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◆ 女性委員会

「女性委員会 活動報告会と伝統工芸体験」 

日時:平成 28 年 5月 21 日(土)13:00～16:00(受付開始 12:30) 

会場:集合場所･活動報告会-高岡市土蔵造りのまち資料館 

(高岡市小馬出町 26) 

伝統工芸体験－HAN BUN KO はんぶんこ 

※駐車場は山町筋観光駐車場をご利用ください｡ 

内容:平成28年度活動報告会を開催します｡あわせて伝統工芸

体験を行います｡はんぶんこ代表の東海さんにショップ設立

の経緯やものづくりに対する想いをお話していただきます｡

山町筋の街並みを感じながら伝統のものづくりを一緒に楽

しみましょう｡活動報告会のみ､伝統工芸体験のみの参加も

大歓迎です｡どなたでも参加できますので待っています。 

スケジュール:12:30～受付(高岡市土蔵造りのまち資料館) 

13:00～活動報告会 

13:45～移動 

14:00～伝統工芸体験(HAN BUN KO はんぶんこ) 

16:00～解散 

建築 CPD:活動報告会 1単位 

定員･参加費:･活動報告会定員 50名(参加費無料) 

･錫のぐい呑み作り体験7名(会員2,500円 会員外3,200円) 

･螺鈿細工体験 8名(会員 3,500 円 会員外 4,300 円) 

※伝統工芸体験をされず見学可能 

※小学生以上のお子様は保護者同伴で参加可能 

申込先･申込期限:平成 28 年 5月 12日までメール又は FAX で

下記まで 参加者及び同伴者氏名･支部名(会員のみ)･連絡

先･参加希望内容(活動報告会･錫のぐい呑み作り体験･螺鈿

細工体験･伝統工芸体験見学)を明記の上お申込みください｡ 

E-mail:women@toyama-kenchikushikai.or.jp 

FAX(建築士会事務局):076-482-4448 

問合先:女性委員会 担当:水木(TEL:080-1279-0037) 

※詳細(スケジュール･会場周辺地図等)は､近日中に建築士

会ホームページに掲載予定です｡ 

◆ 青年委員会

小さな家づくり 2016 設計者＆協力者 

大募集！！ 

今回、以前に青年部会で行い大好評だった『小さな家づくり』

事業を復活する事になりました!この事業は建築プロセスを

踏襲して木製遊具を制作･設置する充実した内容の事業です｡

自身のスキルアップや会員相互のみならず多業種の青年建築

『志』との協働によるネットワーク形成の他､社会貢献の意味

合いも大きく､建築士の職能を生かした地域交流の機会でも

あることから､広く会員の皆様のお力と智恵をお借りし､年

齢･性別を問わず建築士会員から参加者を募集させていただ

きます｡特に青年建築士から『設計者』を大募集しております!

この機会に末永く地元の人たちに愛着をもって使い続けられ

る遊具の設計をしてみませんか? 

やる気のある方･交流を持ちたい方･この事業が気になる方､

単発の事業参加でもかまいません｡非常に良い経験のできる

事業です｡多数のご応募お待ちしています! 

スケジュール(予定):  

5 月 20 日: 設計者応募締切(スタッフは随時募集！) 

5月末:設計者選定･決定 

5月 28 日:要望ヒアリング 

6月中:設計 

7月中:構造材きざみ作業 

8月上旬:材料塗装 

9月 4日:建前 

9月 25 日:竣工引渡 

日時:随時担当者より案内致します｡ 

場所:小矢部市水落大谷公園 

内容:ものづくり実践型建築技能者連携研修事業 

建築 CPD:各イベントごとに､CPD 単位付与を計画しています｡ 

対象:設計者(青年対象)・コアスタッフ(青年対象)・各当日ス

タッフ(全対象) 

参加費:無料 

申込先:メール又はファックスで建築士会事務局まで

E-mail:info@toyama-kenchikushikai.or.jp 

FAX:076-482-4448 

問合先:青年委員会 担当:長島(TEL:090-2035-1822) 

◆ 富山支部

「富山支部全体会と記念講演会」開催のご案内 

日時:平成 28年 5 月 14 日(土)16:00～(開場 15:30) 

会場:オーバードホール 1階ハイビジョンシアター  

全体会:16:00～16:30  講演会:16:40～17:40  

テーマ:｢逆立ち建築 インターナショナル対地方｣ 

講演者:富山大学芸術文化学部  教授:上原雄史  

  ※詳細は同封のチラシを参照願います｡ 

企画情報とやま 2016 年 5月号
公益社団法人 富山県建築士会

TEL 076-482-4446 

FAX 076-482-4448

ホットライン 第 237 号 E-mail info@toyama-kenchikushikai.or.jp

-1-



ホットラインNo.237 

◆ 婦負支部 

｢森と暮らし｣講習会開催のご案内 

日時:平成 28年 5月 22日(日)15:00～16:00 

会場:ゆーとりあ越中(富山市春日 96-1) 

講師:山田 賢氏(株式会社やまりん 代表取締役) 

内容:『森と暮らし』をテーマにこれまでの森(なぜバランス

を崩したのか?)等 

これからの森(どう維持していくか?)等 について 未来に､

子供たちに､豊かな森を残すために私たちと考えましょう｡ 

建築 CPD:1 単位の申請予定(CPD カードをお持ち下さい｡) 

定員:先着順 30名(どなたでも参加できます｡) 

参加費:会員 無料     会員外 500 円(資料代を含む) 

申込先･申込期限:平成 28 年 5 月 15 日までメール又はファッ

クスで下記まで 

 (E-mail:kmft-111@cty8.com  FAX:076-460-9096) 

問合先:婦負支部 担当:江本(TEL:090-4681-5687) 

◆ 高岡支部

｢インスペクション｣セミナー講習会及び調査体

験 開催のご案内 

日時:平成 28年 6月 11日(土)10:30～17:00 

会場:(株)モノ・スペース・デザイン 

(高岡市横田町 3丁目 620-4) 

講師:中谷 元秋 氏(ハウス・ソリューション研究所) 

内容:インスペクション講習会･調査体験 

10:30～12:00 講習会(中谷 元秋氏) 

12:00～13:00 昼食(各自) 

13:00～17:00 インスペクション調査体験(金屋予定) 

建築 CPD:申請予定(CPD カードをお持ち下さい｡) 

定員:先着順 30名(どなたでも参加できます｡) 

参加費:会員 無料     会員外 500 円(資料代を含む) 

申込先･申込期限:平成 28 年 5 月 20 日までメール又はファッ

クスで下記まで 

(E-mail:takaoka-shibu_shikai@freeml.com 

FAX:0766-25-7020) 

問合先:高岡支部 担当:樋口(TEL:0766-27-8787) 

※当日､必要な調査道具に関しては､改めて参加希望者に連

絡します｡ 

◆ 新川支部

関西方面の視察研修及び講習会のご案内 

日時:平成 28年 6月 18(土)～19(日) 1泊 2日 

内容:①視察研修 関西の姫路城･神戸市内･東寺･東映太秦映

画村他古民家他の視察 

②講習会 同行の講師による講習(詳細未定) 

(視察後の夜に､ホテル内で講習会を行ない､終了後夕食) 

日程:6 月 18 日(土)AM6 時滑川インター出発 

6月 19 日(日)PM7 時滑川インター着 

(参加者には､後日詳細な日程等資料を送付します｡) 

講習会場(宿泊場所):アーベイ天王寺ホテル 

講師:未定 

講習時間:6 月 18 日(土)PM6 時 30 分～8時 30 分 

建築 CPD:2 単位の予定(CPD カードお持ち下さい｡) 

定員:20 名(どなたでも参加できます｡) 応募多数の場合は先

着順とします｡ 

参加費:会員 13,000 円  会員外 15,000 円(資料等を含む) 

申込先･申込期限:平成 28 年 6 月 10 日までメール又はファッ

クスで下記まで 

 (E-mail:sei-0834@ma.net3-tv.net  FAX:076-471-2710)  

問合先:新川支部  担当:中川(TEL:076-471-2710) 

◆ 富山県

「うるおい環境とやま賞」募集中 

県では、建築物や土木施設、工作物等で景観づくりへの配慮

や工夫が優れているもの、あるいは積極的な景観づくりの取

り組みを表彰する「うるおい環境とやま賞」の受賞候補を募

集中です。 

募集期間:平成 28年 4月 20日(水)～6月 30日(木) 

応募先:富山県建築士会事務局(平日 9:00～17:00)まで 

問合先:富山県建築住宅課景観係(TEL 076-444-9661) 

※ 詳細は同封したリーフレット(応募用紙)をご覧ください。 

◆ 財団法人職業技能振興会 

「古民家鑑定士」認定講習・試験開催のご案内 

日時:(5 月度)平成 28年 5月 25日(水)13:10～18:00 

 (7 月度)平成 28年 7月 27日(水)13:10～18:00 

会場:富山市体育文化センター研修室(富山市友杉 1097) 

講師:職業技能振興会委託インストラクター 

内容:古民家鑑定士教本(別途購入が必要です6,780円)に基づ

いて古民家に関する全般の講習です｡資格取得後は築 50年

以上の古民家鑑定を行い､鑑定結果に基づいて所有者にアド

バイス､相談を行います｡ 

建築 CPD:3 単位(受付時に名簿に氏名と CPD番号を記入｡) 

定員:20 名(どなたでも参加できます｡)  

参加費:23,000 円(受講･受験･認定書発行費用含む) 

申込先･申込期限:開催日の 7日前まで 

HP(http://www.kominkapro.org)から詳細確認の上申込｡ 

問合先:(一社)富山県古民家再生協会 担当:片岡

(TEL:0766-69-7550) 

※教本もありますので申込下さい｡ 

※｢古民家鑑定士｣は民間資格です｡ 
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「建築職人アーカイブ」発刊記念シンポジウム「職人技術のゆくえ」 記録 2 

パネルディスカッション コーディネーター 近江美郎

パネラー 設計：濱田 修  施工：藤井圭一  大工：若松 聡 

     左官：寺西一貴  建具：長谷川敬雅 建築主：小林英俊

 ＜3月 16日サンシップ福祉ホールで開催＞ 

■近江美郎JIA北陸支部長による基調講演「つなぐ職人技」の後、

近江氏をコーディネータに、上記パネラーによるパネルディスカ

ッションが行われた。その概要をお伝えします。 

■近江氏は各パネラーに、職人の技術の継承についてパネラーの立

場として抱えている課題と、今の取り組みについて聞いた。 

■設計者の濱田氏は、お客さんの求める価値観が従来の建築の完成

度より素人感が求められているとし、伝統技術を保つには職人が

変わる必要があり、事例として、和風の呉服屋さんの屋根を集成

材と鋼材のテンションビームとして番傘の骨を思わせるデザイン

で鉄工所に未経験の仕事をしてもらった例や、鉄骨の格子枠に煉

瓦をはめ込んだり、輪切りの木にブロックを貼って、手仕事の良

さを出した事例を紹介した。 

■工務店の立場で藤井氏は、外部の設計事務所の設計した事例から、

プレカットでないノミやカンナを使う工事で、大工から「社長あ

りがとう。久しぶりに鉋屑の出る仕事をした。」と喜ばれた例、 

ミリ単位の複雑な小屋組を要求され、大工ではなく建具職に加工

を依頼した例などを紹介した。職人仕事を見ていて、職人には職

人気質があり、「これはできないだろう。」と設計者に言われると、

“なにくそ”とやってみせる気概がある。なので、これからも難

しい図面が出てきても何とかやって見せたいと話された。 

■大工の若松氏は、山町、守山町などの景観に配慮した住宅の実施

例を説明し、解体屋さんに頼まず手作業で解体し、昔の構造の痕

跡を見ながら、後からの変化や職人さんの技を確認し、復元の参

考としているとのこと。 

■左官の寺西氏は、玄関先の小壁の下部に版築を採用した例、和室

ではなく洋間のリビングの壁を左官工事でやった例、玄関の壁に

土塗り壁を採用し、立体的なレリーフデザインをした例を紹介し、

土壁は改築時に落としても練り直しまた使えるので環境にやさし

いことから、設計者と協働し、面白いものに挑戦したいと話す。 

■建具の長谷川氏は、戦後アルミサッシが出て、木製建具が激減し

た経緯から、できるだけ、身の回りの材料を生かすようにしてい

るとし、富山産ヒノキを原木から板に加工し、乾燥にヒノキで半

年、スギで1年かける工程を紹介するとともに、施主の生活スタ

イルが変わって障子戸が少なくなったので、雪見障子の外の景色

を切り取る機能をガラス戸に持たせ、椅子に腰掛けた高さで景色

をみることができるようにした建具の例や、庄川の挽き物の木地

屋さんとのコラボで丸いガラス枠のある戸、ガラスの小窓のある

襖戸などの事例を紹介した。 

■建築主の立場で、小林氏は、家づくりの場合、建築主の要望を聞

くことが重要だが、どこまで聞くかはお金との相談になるし、家

族の中の誰の意見を聞くのかという問題もある。家族の中のリー

ダーを見極めないと注文が変わるかもしれない。その施主の希望

というものが、戦後の社会の変化で、便利で速く、安くという価

値観に集約されてきた。速く安くとなると、機械化・大量生産に

なって、最後には安い輸入物を組み立てるということになる。左

官仕上げをちゃんとやるには1年がかり。それがプラスターボー

ドにクロスを貼るとなると、数日で出来てしまう。どんなに塗り

壁が素晴らしくても、時間をかけられなければ、採用されなくな

っていく。この本の編集を担当し、和の住まいの素晴らしい技術

がもう無くなりそうな状況をひしひしと感じた。手作りの良さを

どうすれば残せるのかを考えていきたい。 

＜討論＞ 以下敬称省略 

■近江：機械化と手仕事の共存をどうしていけばいいのか？ 

・若松：最近の機械では誰がやっても同じような仕上がりになり、

昔の大工に比べると、短時間に仕事ができるようになっている。

その分の時間とお金を少しでも良い空間や材料に使うということ

ができる。 

・寺西：左官自体の機械化ということより、左官の塗り壁は和室で

しか使われないと思っている人が多いが、泥壁の仕様は洋室でも

使える。しかも、材料を工夫することで、立体感のある自由なデ

ザインが可能。そのような使い方を注文してもらいたい。 

・長谷川：機械化すること自体は悪いことではない。建具では多く

の作業が機械化できるが、細かなところでは、手作業が必要であ

る。基本は、地元の材料を丁寧に使い、1年かけて乾燥して造ると

いうことをすると、造る方の思い入れが出て、良い物になる。 

■近江：機械を使いこなすようなところの差別化ということなのだ

ろうか。ところで、設計では「予算もないのに、こんな難しい設

計をして・・・・」ということにならないようにするには濱田さ

んはどうしているか？ 

・濱田：私がやっているのは、一点製作のものを造ること。機械で

造るということより、できるだけ現場で人の手で組み立てるよう

にしないと、プレハブ化して組み立てるだけというのをやってい

くと、できあがりに味がなくなる。最後のすり合わせは人の手が

入って、手仕事の痕跡が残ってこそ良いと思う。どうしても時間

と手間がかかってしまうが、そのぶんだけ良いものになる。 

■近江：職人さんに仕事をしてもらうのは、施工者。幾らお金があ

っても、やり方によって、職人にお金が廻らないのでないか？ 

・藤井：設計によっては、アイデアを全部の箇所に盛り込んでいる

ような場合があるので、メリハリを付けるように設計者にお願い

するようなこともある。大工とか職人との信頼関係が工務店では

一番だいじなところ。 

■近江：設計者、施工者、職人、そしてお客さんとの信頼関係は大

切。しかし、近年情報化が進み、お客さんがネットでいろいろ調

べ、高度な要求があったりし、それに職人さんもこたえないとい
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けない時代になっている。昔は気にならなかったような割れなど

が問題になる。施主は神様か？  

・若松：施主が木の良さを、はじめから理解していてもらえるとい

いのだが・・・。最初の段階で木の味わいの良さを説明するよう

にはしている。 

・寺西：神様です（笑い）。けっこう施主とお話する。良いこと悪い

ことすべてを話す。割れにしても、問題がある割れとそうでない

割れがあるということもすべて話している。なので、たとえ壁が

割れてもクレームとしては出てこない。 

・長谷川：施主から仕事を直接請けた場合は、問題のある仕事であ

れば、止めるようにも言えるが、工務店経由では、やらざるを得

ない場合もある。建具寸法が大きくなって重くなり、クレームが

出やすくなっていることもある。 

・濱田：施主は間違いなく神様。お客様の要望はかなえてあげるの

が原則だが、施主の現場への関わりが少なくなって、結果のみを

評価されるようになっている。でもそれは関わらせないような業

界の構造があるから。セルフビルドという方法がある。左官や塗

装の一部をお客さんにやってもらう。すると、施主が施工したと

ころにクレームは無いし、プロがやったところもクレームは出な

くなる。なので、業界としてどんどん現場のことや職人さんのこ

とを知っていただく機会を作っていくべき。 

・藤井：お施主さんとの話が少ないのは事実。昔のように10時のお

茶、3時のおやつという時代ではなくなった。我々が避けていると

いうわけではなく、施主も打合せは専門用語がわからず、立ち会

いたくないという人も居るし、設計者の方も日曜日に打合せする

ので、施工者までわざわざ来なくてもいいという。説明は十分す

る必要がある。 

■近江：セルフビルドで、お客との信頼関係を結ぶというしかけは

有効で、家に愛着をもってもらうこともできる。その愛着を持つ

べき住宅の寿命が、日本では30年もない。西欧の住宅は遙かに長

寿命。日本の住宅でも100年以上は持つはず。そこはどうだろう。 

・藤井：設備的には10年、15年で新しいものに更新するようになっ

て、それに合わせてリフォームが発生したりする。建物本体自体

はもっと寿命を長く保たせられるはず。 

■近江：やはり木の育った年月は使われて欲しいと思う。今の建築

の技術でいけば、もっと保つ。構造、技術、素材、設備含めて考

えないといけない。 

・若松：二十六・七年で建替えられるという話があって、ローンの

返済が終わると、またローンを借りて立替えるというのは、・・・

大工としては残念。木の強度からいうと、これからもっと強度が

出てくる時期だ。たとえ、寿命が来ても、壊す時には、次の建物

に使えるように壊すのが良いと思う。 

・寺西：左官壁に関しては、下地がボードである以上、その耐用年

数になる。今の建築で真壁の土蔵を造っていくというのは結構難

しい。下地に関しては、今から、左官業界でいろいろ考えていか

ないといけない。 

・長谷川：建具自体は、室内のものなので腐ることはなく、どれだ

けでも保たせることはできるが、寸法が現場のものなので、転用

は難しい。別の工夫での活用はありうる。 

■近江：社会の多様化のニーズの中で工夫はありうるか？ 

・濱田：技術的な設備は進歩していくので、ライフスタイルと合わ

なくなるということは、どうしようもない。しかし、ライフスタ

イルと合わないけれど、それが残っていくこともあって、そこに、

思い入れがあったり、残す価値があったりする。 

・小林：社会的な耐用年数という言葉があり、最近は、空家問題が

大きな課題となってきている。子が親の仕事を継がなくなった。

別の言い方でいうと職業の自由が戦後確立され、自分でやりたい

ことをすればいいと親が言ってしまうと、家が継承されないこと

になってしまった。また、長持ちさせていくためにメンテナンス

をきちんとやるということを、建築主がどこまでやれるかという

ことも課題。藤森照信さんが、壊されていく著名建築物は数多く

あるが、そのようなものを残すべきかという議論の中で、人間だ

けにある感覚で、「懐かしさ」というものがあると言っておられた。

懐かしさを感じるというのはその建物を見るとか、そこに住むこ

とで自分の一生を確認することになるということで、自分の一生

をかけがえの無い存在として、認識していくことに繋がる。 

■近江：人間しか持てない懐かしさは、古くて美しい、ということ

にも通じる。日本人の感性では、古いものの良さを受入れる部分

もあり、わび・さびの世界もある。最後に皆さんにとっての残す

べきもの、変えていくものについて伺いたい。 

・藤井：職人さんの心意気に答えるよう、来てくれてありがとうと

いう感謝の念を伝え、協力業者としての信頼関係を維持し、「お宅

の現場は暖かい」と言われるようにしていきたい。 

・若松：若い施主が伝統工法は良いといってくれるよう努力したい。 

・寺西：仕上げの上塗りより、厚みが3ｍｍの下塗り中塗りに神経を

使う。そんなところを上手く伝えていけたら良い。 

・長谷川：古い江戸時代の建具でも、どうやってこんなものを作っ

たのかと驚嘆することがある。自分も、後世の人にそう言われる

ようなものを残したい。 

・濱田：合理的に造るというのは、安くなるが、だんだん味気ない

ものになるし、不便だがこれは良いということもある。職人さん

に守って貰いたいと思うのは、自分に出来ないことはないという

プライドだ。設計をする者も同じ。 

・小林：この本の最後に「無名と有名」というコラムがある。職人

さんの仕事はほとんどが無名。仕事で名前をだすことは大工の棟

梁が無名札に名を残す以外は無かった。しかし、これからは、名

前を残せる仕事が必要。そのためには、技術の継承を、伊勢神宮

のように全く同じ技術によって承継していくものだけでなく、望

まれる物以上の提案をして、新たな道を開いてほしい。 

■近江：建築は総合芸術。高い品質の建築を作るには、職人さんの

技量が不可欠。職人気質も大事なのだろう。また、施主、設計者、

施工者と職人のコミュニケーションを取ることが必要で、とりわ

け、施主に伝統的な技術を理解してもらうことを我々は真剣に取

り組まないといけない、と本日は改めて感じた次第である。 

ャ司会：時間がきたので、これで終了する。登壇者の皆様ありがと

うございました。                     

-4-


