を乗り越え
るには国家主導の下、被災地に向けた明確な国家対策ビジョンを提示し、いち早く生活不安を取り除き、心身ともに健全化を図ることが急務であります。
　また被災地の復興は大災害を教訓に、二度とかかる事態にならないように、知恵を出して、倒壊のしようのない街を建設する事は当然ですが、地球の自然環境を復元することと、危機的状態にある日本の経済と産
業の復興と財政の健全化も合わせて行うことが必要であると考えます。
　新たな街づくりを行う際、①大量生産と大量消費を繰り返す市場経済（地球環境破壊の根本原因）や、②奪い合うことで成立する資本主義（戦争と飢餓と貧困の根本原因）や、③全体を軽視した個々のわがままを
許す自由主義（社会の崩壊原因）や、④お金を得るためなら、なりふりかまわぬ人々を生みだす拝金主義（精神の堕落原因）等、大きな社会矛盾を生んでいる根源的な問題を、解決できる仕組みを備えた街として、育
児教育や福祉と家庭構造、産業構造と経済構造、金融や税金、そして政治行政などを新しいシステムとして創ることです。
 現在の法律や制度を変えたぐらいでは、硬直化した社会規範や人としての精神性の正常化を図ることは不可能です。（健全な人づくりができない国家は衰退する）なぜならば、上記の四つの根本原因が、いくら精神
性が高く崇高な人であっても、一度社会に出れば必ず変ってしまうといっても過言ではないからです。即ち根本原因の解決に着手しない限り、場当たり的対処では解決しません。国民もインターネットやテレビなどで
世の中の矛盾を見せつけられています。東日本の被災地を単に復旧するのではなく、問題を抜本的に解決する新たな社会構造の新しい街をモデル的に作ることが可能と考えます。
（ハード面だけではなく、住民生活の納得・満足に資する組織運営のソフトが重要です。）
　まずは、新しい街づくりの総合特区を作ることを決定し、新しいモデルとなる街づくりを行うことを世間に公示する事から始まります。総合特区を作る中で現代社会が抱える様々な問題、例えば自然環境と社会構
造、幼児・青少年の教育、政治と経済、金融と税金、少子高齢化社会と社会保障制度などが抱える問題を抜本的に解決できる社会構造を作ります。そして、日本が抱える巨額の借金の返済に道筋を作りながら、安定
した景気を持続する方法を提案し、一括して同時並行で行う必要があると考えます。
　現在の法律制度を議論しながら徐々に日本全体を変革することは困難至極と考えます。従って、成功する鍵は、既存則や経験則や規制概念にとらわれることなく、総合特区という形で新興する方法が良いと考えま
す。日本の新しい形をモデルとして作り、実証工夫しながら数を増やし、５０年程かけ最終的には、日本全体を世界のモデルと称賛される国民生活都市にします。「前代未聞とか前例がない」の問題で無く、被災地が大
災害を繰り返さない事と、国・国民の未来、人類・地球の未来を思うなら、本案をしのぐ代案がない限り、早く実行を考えるべきです。
※２つの要があります
　１つ目は、新しい社会構造（政治・経済・金融・税金・教育・医療福祉・老人介護・健康保険など）を構築するに当たり、実際にモデル都市として作り、手本にすることにあります。
　２つ目は、焦らず50年位の期間を設けて、ゆっくりと日本全体をシフトさせることです。
２つの要は、現在の既得権益を奪うこともなく、富裕層にストレスを与えることもなく、モデル都市を造ることで内需を拡大し、今より潤う仕組みで社会を活性化する一方で、経済活動が厳しい被災した方々や生活が
不安定な方などが、順次モデル都市で生活される事で、社会不安も一掃出来ると考えます。（人の役に立つ事、報われる勤労で生き甲斐を感じる。健常な方が生活保護者にならない。）そして、増えすぎた公務員や議
員も必ず減給や削減が叫ばれるようになることは必至であり、その時になって慌てるのではなく、徐々にモデル都市へと移住していけばよいと考えます。（現状に満足な生活をしている人が入居したくなるような居住
空間に仕上げることも重要です。）つまり、いち早く社会不安を取り除き、一切の痛み分けが無く、誰もが夢を描き、喜びながらシフトする方法が必要であるということです。
社会を一度に変えることは革命になり多くの犠牲者を出します。しかし、生活に不安を抱えている人々やこの構想に賛同し率先実行する人々から、新しいモデル都市に移住しながら、都市の数を徐々に増やし、最終的
には日本全体の社会構造を50年位かけて変革すればよいと考えます。
　50年間という年月の間に、利権(平和と安定)を共有し、共生する(頼り頼られる)大切さと喜びをモデル都市で体験して学び、誰もが受け入れられる人間性を育成しながら、全体が変っていけばよいと思います。（こ
の間に不思議に権力や利権を握っている人達も寿命が尽き、苦痛を伴うこともないと思います。）そして、このモデル都市のあり方が世界の街のあり方のスタンダードと成っていくことで、器だけのハード面のみならず
人々の生活や街の運営システムというソフト面も併せて、街ごと海外へ輸出でき、将来的には大きく外需を拡大する事を可能にします。
（これが地球環境と人類(次世代の子供)の繁栄の為に、世界中から望まれる日本と考えます。）
今まさに、早期の復興が必要とされている被災地東日本があり、大災害転じての千載一遇のチャンスが到来しているといっても過言ではありません。本計画を実行すれば既存の地場産業はいうに及ばず、今活躍の大
手企業やIT関連企業、先端技術など、街作りはあらゆる産業分野にまたがり、裾野が限りなく広いため、理想的な内需の拡大と、被災地に夢と希望と、大きな経済効果（経世済民）をもたらすことは言うに及びません。
（震災大特需）又、日本が向かうべき目的が明確化されることで国家事業の大切さも再認識され、納税意欲がかき立てられる可能性も十分に考えられます。（日本人の納税意識の高揚を図る）
※２つのモデルの提案
　　手順と概要案　　モデルのタイプは二つあります。
①一つは6千世帯4万名が都市活動をする、食景都市「環」の中堅都市のモデル、もう一つは、自然の大地や湖沼海洋に職住一体の生産生活拠点を点在させる、農業、林業、牧畜、漁業従事者等の自然環境内住居、の
二つのタイプを用意し、どちらも環境と防災に十分に配慮して造ります。食景都市「環」は、今迄の自然と対峙して一棟ごとに造る都市の方法とは異なり、自然の一部として存在するあり様の、山の様な都市を一挙に
造ります。膨大な資金を要しますが、長期間、建設土木関係者、新人工農林関係者は基より、科学、教育、交通、官公庁署、エネルギー、生産技術、商業、医療、福祉、娯楽、等々生活関係の機関、産業全てが協調結
実し潤います。又、自然環境内住居は、現在も散見されるタイプで広大な耕作生産地域の中核に生活拠点と職業基地を持つ有り様で、直ちに建設土木農林関係者が潤う仕組です。

②中堅都市モデルは被災都市に造ることを想定し、新たな基幹産業で住民に労働の場を提供し、この新都市の財政が成り立つようにシステム化を図ります。（企業誘致には新都市構築で開発された、新技術による製
品やシステムが考えられ、将来的に都市をまるごと商品化して海外へ輸出することを考慮し、都市の基幹産業として取り入れ、雇用の場を提供することで街の経済活動を可能にすると同時に既存の街の活性化も
可能です。）

③地球環境に配慮した新たな環境防災未来都市づくりを行う必要が有り、アラブ首長国連邦アブダビに建設されているマスダールシティの、今までと同じ自然環境対峙型の街づくりを凌駕する自然環境共存型都市
です。自然環境に負荷が限りなく少なく、あらゆる天災に順応できる未来都市を造ります。モデル都市ではエネルギーや水、廃棄物やゴミ処理を都市内で完結できる新たなシステムを構築します。（ゼロエミッション
構想の実現）

④中堅都市モデルの運営スタッフ（旧市役所職員と考えればよい）は、JAPANプレミアム商品と特産品を世界へ向けて販売する販路の交渉と確保をおこない、街の維持管理運営を行う仕組みを作ります。（市の運営
予算と個々の収入確保を公務員と民間が共同で行います。例として中国の南街市などがあります。街の経済活動は、住人による労働力の提供で作られる商品と販売する運営スタッフとで維持される仕組みを考え
ます。）
⑤中堅都市モデルの運営費を官民一体で捻出する仕組みを作り、市民税ではなく街で生産された商品で対応します。
⑥住民は労働力と真の価値を整合したポイントの受給制度を導入し、ポイントは街の外で使えるお金に換金することで街以外での経済活動を可能にします。（基本的人権と生活保護・社会保障が形骸化され、実態
に沿わない事が無い様に、民としての充実した勤労意欲をまっとうしていただける仕組みを作ります。）

⑦年金や健康保険に頼らない福祉医療介護サービスを街単位で運営できる新たな仕組みを作ります。（未病治療と予防医学の実践）
⑧教育も根本原理に立ち返ったうえで実生活に役立つ内容を重視し、一般的な道徳は日常生活の中で身につけることができるような仕組みを作ります。日本の伝統文化と文明の再検証による家庭生活の立て直しも
必要です。このなかで食育と住育を合わせて実践します。

⑨世界の国々は、例えばアメリカはキリスト教原理であったり、アラブなどはイスラム教原理であったりするように宗教思想がベースにありますが、宗教思想では世界を平和にすることはできません。そこで今回日本
で行う中堅都市モデルでは、世界の宗教が理想とする生活のあり方を包括した生活モデルとして提案します。
（既に日本では昔からイスラムやキリスト教が理想としてきた生活の実践がなされていましたが、現在は崩壊してきており立て直しが必要です。江戸時代の徳川家光の頃の日本を参照）
※　モデル１　食景都市 ｢環｣提唱
　生活基盤の住宅を主体とする建築物・豊かな生活を支援する施設の建築物それらを有機的に繋ぐ都市施設の新しい在り方として、食景都市「環」の構想を提案致します。

食景都市「環」は、食料危機問題・飲料水の汚染減少問題・地球温暖化対策・自然の均衡と循環の破壊問題・化石エネルギー枯渇問題・地球資源枯渇問題・人間生活形態の社会問題・消費社会から生産社会への転
換、現在の文化文明の維持発展を総合的に考察した、世界に通じる人類の都市生活の新しい提案です。
　食景都市「環」構想は、次世代エネルギーの提案・最新のシティコミューター・運河灌漑・防火・耐風水害・耐震・耐津波を考えた、有事の核シェルターから商工業文化教育福祉施設･･･住宅まであらゆる用途の建
築空間を有します。それらを覆うように、田畑・果樹・山林の丘陵、山容を作ります。生から死迄の充実した生涯生活の循環を成す為に、農林生産・工業産業の充実を計った都市構築物です。何百年何千年と利用でき
る、都市建設土木と農耕山林土木と建築が合体した構築物で、その居住空間の採光、通風、景観眺望等の具体的生活の快適性も十分に満たせます。外観の遠望は食料となる植物で覆われた山容を呈する都市です。
自然を減少し、且つ、天災を防ぐ事に限界を感じる自然対峙型の都市建設方法から、あらゆる都市空間を合理的に配
置した構築物に、地球表皮の土壌を覆い被せて、自然を元に戻す事で、自然環境と共存共益する都市建設方法へと移
行する。土地の高密度利用を図り、自然破壊を少なくし、環境への負担を最小限にする。

新環境都市生活推進協議会の情報はこちら
http://www1.odn.ne.jp/~wakashiro/home/

京都市下京区東洞院五条上る深草町585-1番地

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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兵庫地域会の情報はこちら
http://www.jia-hyogo.jp/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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ara空中権の共用による３００年サイクル都市

制作 :  奈良地域会　庄司 悦治

一万人の世界建築家展
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和歌山地域会の情報はこちら
http://www.eonet.ne.jp/~jia-wakayama/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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中国地方 過去・現在・未来

Chugoku

中国支部の情報はこちら
http://www.jia-chugk.org/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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岡山市西川緑道公園
西川緑道公園は岡山市の都心、岡山駅の東を南北に流れる西川用水を利用して、
約2.4 ㎞の区間に渡ってつくられた緑道公園です。元々この西川緑道は、約400 年前
の慶長年間に城下町の人々の飲み水や生活用水として利用されていたものでした
が、昭和49年度から９ヶ年かけて、「緑と花・光と水」のまちづくりを提唱した当時の岡
崎市長が、都市に利便性と水辺を活かした自然との共生を目指して、西川沿いに緑
地や歩行者空間を整備されたものです。その後、この西川緑道公園はどこの都市に
も無い中心市街地を貫く「水と緑の回廊」として、また、市民に癒しを与える水辺の
オープンスペースのモデルとして「第１回緑の都市賞」「第3回美しい都市づくり賞」「都
市景観大賞（都市景観百選）」などを始め他にも沢山の受賞などで全国から高い評価
を受けている岡山市自慢の公園です。
この魅力溢れる西川緑道公園を活用しない手はありません。そこで私達は、昭和61 
年からの13年間に渡り、西川周辺を人が生活し、集い、楽しむことのできる「まちづく
り活動」を次のテーマで行ってきました。
１．公園の両サイドにある車道のモール化　２．公園の中に集い・憩い・楽しむ要素を
取り込む  3．両側の建物は景観にマッチさせる
以上、市民の共通意識が生まれるまで時間をかけて実績を積み重ねて行こうというも

のでした。結果、公園や広場の使われ方は、フリーマーケットやコンサート会場など、市民が自己表現できる場であり、人と人が出会う空間。にぎ
わいの創出など新しいニーズが生まれ、公園行政にも大きな影響を与えるきっかけにもなりました。今また、市の整備も進み、歩いて楽しい街づ
くりの拠点として、見通しが良く、安心して歩ける緑道公園へと充実してきています。私達のこれからの都心の生活イメージは、まち中でも自然や
緑に囲まれて、魅力ある商業文化と共に、住み続けたいと市民の皆が思う街に変わってゆくことだと夢見て活動を継なげています。（藤田佳篤）

旧日銀岡山支店「ルネスホール」の再生と活用
旧日銀岡山支店は、岡山市の中心市街地に残る貴重な都市遺産である。平成11年
「旧日銀岡山支店を活かす会」の発足以来、官民協働による街づくり事業として、この
歴史的建造物を後世に残すためのプロジェクトが生まれた。経済の一極集中化に反
比例して、地方都市の地盤沈下と荒廃が急速に進む状況にある中で、市民サイドか
らは地域の歴史資産を再活用しながら独自の街づくりを目指す動きが草の根的に拡
がって来た。銀行店舗移転に伴い、昭和62年より放置されてきた建物を市民の視点
から保存・再生する為、建築家が一体となって活動した。
大正11年（1922年）に竣工した本館は、大正、昭和に銀行建築を数多く手掛けた、名
手・長野宇平治により設計されたものであり、その中でも質的に高い水準が維持され
ており、歴史的建造物として文化・社会史に深く係わる「都市景観のシンボル」となっ
てきた建物である。
今回の計画は、この様な建物を保存・改修し「芸術・文化の創造拠点」として再生する
ことである。具体的には、耐震性の不足と診断された本館を耐震補強し、室内楽を中
心としたアコースティ（飲食を楽しむこともできる）として改修すること。又、ホワイエ・事
務室・ラウンジ・ＷＣ等の機能を収めた新築棟を増築すること。いま一つは、外塀を撤去し、街に開かれた都市庭園を整備することであった。平
成17年の竣工後、運営は軌道に乗り、市民の認知は定着したが、依然全体のプロジェクトの半分が完遂されたばかりであった。「活かす会」設
立以来、十数年の時を経て、金庫棟の再生が厳しい経済情勢の中にも予算づけられ、平成23年３月に竣工を迎えることができた。
昭和41年竣工の金庫棟は、その性格上極めて堅牢な建物であり、耐震指標のＩＳ値も良好であったため、主要構造部はそのまま保存し、基本的
に躯体欠損を最小限にとどめた計画とした。整備の内容は、地域のアーティストを中心として練習や作品発表、また交流の場とし、幅広い層の
芸術文化の人材育成拠点とし、地下１階には練習・録音スタジオ、１階にはアートギャラリー、２階は様々なジャンルのグループが使るワーク
ルームにリニューアルされ、更に多様で充実した活用が期待される。開館以来６年の歩みの中で古い歴史遺産が新たな社会的役割を得て、地
域社会の中に確実にその地歩を固めてきた感じる。（佐藤正平）

岡山県倉敷市伝統的建造物群保存地区（美観地区）
古来、備中國倉敷は、地味地勢に恵まれ交通の要衝として、人やものの往来が盛んに行わ
れた土地である。徳川幕府直轄領の時代には封建制ながら自由の気風も生まれ、物資の集
積で財をなした人々が建てた商家、民家の建築群が倉敷川を中心に形成されてきた。これら
の伝統的建造物群が現在の美観地区であり、風土を感じさせる貴重な景観としてその姿を今
に残している。明治に入ると倉敷紡績の勃興により財をなした2代社長の大原孫三郎の後ろ
立てで、建築家薬師寺主計の手による銀行や美術館などの近代建築の名品がこれに加わ
る。さらには、３代社長大原総一郎のまちづくりビジョンを具現化すべく、建築家浦辺鎮太郎に
よる作品（倉敷国際ホテル、倉敷アイビースクエア、倉敷中央病院等）が加わり、巨匠丹下健
三の初期作品（旧倉敷市役所：現倉敷市立美術館）などの現代建築が続く。こうして、倉敷の
町並みはその時々の先人の知恵で町並みの発展と保存がはかられ、今も現役の建築として
順次改修、修復が続く歴史のある生きた都市空間を形成しており、現在はＮＰＯ倉敷町家トラ
ストなどの景観保全組織において、複数の建築家が市民目線での新たな「まち守り」として活

躍している。さて、この脈々と続く生きた都市倉敷にも大きな危機が迫った時期があった。先の大戦と高度経済成長期以降の建築ラッシュであ
る。しかし、太平洋戦争による戦禍を奇跡的に免れた倉敷は、戦後間もない昭和23年に倉敷観光協会準備委員会が本町、前神町、向市場町な
どの中心的区域を観光風致地区に指定した事がきっかけとなり、住民有志により倉敷都市美協会が設立されたところから戦後倉敷の景観保全
運動がはじまり、その後、行政の積極的な取り組みもあり、市は昭和43年に「倉敷市伝統美観保存条例」を制定し、昭和44年「倉敷川畔特別美
観地区」を指定した。昭和53年に「倉敷市伝統的建造物群保存地区保存条例」、さらに昭和54年に「重要伝統的建造物群保存地区」（13.5haその
後平成10年に15haに拡大）として国の選定を受けるまでになった。また、平成２年には全国にさきがけ背景保全条例を制定した。平成12年に「倉
敷市美観地区景観条例」を制定、平成17年には景観法に基づく景観条例として改正し、無秩序な建築ラッシュは抑制された。
こうした先人の知恵と努力により、江戸から明治・大正・昭和そして平成へと続く今の倉敷美観地区がある。（中村陽二）

ベンガラの町、吹屋の町づくり
洋風木造建築の小学校校舎として国内現役最古の吹屋小学校は、来年2012年３月の閉校が決まっている。1909（明治33）年建設で木造平屋建
ての東西校舎。1909（明治42）年に建てられた木造二階、寄棟造、桟瓦葺の中央本館は、玄関をはじめ要所に嵌め殺しの明かり取り窓を入れた
優美な外観を持ち、黒ずんだ板張りに、石州瓦の赤褐色が映える。玄関から校舎を見上げると、まさに明治時代にもどった感がある。
小学校のある吹屋地区は、かつて銅山の町だった。
副産物として出る硫化鉄鉱石を原料に、赤色顔料ベンガラを作る技術を江戸時代
後期に開発。建物の塗料や陶磁器の顔料などに広く使われた。ベンガラ格子に赤
銅色の石州瓦、妻入の切妻型、平入型式等が印象的な風情たたずむ商家・町屋が
立ち並び、1977（昭和52）年に、文化庁から重要伝統的建造物群保存地区として選
定されている。それぞれの建物は旦那衆の相談のもと、石州から宮大工の棟梁た
ちをわざわざ招いて、町全体を統一したコンセプトで創りあげた。単に古い建物が
残っているだけというのとはわけが違う、なんとも先進的で画期的な町づくりだった。
今は目立つようになった空き家の保存活用策を模索し、町がさびれないようにと知
恵をしぼる。実際に住まうことで伝統や文化を維持し、守り続ける姿勢の中には、
代々暮らしを「楽しむ」術があることにきづく賢人がいる。
吹屋小学校も本来の役割は終えるが、文化財として保存される可能性が高く、建物
が残れば、同窓会のときにでも立ち寄れると期待する賢人たちがいる。（脇屋泰治）

城下町勝山のまち並みとユニークな取組み
三浦藩三万二千石の城下町「勝山」、江戸時代は出雲街道の宿場町として栄え、街道に沿って流れる旭川の川岸は高瀬舟発着地となり、県北
の物流拠点として発展しました。
旧出雲街道に沿って南北約１ｋｍに残るまち並みは、昭和60年岡山県で最初の「町並み保存地区整備事業」第一号に指定。緑豊かな城山・太鼓
山を背景に、連子格子・虫籠窓の美しい白壁の商家、寺町や武家屋敷、高瀬舟発着地の名残を残す石畳等、小さいながら美しい城下町としての

風情を感じさせてくれます。
勝山のまち並みを一躍有名にしたのが、通りの軒先に掲げられた「のれんのある風
景」。保存地区内にある「ひのき草木染織工房」が作るのれんは、その家の特色を反
映したオリジナルデザイン。現在100軒を数えるまでになり、まち並みに彩りを添える
だけでなく勝山のシンボル的存在になりつつあります。また、伝統のお祭り10月の
「喧嘩だんじり」、新たに平成11年に始めた３月の「勝山お雛まつり」は５日間で４万人
を集客する人気イベントとなり、雛人形が並べられた玄関やお座敷を見ようと通りは
観光客でごった返しています。長年の問題であったまち並み地区の空を占拠してい
た電線も数年前に地中に埋設、アスファルト道路も石畳風のええ(良い)感じの路面に
変わり、一層城下町らしさを加え、多くの訪問者を迎えています。地域住民と行政が
協働して美しい景観づくりに取り組んだ地区を表彰する、平成21年度都市景観大賞
「美しいまちなみ大賞」を受賞。古き良き伝統を受け継ぎつつ、新たな魅力を掘り起す
官民一体の地域力が注目されています。（山崎真由美）

津山のまちづくり
幕末～明治初期にかけ津山では、日本近代化の礎を築いた優れた洋学者を輩出して
いる。西洋の内科医学を初めて紹介した宇田川玄随（うだがわ・げんずい）、藩医であ
り幕末の対米露交渉で活躍した箕作阮甫（みつくり・げんぽ）のほか、宇田川玄真（うだ
がわ・げんしん）、津田真道（つだ・まみち）、宇田川榕菴（うだがわ・ようあん）を含め
「津山洋学５峰」と言われる蘭学・洋学者がおり、その津山洋学に関する資料を展示し
ているのが津山洋学資料館である。
平成22年３月、建築家富田玲子氏（象設計集団）の設計で、津山市城東町並み保存地
区の箕作阮甫旧宅（国指定史跡昭和50年）に隣接して開館した。伝統的町並み景観に
溶け込んだ外観や「津山洋学５峰」をモチーフにした5角形の平面構成、そして美しい
展示空間は多くの来館者を魅了している。第2回JIA中国建築大賞2010の大賞を受賞
した作品でもある。初めて津山に洋学資料館が開館したのは昭和50年のことである。
以前は800ｍほど東に位置した旧妹尾銀行津山支店（津山市指定重要文化財平成4
年）の建物を博物館として転用し、収蔵量600点でスタートした。35年の歳月を経て収
蔵量は7400点を超え、「解体新書」初版本や精巧な木製骨格標本など専門性の高い
貴重な資料を求め、多くの研究者や専門家が来館し、阮甫ホールでの学会も予定され
ている。また、オランダやロシアなど諸外国の領事館、大使館からの訪問もあり洋学を
通じ親交深めている。市民活動としては、「洋学資料館友の会」が昭和56年に発足し、
当初の会員数50名が現在では県内外を含め400名を超え、国際交流イベントの開催
や洋学者の係わった国内外の史跡見学旅行など、行政ではできない幅広く極め細や
かな活動が続けられている。
洋学は医学、薬学、法律、音楽、料理など学問領域が広く、洋学を通じての文化交流
のまちづくりは一市に留まらず国内から海外へと広がり、近代から現代、現代から未来
へと繋がっていく。（山名千代）

岡山市西川緑道公園

旧日銀岡山支店「ルネスホール」

倉敷川の町なみ

吹屋小学校

勝山、のれんのある町なみ

津山洋学資料館

岡山地域会集合写真
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過去から現在、そして明日へ－受け継ぐ、岡山県の町なみ・地域つくり
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都心から瀬戸内海を望む

北側を望む 東方面を望む

 広島地域会のアーカイブは、1987年に始る先達建築家が掲げた理念やその実践に注がれた情熱を継承し、今日の変化し続ける社会
状況に即した数々の実績を築いてまいりました。地域づくりの『時間・空間・建築』を座右の銘として、自然への畏敬の念を持つことから
「ゲニウス・ロキ」を語り、「ひろしま」を考えるとき、都市軸の再生、百メートルの平和大通り、イサム・ノグチの平和大橋、「平和公園と丹下
健三」の理念の再認識、平和への遺産「原爆ドーム」を残した市民の 藤、「平和の池・慰霊碑」に祈るひと、人、の想いと平和公園、かっ
ての中島地域は世界から訪れる公園は「世界都市広島」の聖地でもある。
　真の建築のこころを学びによく訪れるところとして、「世界平和記念聖堂」がある、この聖堂の姿に被爆の焼土で練り込みのモルタルレ
ンガを築き、ひっかけ目地で仕上げたこの地の美しい建築だ、被爆の苦しみをのりこえた歳月が、さびを深め独自の空気感を醸成してい
る、「この建物は、十年経ったら見られるようになりますから」と村野藤吾先生は語られている、理想は、月日に磨かれ、本物になる建築で
ある、96建築文化講演会を広報委員会の企画で、弟子の見た巨匠の世界「村野藤吾」の世界を開催している。
　戦後近代建築を具体的に手掛けてきた、人として、建築家としての巨匠をみてその個性、設計手法など、平和文化都市広島を誠実に
とらえる教訓の数々に学んでいるところである、「中国地方の建築家プロフィール」「宮島学習」「子どもと創るエコシティ広島」「JIA広島
大会と広島の建築」「阪神大震災の支援活動」などの機会を得ている。

◇ちかごろ「人びとに覇気がない、どうも日本はおかしいぞ、今は造るべきできない」と言った「災害は忘れたころにやってきた」平安時代
にも海岸線から数ｋｍまでの大津波、仙台平野に埋まる土砂が今に伝える教訓もあるが平地へ沿岸へと生活の場をもとめた。
研究者は2年前、原発関係者が集まる席で報告した、関心を持って、イメージを大切に誠実に努めてほしいものだ。人間の能力では制御できない「想定
外」の巨大科学なのか
人類の歴史は地殻変動の歴史と言える、その過程で人類が発生し、進化してきた、人災を、無くし、減災し「過ちを繰り返すな」をどう伝え
るかが大事だ。

◇夢のある話に変えましょう、震災、あれから結婚したい人、人の絆を命を大切にする人、子孫生命保存の法則なのか、故郷を想う心が
情勢され喜ばしいことだ、近年、スローライフの思想に目覚め営んでいる方も多く見られる時代、瀬戸内地域は自然災害の少ない風光明
美なところで自然に生きる夢のある。
広島は太田川の流れによって堆積した下流域に市街地が形成され、都心の中高層建築は渾然と見える、この既存の建築物を生かして、
新たな魅力の創出につなげ、都市の再生を懸けてみたい、流れの中流域は地域の力を生かした誇れるまちを自らの手で想像し行動する
姿勢が求められる、源流域は空気はおいし、清流の瀬は美しい「ふるさとの山に向かいて言うことなし故郷の山はありがたきかな」の気概
で本来の山里を大切に育みたいものだ、備後の 田川の流れも中国山地の源流から平野部を形成し独自の市民文化を持ち得ている。

◇「夢と希望とサブマネー」チャーリー・チャップリンのことばをいただき広島の夢を共有しよう。「瀬戸内海沿岸の自治体地方機関で構成
する「瀬戸内・海のネットワーク協議会」では、」観光・地域振興と共に、地域の防災力の向上にも取り組んでいる。海の道のルートを非常
時の海上輸送として活用できる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　西日本で被害が想定される東南海・南海地震は他人ごとではない、尾道市や三原市、福山市における津波にょる浸水は、被災地と同
じ様な低地は高潮対策が急務だ、広島では観音・江波地域など対策されつつある。又、液状化対策は、これから何をどうなすべきか、プ
ロは自らの責任感で方向性と道筋を図り、今と先の判断を、全体性と現実化を計ることだ。
明確な国家理念の目標と軸を示すときである、世界が注目し流動化している今、日本は試されている、歴史を見通す知力、現実に立ち向
かう決断の行動力が求められる。　
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◇いざというとき民を守るは国の責任、「住」の確保、生存権は憲法25条。建築基準法第一条「命と健康、財産の保全、ひいては公共の
福祉に資する」とある。建築基準法は1950年に最低を定めた法令だ・行政による行政のための、から地方主権に脱皮したい、旧態依然
として制度疲労ものだ、行政任せにするのではなく、住民一人一人が考え、意見し、行動する姿勢が大切だ。

◇『今から始めよう』新しいまちづくりの夢づくりをを、将来世代への付け回しは限界だ。
これからは節電に努め、いかに省エネで生活をするか、自然エネルギーの活用を図る、小水力発電は水路で可能だ、瀬戸内は太陽光で
３～７ｋｗ/ｈ、小風力発電も、家庭の消費電力は賄える、これからはバイオマスも面白い、地球にやさしいと資源、国際藻学会の渡辺教授
は1977年の赤潮の研究から藻類オイルの生成に成功した。温泉地の地熱も、瀬戸内の潮流も立地特性の自然エネルギーである、なんと
かCOP3の順守に貢献しよう、知的価値を共有し、ロマンチシズムの姿勢と歴史的使命感を持って始めたい。

◇平和な国、アイルランド、ニュージイランドに次ぐ世界３位の日本の平和都市広島を「夢想の平和都市広島」に成長させましよう。
広島の建築、そのまちづくりの思考のゆくえは「持続可能社会の都市建築」都市住宅を軸にして自らの手で、誇れる建築、元気にさせる
建築、これまでの形式にこだわらない、地域の、ところの、新しい自由空間をつくりたい。
2007年「ハウス・バーン・フリート：戸坂数甲の集合住宅」はひろしま建築文化賞大賞の作品です。

□いま、作品名「再び、ひろしま」のオマージュの公開に向けて働きかけているところである、作者は、建築家・丹下健三の愛弟子である建
築家・磯崎新さんのオリジナル作品である、地域会は展示したいと考えているところである。

□2011東京大会「3・11からの思考」被災地の映像から「もう1度ここに家を建てたい」の初老女性の笑顔とことばに震災復興の形を見
出したいと動機づけをいただいた。
明日で半年、東日本大震災を契機に、日本全国でまちづくりの在り方が問われている、震災、津波、被爆からの復興にむけて、災害に強い
街づくりに努めたい。
■3・11の、M８,9震源は日本海溝、雄鹿半島沖合４０km、プレートは東に５,４ｍ、０,９m沈下した、史上最大の地殻変動、津波は20㎞/ｈか、速さ・圧力で、
海洋構造物防波堤・護岸、巨大船を陸に打ち揚げ、水産施設もろとも根こそぎ、生活の場、生きた証を飲み込み。死者は1万５千人、行方不明者９千人に
も及ぶ、巨大津波は原発を破壊し、「非電源喪失」したが、 港の防波堤は津波の高さを４割低減した上、市街地への到達を６分間遅らせ、住民の避
難に貢献した。減殺の機能は果たしている。原発は「海水を注入し即、廃炉にすべきであった」
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　2011年7月、徳島にも放射能で汚染された牛肉が流通。
人間関係の悩みや仕事でのストレスなどはきわめて個人的なもの。同時にいくつも抱えていたり、どれかが一つ解消することでとても気が軽くなった
りのくりかえし。そうそう簡単に払拭できない、何十年も晴れることの無い、もしかすると永遠になくならないかもしれないような重いストレスを、全国民
が同時にかかえるなどということは初めてのこと。日本だけではなく、もしかすると世界中の人々が背負ってしまったといえるのかもしれない。この核の
恐怖というストレスを。戦争や宗教間の争いも、そういう容易に晴れない地球的な悩みの一つかもしれないが、物理的に地球が まれ、人が傷つい
ていく、どうにもコントロールできないままに、という、今回の震災、そして津波が引き起こした原発事故と、その後の悪夢のような事態とは違う。我々が
理解していなかっただけで、放射能汚染とその可能性は深く静かに拡大していたわけだが。この、見境の無い、暴力的なストレスが「ひと」の生命、遺
伝子、根幹的な部分に刻んでしまうかもしれない「傷」。現時点では将来どのような形で現象として現れるのか想像もつかない。

　政治に、産業に、情報に、消費に、過剰にコントロールされてきた我々の社会、そして生活。モノをはっきりと見えなくするゼリーみたいな「甘い覆
い」がはがされて、「えっと、われわれはなにしてたんだっけ？」というような気持ちになることが震災以降よくある。

　この機に掘り起こして記憶にとどめ、「教え」として受け継いでいこうと四国の「災害由来の建築」を探している。四県それぞれに出てきたものを見
ていると、ある種共通した「美しさ」がある。石積みだったり瓦屋根だったり左官仕事だったり。機能的要求をかたちにするときに自然に美的な意識が
織り込まれていく。自然派生の材料で、自然の圧倒的な力に立ち向かおうとする姿、そしてそれが面的に展開するとき、集落としてえもいわれぬ美しさ

と力強さがみなぎる。・・・古来、戦闘のための装束、武器、武具にも、特有の美しさがあった。「頼むぞ！」という気持ち、「祈り」の気持ち、「おごらない」
人の姿・・・。自分達も、「美しい自然」の一部に過ぎないんだという戒め、しかし「美しい自然」の一部なんだこのわれわれも、という魂の叫びか。

　「ウオーターフロント」という言葉がある。水際のまちづくりや建築。「水」をたたえた美しい自然の景色に映える、わくわくするような、われわれが「生
き物」としてうれしい環境をつくること。８０年代以降多くの水際空間がこの手法で活性化しました。また、地下利用を「ジオフロント」ともいう。この、地
球的にみんなが傷つきゆく時代に必要なのは、「マインドフロント」という視点ではないだろうか。気持ちを込め、戒めを込めて、人間は地球にとってお
おいに悪者だが、自分達だって自然の一部なんだという意識を、感性をいつも喚起させるような建築。月並みだが、本当に大事なのはやはり「癒され
る」建築。人間が尊厳を保ちうる建築。必然的な機能を美に昇華した建築。そしてその連なりが生む集落、景色、地方のグランドデザイン。

　さまざまなメディアからの情報を、効率よくいい環境で享受できることがいい建築の条件なのではやはりなかったことに今回みんなが気付いたは
ず。本来そこここにあった闇を失い、自省を促せなくなった、明るすぎる街や建築。自然の暗闇と我々の存在の連関がリニアでなくなり、途絶えてし
まった。ノイズで真の姿を見えなくしてしまったような状況に浸っているうちに、気がつくとこういうことになっているのに。地球とつながり、天ともつなが
り、人と人もつながっていける、いわば「マインドフロントの建築」～そしてまちづくり。災害由来の街並みから、建築から見えてくる『自然の猛威を正面
から受け止めずに共生し、むしろ美しくかわし、受け流す』とでもいうのか、そういう、地域に受け継がれてきた教えを機軸とした建築活動を展開してい
きたいと思う。2050年、四国の地にどう結実しているのか。

鶴姫の甲冑

水軍の船

台風により荒れる高知の海

お遍路

阿波踊り

巡礼の様子

海抜０ｍの禎瑞集落(西条市)

三崎半島の石積
野坂の石垣

井野浦集落

名取集落

ため池(香川県全域)
オーテ(女木島)

春日町の水屋

うだつの町並み（脇町）

うだつの町並み（貞光）

舞中島（穴吹）

漁村集落（牟岐町出羽島）

漁村集落（海洋町鞆浦）

山内家下屋敷長屋（高知市）

水切瓦（高知県東部）

国
四

四国

Shikoku

五十年後の四国の建築像
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四国支部の情報はこちら
http://www.jia-shikoku.org/
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洪水と共生する「舞中島」

「舞中島」は、吉野川の中流域に位置している、北を吉野川、南をその支流であ
る明連川によって挟まれた中島である。
近世の阿波では、藩の政策として藍の生産を奨励しており、吉野川流域では盛
んに藍が生産されてきた。中でも藍生産に適した土地である舞中島は、石井町
の藍畑や板野郡の藍園と並ぶ藍の主要産地の一つであった。そのため洪水被
害に頻繁にあう土地でありながら、藍の生産のために人々は居住し続けた。
現在残る高石垣の住居はほとんどこの頃に建てられた。石垣には主に徳島特産
の青石が使われた。それぞれの住居や、基礎の石垣が豪壮であることから、藍生
産による収入が豊かであったことを想像させる。また、島の周囲に見られる竹林
や、かきよせ堤もこの頃に整備されたものである。
家を高くし、竹林をめぐらし、舟を備える・・
それは、自然と共生するために生まれた川の文化である。
そしてそこには、氾濫する川と共生しようとするたくましい庶民の知恵が隠されて
いる。

県北部には日本三大暴れ川の一つである四国三郎の異名を持つ吉野川が西から東へと流れ、河口
付近では川幅1キロを超える大河となって紀伊水道に注いでいる。この暴れ川は昭和の初めに堤防
が整備されるまで、台風襲来の度に氾濫し田畑や家屋を呑み込んでいた。藍作の盛んだったこの地
では、上流の肥沃な土を運んでくれる洪水は連作の難しい藍にとっては歓迎すべきもので、農民たち
は洪水と共生する道を選んだ。その名残りの一つが竹林で、植林面積は日本一だという。これによっ
て洪水の勢いを弱め、浸水しても家屋は流されないのだ。またお城のように高く築いた石垣の上に建
てた家屋も点在している。
一方、吉野川流域の街道沿いにはうだつを上げた商家が、国の重伝建保存地区に指定されている
脇町を初め、池田町や貞光町に残っている。延焼防止のためのうだつではあるが、藍や煙草で繁栄
した証しでもあり、その凝りようは見応えがある。
県南部の海岸沿いは台風常襲の地であり、民家は「ミセ造り」と呼ばれる雨戸を備えているものが今
も残っている。これは上下に開閉する形式なので強風でも外れにくく、普段は縁台として利用してい
る。風土から生まれたカタチが漁村のまちなみを個性豊かなものにしている。
風土から生まれた民家のカタチに学ぶことは多い。東日本大震災を目の当たりにして、その思いがより
強くなる。普段はやさしい自然だが時に をむく。厳しい自然との付き合い方を昔の民家から読み解き
たい。

舞中島（航空写真）

青木 稔

徳島地域会名簿（五十音順）

石原 隆昌

伊月 善彦

井上 眞司

内野 輝明

岡島 滋憲

喜多 順三

佐藤 博

久住 高弘

島田 英明

鳥羽 知夫

富田 眞二

中川 俊博

中野 次郎

新居 照和

野々瀬 徹

間 健治

埴淵 隆

原 政仁

古谷 信一郎

平島 弘之

松田 公彦

山口 利夫

災害由来の建築としての「うだつ」

｢うだつ｣とは、切妻屋根の隣家との間にある2階壁面から突き出した袖壁である。町屋が隣り
合い連続して建築されている場合、隣家からの火事が燃え移るのを防ぐ目的がある。明治時
代以降には、財力の証･富の象徴として装飾性を帯びたものとしてつくられるようになった。
徳島において｢うだつ｣は江戸時代から明治時代中期にかけて、吉野川流域で多くつくられ
た。現在でも、脇町･貞光･池田･半田･井川で｢うだつのまちなみ｣が残っている。
脇町は、鎌倉時代以降に商家町として発達し、藍の集積地･積み出し港として栄えた。南町で
は東西430ｍの通り沿いに｢うだつのまちなみ｣があり、宝永年間(1704̃10)から明治･大正
時代の町屋が90軒近く残されている。地形による恒常的な水不足により、しばしば｢大火｣に
見舞われ、文政12年(1829)には北町･南町で約170軒を焼失している。その為、意匠的に
凝った寄棟型の｢うだつ｣をあげる町屋の多くは明治以降に建築されたものである。
また、貞光は江戸中期以降にタバコの集積地として脇町と並んで二大商業地を形成してい
た。一字街道沿いに｢うだつのまちなみ｣があり、脇町のような統一的な｢うだつ｣とは異なり多
様な形態がある。二段に屋根をかけた｢二層うだつ｣や、壁面に漆 彫刻をしたものである。
このように｢うだつのまちなみ｣は【防災としての建築】から【芸術としての建築】へと移行した歴
史的背景がある。

県南漁村の「ミセ造り」のまちなみ

県南の漁村集落を歩くと通りに面して濡れ縁（縁台）のある民家がやたら目に飛び
込んでくる。これが地元では「ミセ造り」とか「ブチョウ（蔀帳）」と呼んでいるもので、
折り畳むと雨戸になる機能を兼ね備えた優れものの板戸なのである。
軒を寄せ合うように建つ漁村集落には常に温かいものが感じられて何ともほほえま
しいのだが、漁家一軒の間口は二間ほどと狭くしかも奥に長く、光や風の取り入れ
にくい、いわゆるウナギの寝床の形をしている。通り面から射し込む貴重な光や風を
できるだけ奥まで届けるには、雨戸（戸袋）といえども邪魔になる。そこで考え出され
たのがこのミセ造りなのである。
かつて魚の行商で大阪や京都まで足を運んでいたという。京の「揚見世（あげみ
せ）」と出会い、雨戸にすることを思い付き、台風常襲地の風土に合わせて造り変
え、真ん中から上下に開く雨戸を完成させたのである。上の板戸は上ミセと呼び軒
下に納め、下の板戸は下ミセと呼び二本の脚で支えて縁台になる。
狭い通りを挟んで向かい合った縁台は、語らいの場となり、コミュニケーション装置
としての重要な役割を担っているように見える。
しかし、時代の流れには勝てず、いまミセ造りのまちなみとしての雄姿を留めている
のは、牟岐町出羽島と海洋町鞆浦集落だけになった。

高石垣の住居

うだつの街並（貞光）

漁村の街並 ミセ造り

徳島

Tokushima
島
徳 風土から生まれた民家のカタチ
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フクシマトクシマのページはこちら
http://fukushimatokushima.seesaa.net/
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ため池のある風景

空から香川県を見てみると、北の瀬戸内海と南の讃岐山脈にはさまれて讃岐平野が広がっている。人
の手で開発され尽くした讃岐平野で目を引くのは、香川特有の昔話に出てきそうなおむすび型の山で
あり、平野に散らばるため池である。
香川県は、温暖で降水量が少なく，日照時間の多い瀬戸内海型気候である。台風、地震などの大規
模な災害にみまわれることは少ないが、水不足という問題に悩まされてきた。目に見える形で甚大な被
害をもたらす災害は少ないが、香川で暮らす人々にとっては水不足が日々気に掛けなくてはならない関
心事である。香川用水ができてからは実際に水不足で困窮する機会は激減した。しかしその水源であ
る他県にあるダムの貯水率の話題が、夏場の挨拶代わりとなる。
満濃池をはじめとするため池が、雨が少なく大きな川もない香川の水源となってきた。その数は約１万４
５００箇所で、県別で見ると兵庫県、広島県についで全国3位の数であり、密度では全国1位である。
現在見られるため池のある風景は、香川に暮らす人々が年月をかけて作り上げてきたものである。

オーテ

災害の少ない香川県であるが、地域によってはその環境に合わせて発達した建築の特異例を見つけ
ることができる。高松の北４ｋｍに浮かぶ女木島では「オーテ」と呼ばれる石垣が家 を々囲んでいる。
冬になると島の人たちが「オトシ」と呼んでいる北西の季節風が山頂にあたり、方向を変えて吹きおろし
てくる。海岸沿いの家は波しぶきをかぶり、さらに霧状となった海水が家の中まで入ってくる。これを防ぐ
ために民家のほとんどは東向きに建てて、屋根の妻に面した南東側に屋根の高さほどの石垣を築いて
いる。これを「オーテ」という。
オーテの大きさは、高さ3～4ｍ、長さ15～20ｍが多い。オーテを築くにも多量の石材と労力を要する
が、これらは島民自らの手によって築かれ、さまざまな石の積み方が見られる。また、これは築造した時代
を物語ってもいる。積み石には女木島の安山岩や直島・庵治の花崗岩が使われている。 

春日町の水屋

新川と春日川にはさまれた高松市春日町の一帯は江戸時代初期までは海だった所で、その後の活発
な新田開発によって陸地となった地域である。海岸にも近いため地盤はかなり低い。そんな中に立派
な石垣の上に建てられた水屋風住宅、香西邸がある。かつて春日川の土手が決壊して水害に遭い、
それにこりて大正時代の改築の際に石垣を築いて家を建てたという。毎日の生活での上り下りは不便
だが、周囲の住民からはいざという時の避難所として頼りにされていたという。1987年新川の決壊に
よる水害が発生し、周囲の建物は多くが床上浸水したが、香西邸は無事だった。石垣は美しい色合い
の安山岩で、飼石をかませない精緻な切込ハギ積みが、防災の意気込みを感じさせてくれる。

川
香

香川

Kagawa
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赤松 和俊 秋山 裕英 荒木 秀人 井尻 誠司

磯野 達 大谷 政富 大野 晃貴彦 岡田 賢四郎

柿木 正治 公文 敏則 小林 克敏 小山 泰彦

斉藤 圭一 齊藤 正 佐藤 昌平 寒川 徹司

清水 泰 清水 康弘 多田 裕之 多田 善昭

冨田 妃登志 永野 利枝 野村 正人 平野 祐一

藤岡 旭 藤田 摂 松浦 仁郎 松田 保文

三井 武一 吉岡 直樹

香川地域会名簿（五十音順）

水害と水不足、水に翻弄される風土
一万人の世界建築家展
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三崎半島の石積み文化

三崎半島においては、防風、防潮を目的とした石垣が発達しており、家屋だけなく船倉・納屋・農地・住
居を囲み、生活上かかすことの出来ないものとなっていた。
石垣の高さは低いものでも1.5ｍ、高いところでは人の背丈を越え４ｍ近いものである。幅は50cm～
1.5mほどある。石垣に使用している石の大きさは、せいぜい人が持ち上げらる程度で、地元では通称
「青石」「ごろた石」と呼んでいる。青石とは「緑泥結晶岩」（緑色片岩）である。結晶片岩は片理面の
ため平行に剥げ易く、薄く四角形の岩石となる事が多い。また、海に沿った井野浦の青石は、丸みを帯
びている事から、面を削って える必要が少ないため、石垣を積むのに好都合だった。
大きな青石は、庭石にすれば高価なものになるが、佐田岬半島の人々にとって「青石」は、生活の中で
ありふれた普通の石である。
名取は急傾斜地に家や畑を作るため、あちこちに高く石を積み上げて集落が形成された。半島では珍
しい石灰岩の出る地層で、石垣にも白亜の大理石が混じり、独特の景観を成している。井野浦の石垣
は高いとは言えないが、海からの風を石垣とともに遮りまた、かわすためには高さを全体的に低くした方
が有利である。

海抜０ｍの禎瑞集落

禎瑞地区は江戸時代に西條藩の農地拡大のために造成された埋立地であり、西条市の沿岸
部、中山川と加茂川の間に位置している。
周辺は堤防で囲まれており内側に遊水地が設けている。地区は海抜０ｍ以下の場所が大部分を
占めており満潮時には堤防の外側の海面の高さが土地の高さより高く、また、遊水地には乙女川
の水が常に流れ込んでいる。そのため、この地区では強固な堤防で海から土地を守り、堤防に
門を設けて定期的に遊水地の水を海に落とす事が必要不可欠である。
禎瑞は江戸時代から堤防と 門を用いて土地を守ってきた。 門の管理は干拓から２００年近く、
難波に住むある一族が代々たずさ担ってきた。
干拓当初、この地区には５カ所の 門があり、手動で開閉していた。内外の水位が同じ時に、戸
板を巻き上げ、また内から外への流れのあるうちに早めに巻き下ろす。潮の干満の適時を見極め
ないと水圧のために 門の開閉ができない。大潮のときであれば、干潮の２～３時間前に開き、干
潮から１時間後に閉じる目安であった。
その後、昭和２０年代に入り、 門はろくろ式からハンドル式に改造され、戸板の代わりに大きな一
枚鉄板を大きなハンドルを回転させることにより上下させるようになった。

野坂の石垣の外側

野坂の石垣の内側

井野浦集落の石積み

名取集落の石積み

井野浦集落の石積み

禎瑞地区の遊水地

手動で開閉していた堤防の現在の電動式の

海抜０ｍ以下の集落

周囲の堤防の様子

愛媛地域会名簿（五十音順）

上野  　貴 岡本  保孝 賀村 　 智 小林  寛之 笹木　  篤 眞田井  良子 白石  健一 高岡  孝一 武智  和臣

武知   美穂 戸田  雄二 松浦  龍也 松浦　  洋 三好  鐡己 村上  巨平 森  　保知 山内  敏功 和田  耕一

媛
愛

愛媛

Ehime

E
h
im

e潮・風に立ち向う集落
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高知の風土、特に台風などの自然災害が育んだ建築を高知の伝統的な建物にみることができる。高
知の気候風土に適合するように様々な試行錯誤を繰り返し、残り、洗練されてきた建築様式がある。か
つては台風の常襲県と言われ、強い風雨が真横から叩きつけるような状況が暫く続くような気象条件
に耐えうる建築様式がある。当時の限られた建築材料として、土を焼き更に松葉の煙などで燻した銀
黒の土佐瓦、石灰石に塩を入れて焼き粉砕し発酵した稲わらを混ぜて練り上げた 、材木とし
て高知のヒノキ材や杉材が建物の主要部材として使われた。これらは高知の風土が育て上げた優れ
た地場の建材である。

次に水切瓦（みずきりがわら）を紹介したい。これは土蔵や県東部の大きな民家の壁に何段も水平に
壁面から突き出している瓦の列をいう。瓦の出の大きさや瓦と瓦の連結部における念入りな左官仕事
の具合など、高知独特の工法である。この水切瓦の役目としては、横に叩きつける雨が、 塗りの壁
を伝い流れるときに、雨水を少しでも早く壁から振り切るために、素早く壁から落とす機能を持っている。
水に強い土佐漆 の壁とはいえ、速やかに雨水を流したほうがいいのである。左官職人から見れば、
手間がずいぶんとかかるので、高い工賃を稼ぐことができることと、一度に大きな面積を漆 塗り上
げるのは大変なので、それを小分けに施工できることが可能となるので、都合が大変によろしい。また、
施主にとっては、どれだけその家普請にお金を掛けたかが外見からすぐ分かるので、財力を示し見栄え
も良くなるこの工法は、人気があって普及した。

高知の風土が育んだ住まい・建物の技術として、屋根の葺き方と瓦の種類、水切瓦と三つほど例をあ
げが、伝統構法の建物は、外壁の柱が外から見える真壁工法で建てられている例が多い。時間が経
過すると、木材の表面は黒や灰色に変わり、 壁はあくまで白いままで、端正なモノクロームの景観
だ。壁の面と柱の水平、垂直線の対比が美しく、少し色あせた銀黒の土佐瓦がもつ落ち着いた地味な
色彩は、時間が経過しても、なお美しい佇まいを醸し出している。

高知では瓦の葺き方に工夫がみられる。桟瓦の種類に右と左があり、理由があって葺き分けられた。
桟瓦とは、今も使用される一般的な屋根瓦のことだが、現在生産されているものは殆ど右瓦（JIS規格
品）である。屋根に葺かれている状態で下から見上げて、ひらがなの「へ」の字に見えるのが右瓦とよ
ばれる。ではなぜ、その反対の左瓦というものが高知で生まれたのか。正確に言えば、高知以外にもあ
るようだが、高知のように顕著ではない。桟瓦には山があり、山の部分を重ねて瓦を葺いていくが、そこ
に かな 間が生じる。高知のように横から叩きつけるような風雨では、この 間から雨水が浸入す
る。また、軒先がそり上がっている屋根では、反り上がる方向に瓦の重なりの 間があると、大雨のとき
に瓦の表面を流れる落ちる雨水が滲み込んでいく。高知では、例えば香長平野に残る古い屋敷など
に、土佐湾から来る台風の風向きを考慮して、屋根の向きにより瓦の葺き方を変えているような例が見
られる。軒の反り上がりによって瓦を葺き分けている例は、三翠園ホテルの門の南側に残る国の重要
文化財に指定されている山内家下屋敷長屋の屋根が中央から左右に瓦を葺き分けているのがわか
る。若干反り上がる四方の軒先に向かって、瓦の重なり部が向かないような葺き方をしている。

旧山内家下屋敷長屋

過剰な民家の水切り瓦

水切り瓦が美しい土蔵

長屋屋根中央部で瓦の葺き分けがわかる

高知地域会名簿（五十音順）

上田 堯世 上田 博史 岩谷 功 大井 達司

岡本 金弥 亀尾 明宏 佐藤 八尋 田中 顕夫

田中 健一 千頭 邦夫 徳弘 忠純 中越 敬典

橋本 健 平山 昌信 細木 茂 前田 博

松木 貴史 松澤 敏明 山本 長水 吉田 晋

依光 成元 渡辺 菊眞

台風が育んだ建築
知
高

高知

Kouchi

K
o
u
c
h
i
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K
yu

sh
u州

九
九州

Kyushu

九州支部の活動
九州支部の情報はこちら
http://www.jia-9.org/info/
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　北九州市は、高度経済成長期には、日本の重厚長大産業を支えた工業都市である。一方で、近年は、高齢化が顕著で、斜面地に作られた郊外

型の地域では、高齢者の将来の交通手段をどうすべきかが、大きな問題となっている。しかし、一方で、車依存を前提にした新たな郊外型住宅

地が今も開発されている。背景には、そのような住宅地が売れるという現実がある。古い都心部は寂れ、人口が減少する一方で、郊外の住宅地

は、人口が増え、新たな居住者が、現代のニーズにあった住宅地で「豊かな暮らし」をはじめる。

2011年 2050年

3

5
1. 駅を核とした歩行圏を結ぶネットワーク

2. ネット緑被率50％、水被率5％の歩行圏を想定

3. 建ぺい率50%、10階〜20階の住宅・商業・業務ビル

を想定し、駅周辺の実質容積率を200％〜300％に誘導する

5. 

1.コンクリートとアスファルトで覆われる都市は、ヒートアイランドを招き夏の電力負荷を増大させている  2.郊外の自動車がなければ生活できない地域
3.高度100ｍの高さまで住宅が密集し、高齢化が深刻化  4.車でアクセスできない斜面地

　郊外の新興戸建て住宅地は、同世代居住中心で、多世代居住地域に

比べ、保育所の不足、幼稚園の不足、小学校の不足、高齢者施設の不

足など、時間経過とともにその地域に必要な施設が変化していき、そ

の都度、必要に追われ、社会資本を補充していかなければならない。

また、広域的に広がった都市では、電気・ガス・上下水道・通信など

の公共公益事業や道路整備のメンテナンスに将来大きな負担をもたら

し、近年の環境保全の視点からも、宅地開発による緑地の喪失は、生

態系を悪化させ、動植物の生息域を狭めてしまうなどの影響がある。

行政負担の増大

　このような街は都心商業の衰退に留まらない大きな問題を孕んでい

る。公共交通の衰退である。バス利用者が減り、赤字路線が廃止され、

いくつかの市電が廃止された。市の中心から比較的新しい住宅地に伸

びるモノレールも乗降客が減少している。自前の自動車に頼る生活が、

私鉄やモノレール、バスの利用者を減らしている。また、公共交通は

ある程度の人口密度が前提だが、郊外化が、市域全体の人口密度を低

下させ、人口密度を薄めている。自動車依存の街づくりがこのまま進

めば、利用者減による公共交通の赤字化、廃止といった状況を招く。

公共交通の衰退

　かつての都心の衰退は顕著で、黒崎の中心商業地では、売上高の低

迷から、高級デパートの撤退が相次ぎ、シャッター商店が軒を連なる

アーケード街は、ますます、活気を失っている。対照的に、郊外では、

駐車場を備えた大規模商業店舗は、賑いを増す一方である。

都心商業の衰退

　自家用車は、環境負荷を増加させる一方で、個人の行動半径を広げ、

好きな時に好きなところへ自由にアクセスでき、公共交通では得られ

ない移動の自由を、個人にもたらしてきた。しかし、公共交通の衰退

が進めば、自動車免許を持たない児童、生徒、学生や、高齢者、低所

得者の移動手段が無くなってしまう可能性が高い。急激な高齢化が進

む北九州市では、大きな社会問題である。すなわち、ある程度の高密

化によって生まれる、社会全体としての利便性や快適性が、個人の快

適性よりも、大切に扱われることが重要となる。

交通弱者の救済

　建物をスリム化し、タワー型にすることによって、地上部北側の日照環境の悪化を防ぎ、豊かな外部空間を実現する。建物は高層化されるが、

緑被率を高め、建ぺい率を40％に抑えることにより、建物と建物にある一定の間隔を作ることができる。建物と建物の間からは、北九州の山々

が望め、海風、山風が、都市の中を流れやすくする。

□ タワー型ビル

　衰退が進んでいるとはいえ、駅を中心としたかつての都心部は、電気ガス水道などの一般的な公共インフラが充実しているだけでなく、自治

組織などの社会インフラ、郵便局や行政機関、商店街、学校、病院等の生活インフラも充実している。駅拠点の街づくりは、すでに存在してい

るこのような都市資産を活かすことにも繋がる。

□ 既存インフラの有効活用による都市資産の有効活用

　コンクリートとアスファルトで覆われた都市は、ヒートアイランドを招き、熱中症を誘発するだけでなく、夏の電力負荷を増大させてきた。

2050年の街づくりでは、いったん人工物で覆った土地をできるだけ、緑と水に返す努力が必要である。ここでは、敷地の中の緑被率50％、水

被率5％を想定し、10階から20階建ての集合住宅、商業・業務ビルを想定する。都心部の緑や水辺はヒートアイランドの緩和だけでなく、豊か

な屋外空間を作り、憩いと潤いをもたらす公共空間となる。

□ 水と緑と風の道

　北九州市は、1963年に、門司、小倉、戸畑、若松、八幡の五市が合併した多核分散都市である。ＪＲは、現在も、この多核都市を支える交通

インフラである。これを将来の都市骨格の基盤として活用し、それぞれの地区の特性を相互補完する巨大な歩行圏ネットワークの形成に利用す

る。小倉の高度医療施設や、門司や若松の歴史観光遺産、戸畑の商業施設や図書館などの文化施設を相互に連結することによって、核駅拠点の

利便性を高めることができる。

□ 鉄道ネットワークによる都市機能相互補完

水と緑と風の環境都市　駅を中心とした高密度ネットワーク

都市の利便性の低下 急激な若年人口の低下

2050年の35歳以下人口割合25％

急激な超高齢化
2050年の高齢化率40％

人口の稀薄化

憩いと潤い

水と緑と風の道　

駅拠点

相互補完

緑被率50％

水辺の創出

ネット容積率200～300%

人口密度160人/ha

駅間ネットワーク

4. 多核都市北九州の駅を活かしたネットワーク化

斜面地から平坦地へ

6. 駅を中心としたネットワーク都市のイメージ 6

4

1 2 3 4

急斜面に建てられた住宅（赤・橙・黄色） 1

2

北福岡

North Fukuoka

N
o
rth

 F
u
ku

o
ka岡

福
北

2050年の北九州　駅ネットワークによる水と緑と風のまち構想
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福岡
岡
福 福岡会の活動

Fukuoka

F
u
ku

o
ka

福岡会の情報はこちら
http://www.jia-9.org/fukuoka/
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海岸線の長さが全国２位の長崎県は、県内のほとんどが離島と半島で構成されており、県内にある約６００の島々のうち有人島は５５を数えます。これらの地域は長崎県土面積
の４割を占め、県の人口の１割弱の約12万８千人の人々が暮らしています。離島という地理的ハンディーや台風などの自然災害のリスクから、人口減と少子高齢化が著しく経済
は衰退の一途をたどっています。１９７０年の県内の離島人口は２７万６千人であったのが、現在までの４０年の間に１４万8千人も減少しており、離島人口の減少数は県内人口の
減少数にほぼ等しい数です。すなわち離島人口の減少は我が県にとって大変深刻な問題であるといえます。本県の島々は日本の領域、排他的経済水域などの保全、海洋資源
の利用、自然環境の保全など国にとっても重要な役割を果たしています。このことをより強固に進めるためにも離島の活性化は必要です。私たちは２０５０年には４０年前の離島
人口に戻ることを願っています。豊な地域の力を生かし、人・モノ・カネ・情報の流れを拡大・加速し、交流人口を増やすことが、地域の活性化には重要な要素であると考えます。そ
のために私たちは、JIAの活動と共に日々考えて行動していきたいと思います。

県内交通を最大２時間圏内に・・・

今年３月の東日本大震災は稀に起こる自然の大災害に対する対応が社会的な

課題としてクローズアップされ、緊急時の高速交通及び情報のネットワーク構築

とリダンダンシーの向上の重要性が再認識されました。

長崎県内各地域に点在するターミナルや空港などから新たな航路を開拓する

など、「陸・海・空のインフラ」を再整備し、高速交通のネットワークを構築すること

で、これまで交流のなかった地域間のコミュニケーションの活性化と有事の際の

迅速な対応を可能とし、豊で安全・安心な街づくりにつなげていくことができると

考えます。

■　島の多様性を生かす

離島の自然、歴史、文化、風土などの特性に基づいたハード、ソフトの両面

から魅力ある地域づくりの展開が重要です。

■　アジアの世紀　　海外との友好関係と地の利を生かす

長崎県の島々には原の 跡、元寇史跡、遣唐使・遣隋使、朝鮮通信史

など中国や朝鮮半島の豊な交流の歴史が歴史的遺産として残されてお

り、現在もこれらの地域との積極的交流が進められています。

以上のことを実現するために航路、航空路、県内交通、島内交通などの総合的

交通体系の整備及び利用しやすいダイヤの確保と運賃の低廉化、さらには高

速通信網の施設整備と情報通信ネットワークの早期構築が望まれます。

長崎会会員名簿（五十音順）

有馬一郎　　池田賢一　　石山義朗　　井上正雄

江原克彦　　奥村信幸　　嘉松忠昭　　木場耕志

佐々木信明　田中健一郎　 直太郎　寺崎敏彦

中野善弘　　中村信夫　　鼻崎象三　　松本隆之

三好定和　　山田宏彰　　 吉原殖男

長崎

Nagasaki

N
agasaki崎

長 ２０５０年　活力ある長崎のカタチ
長崎会の情報はこちら
http://www.jia-9.org/nagasaki/
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分
大

大分

Oita

‘ひと・まち・匠’
O

ita
大分会の情報はこちら
http://www.jia-9.org/oita/
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宮崎

Miyazaki

M
iyazaki崎

宮 陸の孤島“宮崎”
宮崎会の情報はこちら
http://www.jia-9.org/miyazaki/
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■太陽と緑の国　

　神話の国宮崎は、1959年、当時の皇太子殿

下（現天皇陛下）の新婚旅行、続いて1960年、

ＮＨＫ朝の連続ドラマ“たまゆら”（川端康成原

作）の放送で、黄金時代を迎えた。太陽と緑の

国“宮崎”をキャッチフレーズに、その後は新婚

旅行として多くの観光客が訪れることとなった。

手軽な観光地として多くの人々を迎えたが、第

一次オイルショック（1973年）を境にそのブーム

も過ぎ去った

■建築

　1960年代に完成した建築には、日南文化セ

ンター（丹下健三　1962年）、都城市民会館（菊

竹清訓1966年）がある。当時の宮崎県の小さ

な市の首長二人が、同時に日本を代表する二

人の建築家に依頼したことは意外である。

■注目の県知事

　2007年1月、宮崎県知事選挙でタレント候補“そのまんま東”（東国原英

夫氏）が圧倒的な支持を得て当選。東国原英夫宮崎県知事の誕生に一

躍全国の注目を浴びる事になった。知事就任初登庁で県職員への挨拶

の中に、「裏金はありませんか」の一言は強烈な印象で耳に残る。そこに

いたのは正に宮崎県知事東国原英夫であった。

　就任早々知事の椅子を暖める間も無く、高病原性鳥インフルエンザの

発生。宮崎県は勿論、農業団体や養鶏農家も対応におおわらわであっ

た。新米知事はいつもノート片手に現場を飛び回り、慣れないなかで陣頭

指揮を取った。それにマスコミ慣れした語りが安心安全を素早く全国へと

アピールし、被害を最小限に食い止め県民の信頼は一層高まった。

　マスコミの注目度が増すと全国からの観光客も一気に増えた。宮崎の

観光が目的ではない。県知事を見に来、ついでに県庁を見学する。慣行

物産館はじめ、近隣の飲食店、宿泊施設は随分にぎわった。

　宮崎県の特産品も大いに話題になった。その代表が完熟マンゴー“太

陽の卵”である。一つ一万円を超えるマンゴーが飛ぶように売れた。おか

げで地元の人にとっては高嶺の花になり口に入らなくなった。寂しい現実

である。

 2009年夏、天下分け目の衆議院選挙。マンネリ化して国民の信頼をなく

した政権与党は、藁をも掴む思いで東国原英夫宮崎県知事への立候補

を要請した。マスコミの頂点にあった知事は、党総裁を条件に立候補の

意思を表明した。この発言は大誤算、県民は「知事は宮崎を見放した」と

感じた。この“事件”でマスコミからの批判が高まり、取材の数も激減、宮

崎のピークは去った。

　2010年4月、今度は家畜伝染病口蹄疫の発生だ。いきなり宮崎県の畜

産業に襲い掛かり、またたく間に県央から県南へと広がり、隣県をも脅か

すほどの大被害へと広がっていった。宮崎県は東国原知事を陣頭に対応

に追われた。しかし、見えない敵との戦いである。半径10㎞圏・20㎞圏だ

とか、移動制限、抗体ワクチンを接種し全頭殺処分、沈静化したのは8

月、終息まで5ヶ月もかかった。その傷跡はいまだに癒えない。

　そして2011年1月、東国原英夫氏は宮崎県を去った。

■さらなる災害

　2011年1月、再び高病原性鳥インフルエンザの発生、新燃岳の噴火、

度重なる災害は立ち直る暇もないほど忙しい、しかし、全国からの暖かい

支援に勇気付けられ、少しずつ復興へ向かって歩み始めていた。2011年

3月11日、東日本大地震の発生である。死者不明者約2万人、特に東北

地方太平洋側では大津波での被害も尋常ではなかった。何度も何度も繰

り返す津波に、何もかも飲み込まれ、限りなく瓦礫だけが続くあまりの光

景に愕然とした。家族も家も全てを無くした人達、まさにマイナスからのス

タートである。そのよう多くの人達を、今度は宮崎から応援し、一緒に一

日でも早い復興を望みたい。　　

■未来へ

 殆ど放送されることは無かったＣＭが、カンヌ国際広告際で金賞を受賞

した。九州新幹線のCMだ。2011年3.月12日博多・鹿児島中央間が全線

開通した。東日本大震災の翌日のことだ。宮崎からは、高速バスで約2時

間、新八代駅で新幹線に乗り継ぎ、博多・大阪へと向う事になる。まだま

だ都会へは遠い宮崎である。

　ある人口予測によると、2050年の日本の人口は9000万人を割り込んで

1955年頃の人口になると予想されている。人口は減少し、原発神話は崩

れ、経済は停滞し、技術は流出し、高齢化は進んでいく。日本という国さ

え危うく見える。



■　窓から見える桜島
　今日3回目の爆発をして灰色の噴煙を上げ
ている。噴煙は北からの風に乗って大隈半
島にある垂水市の方向に流れながら形を変
えていく。晴れた日には青い空に灰色の噴
煙が入道雲のようだ。曇りの日の噴煙は、
今にも雨が降り出しそうな雨雲のようだ。
　東からの風が吹く時に爆発をすると、噴
煙が錦江湾を越えて60万人の住む鹿児島市
に流れて来て火山灰を降らせる。風向きに
依って薩摩半島、大隈半島へと噴煙は向か
い火山灰を運んでいく。鹿児島市から見え
る桜島は南北に広がる雄大な姿を誇ってい
る。錦江湾を１周しながら桜島を眺める
と、その姿は大きく変わって見える。
　爆発する時、火口を通って巨大な塊が地
下から噴上げてくる。錦江湾の地下に潜む
巨大なマグマの塊が、地上へ向かって突き
上げてくる。地球のエネルギーを感じる瞬
間だ。時には、上空3000ｍにも達する噴煙
を上げてそのエネルギーを誇示する。
　様々な姿を見せてくれる桜島だ。

■　鹿児島の火山
　鹿児島県内には、霧島山、米丸・住吉
池、若尊、桜島、池田・山川、開聞岳、
薩摩硫黄島、口永良部島、口之島、中之
島、諏訪之瀬島、以上11の活火山があ
る。薩摩硫黄島、口永良部島、口之島、
中之島、諏訪之瀬島は東シナ海に浮かぶ
火山島だ。これらの島の中で一番大きい
のが口永良部島で屋久島の西の海上に位
置する。薩摩硫黄島は鬼界カルデラに生
成した火山島。口之島、中之島、諏訪瀬
島はトカラ列島に位置している。それぞ
れの島には島民がおり生活を営んでいる
有人島である。

　米丸・住吉池は錦江湾の北側に位置す
る姶良市にあり現在火山活動は無い。米
丸マール内には水田があり稲作が行われ
ており、米丸温泉もある。若尊（ワカミ
コ）は姶良カルデラの北東部に位置し錦
江湾にある海底カルデラだ。海底火山で
現在でも激しい噴気活動が続き熱水噴出
現象が発見されている。池田・山川は薩
摩半島の南東部に位置し、池田湖と山川
マールで形成されている。近くには温泉
が多く湧き、指宿温泉が有名である。開
聞岳は薩摩半島の東南部に位置し、東側
には池田・山川がある。東シナ海に迫り
出し、美しい円錐形をしている。

　霧島山は加久藤カルデラの南端に位置
する火山群だ。御鉢と新燃岳で噴火を繰
り返し、今年1月に新燃岳で大規模な爆
発があり、宮崎県、鹿児島県に大量の火
山灰を降らせた。今、最も活動が盛んな
火山が霧島山の新燃岳と桜島だ。桜島は
錦江湾に浮かぶ島であったが大正時代の
噴火で大隈半島と繋がった。姶良カルデ
ラのの南端部に生じた火山で、「文明」
「安永」「大正」「昭和」の大噴火は多
量の溶岩を流出した。北岳、南岳に火口
があり昭和火口は毎日爆発を繰り返し火
山灰を周辺の町に降らせている。

　鹿児島には多くの火山があり、その恵
みを受け、また被害も被っているが、そ
の環境の中で生活を営んでいる。

風に流されて麓に降り注ぐ火山灰

爆発の瞬間

北からの風に乗って垂水市方向へ向かう

垂水市方向から見る桜島 展望台からの桜島 大正噴火に依って流れ出た溶岩 垂水市方向から見た夕焼けに染まる桜島 霧島市方向から見た桜島

2000ｍ上空まで吹き上がる噴煙

冠雪する桜島

九州支部　鹿児島会　（会員:25名）
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■　桜島
　姶良大噴火により直径20ｋｍに及ぶ姶
良カルデラが25,000年前に形成された。
この大噴火により地下のマグマが大量に
噴出し火砕流となり、南九州のシラス台
地となった。姶良カルデラは現在鹿児島
湾（錦江湾）の北部に位置する。桜島は
その南の縁に誕生した。
　桜島これまでに大噴火を繰り返してき
た。文明大噴火では、北岳の中腹から溶
岩が流出し沖小島と烏島が形成された。
安永大噴火は、桜島南部から噴火が始ま
り、北岳の山腹から溶岩の流出があっ
た。海底噴火では津波が発生。一連の海
底火山活動で燃島、硫黄島、猪ノ子島な
ど火山島が形成され、今でも燃島（現、
新島）は残っている。大正大噴火では、
大量の溶岩が流出しそれまで島であった
桜島が、対岸の大隈半島と陸続きになっ
た。その規模は、上部2ｍ程を残して火
山灰に埋もれた鳥居などが噴火の大きさ
を物語っている。昭和大噴火でも大量の
溶岩を噴出した。流出した溶岩は今も
荒々しい姿を見せている。
　桜島は、2年前から噴火活動が活発化
し噴火回数も増大している。噴煙を上げ
るその姿は凄まじく、また、降り積もっ
た火山灰が土石流となって押し寄せてく
る。火山灰による健康への影響や、車の
スリップなど生活への影響もある。

　爆発の無いときの姿は、雄大に海に浮
かぶ島である。夕焼けに染まり刻一刻と
山肌の色を変え、そして日が落ち暗くな
るとシルエットが美しい。冬、寒波が訪
れと稀に、北風の当たる頂に冠雪し、穏
やかな姿を見せてくれる。鹿児島市内か
らフェリーに乗って約15分で、錦江湾を
横断して桜島に上陸できる。すぐに、大
正大噴火の時に流れ出た溶岩を見られ
る。視線はいつも桜島に向けられ、自然
の驚異を毎日見せつけられながらも、街
づくりの核となっている。

　これからも火山の近くで、自然に敬意
を払いながら、この環境を理解し住み続
けていく。

火山と共に生きていく鹿児島
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鹿児島会の情報はこちら
http://www.jia-9.org/kagoshima/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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Okinawa

2050の沖縄の建築像

2050は独立した琉球国として、日本と東南アジアを繋げ、世界への架け橋となる。
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沖縄支部の情報はこちら
http://www.jia-okinawa.org/

一万人の世界建築家展
http://www.10000architects.com/?jp
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