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「建築職人アーカイブ」発刊記念シンポジウム 「職人技術の行方」

平成 28年３月 16日 14：00～16：50サンシップとやま 一階福祉ホール

開会 司会（林副会長）

ただ今より建築職人アーカイブ発刊記念シンポジウムを開催します。 

本日司会を行います、副会長の林です。 

まず、建築士会会長中野健司が開会の挨拶をいたします。 

挨拶 会長 中野健司

日頃の本会への支援に感謝します。 

本会は平成 24 に創立 60 年で、自分たちの足下を見直した。職人の減少が甚

だしいこともあり、地域の建築産業のあり方を話し合う必要があると感じた。

議論のなかから、地域に息づいてきた建築職人のアーカイブを記録しようとい

うことになった。 

富山県の建築に関わる職人による建築生産の状況を見ることで、私達の仕事のあり方や、地

域の建築産業のこれからをもう一度確認しようということ。 

この事業に着手以来、今日までに多くの職人の皆さん・関連職能団体の方々から本会会員が

直接お話を伺った。このことで、会員も沢山の先達の仕事への思いをことを知ることができ、

本日記念すべき発刊の日を迎えた。判ったことは、今までの私達のやってきた建築生産のやり

方自体が崩れかけているということ。 

そんな中でも、意のある方は職人の技術の継承や、育成について努めていただいている。こ

のようなことを皆さんも自分たちの足下を見つめ直して、明日の富山の建築界を考える場とし

てほしい。 

日常職人さんとの協働をしている皆さんや、設計者も含め、本日のシンポジウムの中で職人

の行方についての問題点を共有していきたい。この書籍は、ご購入頂き、親類や知人・県民に

広くご紹介してほしい。また日常の仕事の中で、この問題を考えていってもらいたい。（拍手） 

司会者：それでは、ここで本日の予定を説明する。

＜シンポジウムスケジュール説明 ・・・省略＞
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事業の全体概要説明 （林 芳宏 副会長) 
① 建築職人アーカイブ事業の趣旨

富山県内各地にある様々な建築関連技術には地域性を持った高度な技術があ

り、優れた伝承者がいるにも関わらず、建築生産現場における環境の変化のた

めにこれらの貴重な技術は失われつつある。このことによって伝承者が技術を

伝えることが困難になっている。そのため、これらの技術や伝承者を取り上げ、

どのような技術がどのような人によって伝承されてきたかを調査し、これからの建築技術の手本と

すると共に、後世に伝えるための資料を作成し、広く県民や建築関係者への啓蒙の資料とする。 

② 本事業開始にあたって注視したポイント

・どのような職種があり、それぞれがどのような範囲を守備しているか 

・職人の年齢層と後継者（伝承者）についての調査 

・近代化に伴う変化に対応してきた職人の技術の記録についての整理 

・職人の記録を公表することで職人の存在意義について広く県民へ啓発するための取材内容の精査

と調査資料の整理 

③ これまでの経緯

平成 23 年度：富山県建築士会 12 支部（当時）へ取材すべき職人のリストアップを依頼した。25

職種 106 名がリストアップされた。 

平成 24 年度：建築士会の毎月送付資料建築情報ホットラインへ掲載。建築士会創立 60 周年記念

式典会場（富山国際会議場）にてパネル展示。 

建築士会内に特別委員会として建築職人アーカイブ委員会を設置 

平成 25 年度：引き続きヒアリングを実施 

平成 26 年度：取材最終年度 

平成 27 年度：遺漏取材と編集・刊行 

④ 調査の過程

1.調査対象者のリストアップ（各支部ごと） 

2.調査担当者の選定（各支部ごとの調査だが、場合によっては他支部が担当） 

3.担当者から調査対象者へ事業の趣旨の説明と聞き取りの承諾と調査日時の調整 
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4.担当者（2～3 名）で調査（聞き取る内容を出来るだけ統一するために次の⑤のような聞き取

り項目を設定した。）録音機とデジタルカメラを使用し面談聞き取り 

5.聞き取った内容をヒアリングノートにまとめ、その後に文章化 

6.作成した資料を調査対象へ提示し内容についての正誤を確かめる 

7.内容を精査した後に入稿（ただし、委員会でさらに編集する場合もあった。） 

⑤ 聞き取り項目（調査事項）

・仕事に就いた年齢、仕事をしていた期間、誰に教えてもらったか（技能の系譜）、一人前にな

るのに何年？自立したのは？ 

・今までにどれくらいの仕事をしたか？（住宅であれば何棟？） 

・仕事の責任範囲（工程での前後の工種など） 

・道具（機械）にまつわること：道具は何を？ 道具は何処で入手したか？何の扱いが難しかっ

たか？ 

・材料（消耗品）にまつわること：どんな材料か、どこから入手？使い分けの基準？ 

・工法にかかること：工賃のこと 

・職人になった動機：なぜこの道に入ったか？ 

・一番うれしかったのは？思い出に残る作品（出来事）（三つほど）、一番難しかったのは？一

番苦しかったのは？ 

・仕事で何が大切だったか？尊敬した人は？（複数あれば、聞く） 

・技術（技能）の変遷（後になって学んだこと）、新たな素材や工法が出てきた時のこと。（何

に苦労したか）、変化したことの良かったことと、悪かったこと。 

・注文者（施主・元請け）の変化 

・関係技術者でおもしろい人（記憶に残る人）は？仲間の職人（別の職種も）で昔のことを知

っている人は？（名前と連絡先も聞く） 

・後輩に言いたいこと、設計者に言いたいこと。 

・本人を見た（聞いた）印象、作業場の様子、道具や機械類の感想 

・聞いただけでは残る疑問や今後調査すべき課題 以上

⑥ 調査と結果の公表

1．富山県建築士会創立 60周年記念式典会場で平成 23 年度調査実施した内の 16 人の職人を紹介

するパネルを、それまでの 60年間に建った県内主要建築物のパネルと併せて展示した 

職

人アーカイブパネル（SizeB0)  展示 富山国際会議場（平成 24年 4月 14日）
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2．富山県建築士会の月刊情報誌「企画情報とやま」に連載

平成 23年度 24名、平成 24年度 9名、平成 25年度 29名、平成 26

年度 16名、を調査し、建築士会員へ毎月送付される企画情報とやま

に記録を連載した。

                             「職人アーカイブ」紙面の例

⑦ 平成 26・27年度は追加調査として業界団体への聞き取り調査も行った。

職人個人の歴史だけでなく、職能団体の歴史、流れを聞き取ることで職人を取り巻く環境や技術

の変遷、機械化の流れなどを知ることができた。 

聞き取り業界団体リスト

建築組合、建築大工技能士会 、鉄筋工事業協同組合、日本型枠工事業協会富山支部、富山県

鉄構工業協同組合、瓦工事協同組合、富山県左官事業協同組合、富山県板金工業組合、建具協

同組合、 表具師文化協会 、富山県畳組合連合会、 富山県塗装協同組合、富山県管工事業協

同組合連合会、富山電業協会、富山県石工技能士会、富山県造園組合

⑧ 最終の調査終了者は 7８名と業界団体代表者等 16名で平成 27年度に書籍を発行することとなった。

⑨ 調査のまとめ

調査した職人の職種

建築大工、 宮大工、木挽、製材、銘木、鋸の目立て、漆塗り、古代色塗、トントン葺き、瓦、

建築板金工、錺金物、木彫、左官工、建具製作工、タイル工、畳製作工、型枠大工、鉄骨加工、

アルミ加工、 石工、 造園、 曳家工、コンクリート杭打設、配管工、電気工事士などへの取

材を行った。 

年齢層と後継者（伝承者）

・全般的に後継者は少ないが、大工、建具などの職種のなかで法人化した場合は後継者が確保

されているようだ。

・型枠大工や鉄骨加工では CAD 化されたために後継者がいるようだ。

・また、全般的に機械化を積極的に進めた業種は後継者が確保しやすいようだが大規模に機械

化したにもかかわらず、後継者がいないケースも見受けられた。

近代化に伴う変化に対応してきた職人の技術の記録についての整理

・業界団体への聞き取りも含めて考察したところ、基本にある伝統技術や先人から受け継いだ

技術の上に機械化や新しい技術、工法の普及に対応してきた。しかしながら、それですら追

いつかない価値観の変化や技術の進化によって途絶えつつある技術が多い。

感想

・徒弟制度によって守られてきた側面を持つ職人の技術は戦後の急激な機械化・生産性の向上

や経済性優先の価値観のなかにあっても柔軟に対応して進化してきた。しかしながら、更な

る技術革新や社会構造の変化へ対応しきれない職種も現れてきたようだ。

・文化財の修復といったような特殊な場合でしか職人技術を活かす仕事はなくなるのか？

・暮らし方の変化によって建築技術が変化し、職人の技術を発揮する場面が減っているのだと

すれば、社会全体で今後の建築技術のあり方の先にある「住まい方、景観、歴史性、地域性」
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について考えていかなければいけないのではないか。

・北陸新幹線が開通した今、より富山らしいものを作っていきたいと思った。

・自身が設計者として、職人技術を活用した設計を行うこととをさらに意識していきたい。そ

れは建築コストをコントロールするという課題でもある。難題に取り組んで行くことでより

良い建築となれば良い。

・何人もの職人さんが「まだ修行中であるのでこれまでで一番良い仕事はなにかと聞かれても

答えられない」という言葉が印象的であった。

今後の展望

 建築職人アーカイブをきっかけとして建築界だけでなく、広く県民とともに建築技術のあり

方を考えてこれからの建築生産の仕組みについて考えるための資料とする。

また、これからの職人のための指南書としても活用されると嬉しい。

さらに、職域ごとに他の業種の職人の今後についても参考となればと考える。

課 題

建築業界全体として今後、職人技術の継承や発展、人材育成のためにどのような取り組みを行

っていけばよいのか。今回の調査結果を広く県民へ周知するためにはどのような方法がよいの

か。今後の建築生産のあり方について多くの議論をしていかなければいけないのではないか。

ということが課題として残っている。本日のシンポジウムはその課題解決への足がかりである。

司会 以上が全事業の概要説明でした。続いて基調講演に入ります

＜基調講演＞の演題は「つなぐ職人技」講師は近江美郎様です。

プロフィール紹介（司会）

近江さまは、1972 年に福井工大建築科をご卒業になり、1972 年～1976 年

は林建設工業東京支店に勤められ、1976 年～1978 年に新谷設計事務所に勤

務後、1978 年株式会社おおみ設計を設立され現在に至っています。 

主な所属団体・役職として、2009 年～2012 年まで富山県建築士事務所協会

の会長を務められ、現在は富山県建設工事紛争審査会委員、砺波市環境審

議会委員、（公社）日本建築家協会 北陸支部長をされています。 

それでは近江様よろしくお願いします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平日にも拘わらず参加者は 100人を超え、NHKの取材があり、夕方のニュース富山人で報道された。
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＜基調講演：「つなぐ職人技」＞

講師：近江美郎

みなさんこんにちは。 

 私がこの仕事について 37 年目。オリンピッ

クのあった 69年に就職した。景気の良い時代。

東海道新幹線もできた。当時は、まちづくりと

いうと防災街区の事業をやっており、砺波でも

長屋形式のお店ができた。このような時代に生

きたことは、ある意味でラッキーだった。1986

～90 年の 6 年間がいわゆるバブルの時代。設

計もしていないのに、設計料が払い込まれ、仕

事に追われるようなことがあった。それが、今

はマイナス金利。そのような歴史を顧みると、

すべての事を経験したとも言えるが、現代の成

熟社会では、キーワードは少子高齢化、自然環

境の問題。そのような中で、我々のおかれてい

るのはどんな状況なのか。私の実作を通じてお

話したいが、その前に、職人さんが減少し、建

築界全体の木造の技術がどうなるかというこ

とがある。 

 高齢化で職人さんが少なくなっているだけ

でなく、東北大震災の復興需要でそっちに行っ

て、少なくなって、さらにオリンピックの誘致

が決まり、東京に大きな需要が出て、こんどは

そちらに取られ、全国的に、何兆円という予算

があっても消化できない状況になっている。10

兆円 20 兆円予算をつけても、３～4 割しか使

えない。職人不足によって何が変わる。機械化

だろう。結果として、技術の継承ができなくな

った。いままで判らなかったというより、判ら

ないふりをしてきた。私が独立した当時は、木

材は火に弱い。構造的にも弱く、耐久的にもコ

ンクリートや鉄骨より劣るのでないかと言わ

れた時代だった。

 木造建築の歴史を見ると、それが

ほんとうだったのだろうかという所

から始めます。 

法隆寺 

 法隆寺は世界最古の木造で 1,300 年前、ここ

までもつ。今の我々の住宅は 100 年保てば、高

耐久性住宅と言われる。社寺建築の技術は現代

にも受け継がれ、脈々と流れている。 

投入堂 

 これは時間をかけ登らないと見られない三

徳山の投入堂。私の自慢の写真。昨年 10 月に

行った。13 人一緒に行って、ここまでたどり

着いたのは 2人だけ。小雨が降っていた。ズッ

クを履いてのぼらないといけない。おまえのズ

ックは後ろがつぶれているから、駄目というこ

とで、わらじを履いて登ったが、まったく滑ら

ずよかった。 

 大きな御堂があってその後ろに廻った瞬間
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にこの光景が見えた。4間半の通し柱が隅にあ

って、きりっとした姿。感動した。 

 なんでもっと若いときに見なかったかと悔

やまれた。江戸時代に手前の部分が増築された

と聞いたが、本体は 800 年～900 年前のものが

現存している。 

 木造というのはすごいものと思う。 

東大寺大仏殿 

 大仏殿は世界最大の木造建築。 

 このようなものも、現存している。これだけ

の規模のものが木造で機械の無い時代に出来

た。驚嘆する。 

 ある意味不思議だ。 

合掌造り 

 世界遺産の菅沼合掌集落。このような伝統建

築は、一番身近な所にあった素材を使い造った。

下の土台を能登の大工が作り、上部の茅葺の小

屋は地元の方が作ったと佐伯先生から聞いた。

分業で作られた。非常に理にかなったものであ

る。そこではしっかりとした生活が根付いてい

る。豪雪地ではあるが、蚕を飼い、林業をやり、

生活の基盤をしっかり持っていた。 

アズマダチ 

 おなじみの散居村のアズマダチの民家。 

 江戸から明治にかけて、贅沢令が廃止されて、

皆さんが競ってこんな形にしていった。 

 カイニュウもあり、典型的なものは、民家と

しては日本一美しいものと思っている。 

 まだ、結構残っているし、このような財産が

消え去ろうとしているのは、残念。人口減少で、

朽ちてなくなりつつある。このような立派なも

のが空家になり、解体され移築されたりコンバ

ージョンされている。敷地のなかでの農作業も

あり、地域の生活にふさわしいものであった。 

八尾の街並み 

 これは、一つ一つの家ということより、街並

みとしてできあがったもの。島崎棟梁も含めて、

八尾の大工さんの結束が強くて、綺麗な町を作

るのに八匠の会などを結成し、勉強された成果

がしっかり出ている。お祭りをするにしても背

景が良いので盛り上がる。一個の建物だけでは

景観はできない。点が線になり、面になって本
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物の景観になる。 

 最近では富山の岩瀬地区も綺麗になってき

た。 

 当然高岡でも金屋とか山町筋もあるが、伝統

そのものではない試みもある。伝統そのままつ

くれば良いというものでもない。現代の生活を

見て、変えるものと変えないものを区別しなが

ら、現在のライフサイクルに合せながら、景観

を守って行くことが大切だ。そうでなければ、

保存もできない。 

瑞龍寺 

 この国宝以外にも勝興寺など、富山県には優

れた社寺仏閣があって、それらで培われた技術

が大工は大工に受け継がれ、板金は板金屋さん

と、それぞれの職種で、これらの遺産から引き

継がれたものだろう。 

 日本的にみても、富山県のこれらの技術はお

そらくトップレベルと思う。この本にもあるが、

大窪大工の集団が居たことも当然あるし、その

ような優れた棟梁と言われた人達が居たこと

で合掌造りが世界遺産になったのだろう。 

ミラノ国際博覧会日本館 

 この木組はすごいと思った。北河原温さんの

設計だが、材料は檜の集成材。イタリアの大工

のプレカット機で造られたもの。工業技術とし

て、イタリアのプレカット機が日本でも活躍し

ていて性能も良いと聞いている。北河原さん曰

く、日本の機械よりすぐれていると。 

 この日本館の待ち時間が 8 時間で一日並ん

でも入れなかった人がいたそうだ。日本を代表

する木造の形をイタリアの技術者が造った。こ

んなコラボレーションが多くなっていくのか

もしれない。これは、設計方法として BIM を使

っていて、設計がすぐに加工作業に使えるよう

に合理化されていた。こんなこともこれから普

及していくのだろう。 

鏝絵 

 砺波の名越家の土蔵にあった竹内源造の鏝

絵。伊豆の長八美術館が買いに来たくらい素晴

らしいもの。おそらく日本一のもの。今は射水

市の竹内源造記念館に移設保存されている。こ

れを見ると素人の方も驚嘆するが、左官職の人

も違った意味で高く評価する。 

第 41 回全国建具展示会富山大会 
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 テクノホールで十数年前にあったが、全国大

会がこのような形で実施されているというの

を初めて知った。値段も１千万円近いし、技術

もすごいもの。職人さんはこのようなものを造

る技術を持っているが、使う場所が無くなって

きた。展示会でしかこんな技術を見られなくな

ったということ。 

 そのあたりについて、パネルディスカッショ

ンでお話したい。 

京都のリッツカールトンホテルの組子細工 

 日建設計が設計し、全体が組子で装飾されて

いる。上市の建具屋さんが造った組子とのこと。

一泊１室 10 万ほどの高級ホテルである。 

JR 九州の「ななつ星」 

 建築に使われた技術が、もうすでに建築から

離れ、別の分野でも使われ、いろんなコラボが

始まっている。 

ここからは、実作を通して、お話する。 

古民家再生、枠の内の移設、職人とのコラボの三

つの区分で事例を持って来た。

■古民家再生事例 

・O邸 

 これは、私の家。なんでこんな所にコンクリ

ートを打つのかとか、いろいろな意見があるが、

仕掛けも多い。 

 建造後丁度 100 年目に再生するはめになっ

た。家族を説得するのに三年かかった。 

 一番てこずったのは女房。嫁いだ同じこんな

汚いところになんでまた住まないといけんが

け、としっかり言われた。 

 他の人から家を潰すのかといわれたりして、

なんとか承諾を取った。 

 枠の内の梁は松材がほとんどで、ケヤキは 3

本だけ。柱などはアテ材。 

 100 年の外壁は落とした。 

 中央にあった中ノ間の屋根を取って中庭に

して、一番暗かったところを一番明るくした。 

 そのおかげで周辺の部屋も全部明るくなっ

た。今まで北で暗かったダイニングは南にした。 

 居間は東向き。二階の天井は取って小屋組を

見えるようにした。 
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 匠の技で細い材料をうまく組み合わせて小

屋を組んでいる。 

・友杉の家 

 私の家はアズマダチだが、これはマエナガレ

の立派な総ケヤキ造りのもの。 

 伝統的な技術の中に現代的な物を入れた例

で、照明なども、住宅用ではなく店舗用を使っ

ている。 

 祭りの好きな施主は枠の内をライブの部屋

としている。 

馬小屋のあった横の土間部分を玄関と居間に

している。居間のテーブルには古い格子戸を使

った。 

 施主の書斎は屋根組が面白い造形だったの

で、あえてモニュメントのようなものとして見

せた。 

・ステーキハウス Quiet 

 これは 130 年経った民家をステーキハウス

にした。 

 元はお医者さんの家。隣にあった三階建ての

医院は築 50 年ほどだったが解体し、築 130 年

の民家をコンバージョンした。 
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 屋根に太陽熱パネルを置き、パッシブソーラ

ーで床暖房している。 

玄関ホールに、箱階段をディスプレイ台に利用

した。 

 座敷二間を一体の客室にし、塗装を掛け古民

家風にしている。 

■「枠の内」の移設利用 

・S邸 

 これは新築の家に、枠の内だけを移設した。 

 枠の内の垂れ壁の漆喰壁を取って、二部屋を

接続した例である。 

・旬菜 無垢里 

 外部は入り口を除き、黒いガリバリウム鋼板

の洋風デザインだが、内部のレストランの客室

は福光の金沢境の集落から持ってきた総ケヤ

キの立派な枠の内を移設して使っている。 

 この枠の内を入手するのに金沢の医者と競

り合いになって、50 万円上乗せして手に入れ

たとか。照明にコロガシ(田植え用具)を利用し

ている。 
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・ステーキハウス柿里 

 枠の内をエントランスホールに使った例。 

 解体するという家の枠の内を解体費相当分

の 60万円で譲ってもらい持ってきた。 

 床はウイスキーの樽材を伸ばして貼ってい

る。でこぼこしているが、それがお客から好評

で、オーナーから喜ばれた。 

■職人とのコラボレーション 

・ニチマホテル 

 女子寮をホテルにコンバージョンしたもの

だった。 

 ここのレストランには枠の内を使っていた。 

 また客室の内部間仕切りなどに古材を使っ

たりしている。 

 これは作家とのコラボで、岩城先生の「わが

まま」という作品としてしつらえており、構造

部分は我々の設計だが、造作的な部分で職人さ

んのデザインを採用して協働したものの例。 

 ニチマの社長の話で、作家の方とうまくやる

には、褒めてあげるというのもあるが、「一度

は、その方の作品を買ってあげるのが良い。」

と言われたことが記憶に残っている。 
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■職人とのコラボレーションの事例 

・高瀬神社 新参集殿 

 本来は日本的な木造でやりたかったが、予算

的に無理だったので、逆に風景を写すというこ

とで、自分の姿を消すというやり方でデザイン

した。 

 バンケットホールは現代風のデザイン。 

 入り口の戸や館銘のサインで鋳物作家の作

品を使った。 

 コンクリートの打ち放しは杉型枠を使った。 

 入り口のガラス扉にステンドグラスの作家、

庭の滝に石彫の作家、ベンチに木彫家。 

 照明グローブにガラス工芸作家や五箇山和

紙職人を起用した。 

・A邸 

 エントランスの

屋根に積雪 1.5ｍの

荷重に耐える合せ

ガラスを使った例

で、大雪の年も大丈

夫だった。 
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 玄関の照明器具にも古い欄間を使ったり、手摺

りに木彫作家のデザインをつかった。 

以上で基調講演とします。 

司会：近江さまありがとうございました。 

ここでステージを整える間、休憩します。 

＜10 分間の休憩＞

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＜パネルディスカッション＞

司会：ただ今からパネルディスカッション「職人

技術のゆくえ」を開催する。基調講演をいただき

ました近江美郎さまにコーディネータをお願い

します。続いて、パネラーの皆さんをします。

パネラーと経歴の紹介

設計 濱田修

1961 年魚津市生まれ

1984 年近畿大学理工学部建築学科卒業

1987 年に石井和紘建築研究所入所

1993 年に濱田修建築研究所 設立

2010 年金沢工業大学非常勤講師 

2006 年日本建築学会作品選奨（福野の家）、

日本建築士会連合会賞（吉久の家）

2008 年グッドデザイン賞中小企業庁長官特

別賞（そば蕎文）

2011 年第 4 回木質建築空間デザインコンテ

スト商業部門賞（鈴木亭）

2014 年うるおい環境とやま賞

（Uchikawa 六角堂、米田木材㈱社屋）

富山県建築賞（木津の家） 受賞

施工 藤井圭一

1954 年生まれ、東洋大学建築学科卒後、6 年

間松井建設に勤務。1983 年に藤井工業に入

社し 27 才で社長に就任。

井波建設業協会副会長、南砺市商工会理事、

井波八幡宮総代を務め、エフエム砺波のラジ

オパーソナリティでもある。 

大工 若松聡

1970 年生まれ、高岡短大産業デザイン専攻

卒業、八尾町の島崎工務店で9年修行し独立。

竹内源蔵の双龍を砺波市より記念館への切

取保存。富山城址公園 碌々亭移築工事。

左官 寺西一貴

1976 年生まれ、高岡工芸高校卒業後、21 才

で父親の経営する塗装店に就職後、左官に興

味が出て、塗装業と平行しながら、26 才頃か

ら全国の研修会に出て勉強し、36 才で独立し

た。内山邸の柳原文庫の左官工事や高岡の佐

渡家の修復工事、富山城址公園の碌々亭の左

官工事に参加している。

建具 長谷川敬雅（のりまさ）

1959 年砺波市生まれ、1998 年中岡建具店入

社、2003 年に高岡クラフトコンペ審査員賞

や生活者が選ぶクラフト賞を受賞。八尾坂の

まちアートや、ギャラリーMoa、孫子ギャラ

リー、砺波市美術館、柴田理恵邸、米三ゲス

トハウスでの仕事がある。

建築主 小林英俊

1971 年富山県庁入庁、建築住宅課・営繕課

等建築関連部局に勤務。営繕課や富山県住宅

供給公社では公共建築・住宅の企画・発注業

務を担当。2006 年富山県建築住宅センター

専務理事を経て、2010 年から建築士会事務

局長。その後専務理事、現在に至る。

－以上－

司会：それでは近江さまよろしくお願いします。
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パネルディスカッション

近江：建物を造るには、いま、紹介された役割の

人が要る。これらの方々それぞれの状況について、

まず、業界として抱える問題を自分の仕事を通じ

てお話いただきたい。 

まず、設計の立場から順番にお話下さい。 

濱田：今日は職人が少なくなり、

職人の伝統技術の継承がなされ

ているか、について考える場合、

お客さんが求めているものが何

かを見ると、価値観が変わって

きた。 

 私が仕事をはじめて、20 年余り。その前と比較

すると、伝統的な職人技術が求められなくなって

きたし、伝統技術どころか、収まり自体が 20 年

前とだいぶん変わってしまった。私の年代でも納

まっていないと感じるにも拘わらず、それが抵抗

なく受入れられているという印象を強く受ける。 

 素人感が出ているのが良いと思われる施主が

沢山いる。なので、そのような事をする設計者も

沢山存在することになる。 

 そんな中で、伝統技術を保っていくには、職人

さんもある程度変わっていかないといけない。 

 私の仕事の中で考えているのは、職人さんが、

いままで培ったものを現代的にアレンジして（技

術を利用して、）現代に合うようなものを造った

らどうなるかということ。 

 これまでの仕事で取り組んだことを紹介して

みる 

・松屋呉服店

 呉服屋さんなので、和風ということで、

躯体は鉄骨だが、屋根を木造にした。その

屋根を支える構造として、集成材と鋼材を

テンションビームとして、番傘の骨のよう

に放射線状に組み立てた。

 真中に鉄筋が集まってくる部分があり、

そこの加工を鉄工所の職人さんにお願いし

た。

 こんな事はやったことがないので、職人

さんは、原寸の模型を造って、試行し、組

み立ててくれた。

 やってくれた宮田鉄工所は鳥居を鉄鋼で

造ることで全国に知られている。
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・三洋化学研究所

 鉄を手作業で梯子状に加工して、間に煉

瓦を入れるようなものを造った。

 鉄工なので、近代から現代の職人さんと

いうことになる。

・木目羊羹で知られる鈴木亭です。

 木材を輪切りにした木のブロックを入れ

た例である。

 同じ様なものを市松状にした例。今も割

れてはいない。

 このようなものをずれずに市松に貼ると

いうのはなかなか難しい仕事。パネル状に

して建具屋さんに作って貰ったりした。

時間がないので、このくらいにする。 

藤井：工務店の親父です。 

 濱田さんのパースを見て、

施工の立場からは、 

・・・エ！と思った。 

 この本に登場する田中棟

梁も言っているが、各職種が

てんでばらばらで、一職種のみ秀でていても、

良い建物にはならない。 

 現場を監督するという私の職業柄、施主や設

計者の要望を聞いて、バランス良く職人を見て

いなければならない。 
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 当社は大正 4年創業。昨年 100 年目。割合に

多く設計事務所の仕事をさせてもらっている。 

・津幡江の家（梅川邸）

 改築で、施主の要望で 8 畳間を残し、他

の部分は新築だった。

 この施工を行った 60 過ぎの八尾の大工

は「社長ありがとう。久しぶりに鉋屑の出

る仕事をした。」と喜んでいた。

 プレカットが多くなり、現場では充電器

を持っていくだけで、掛矢も１･２回叩いて

終わりという「たちまい」が殆どだが、こ

の現場では、毎日、鉋や鑿を研いだり、鉋

屑がでる作業がたくさんあったので喜ばれ

た物件。

・六角堂

 濱田さんの設計の畳屋さんの作業場併用

住宅を喫茶店にコンバージョンし、H25 年

のうるおい環境とやま賞を受賞したもの。

 壁面の木パネルは厚さと長さが 3 種類あ

る板を組み合わせて張った。

 トイレの坪庭に昔の畳の製造機械を入れ

て、建物の由来を残してある。

・木津のコミュニティセンター「木津の庄」

 この天井の図面を見たとき、全部が三角

形の組み合わせで、どうやって造ろうかと

思った。パソコンでは㎜単位で書いてはあ

るが、実際にその精度で大工が現場で造る

のは難しい。なので、建具屋さんにお願い

した。

・イタリアンレストラン「トラットリア」

 朝日町から持ってきた枠の内を使ったも

ので古民家バンクの第一号。砺波の枠の内

の廻りの部屋と呉東の枠の内の廻りの部屋

が違う。砺波の座敷のある側には長押が廻
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るので、枠が半分になっている。

 職人さんの仕事というものをつねづね、

ひしひしと感じている。ところが、職人気

質があって、これは出来ないだろうと設計

者から言われると、なにくそと、やってみ

せる気概がある。なので、近江さんや濱田

さんから貰った図面では驚かなくなった。

（笑い）とはいえ、これからも難しいもの

が出てくると思うが、何とかしてやってみ

せたい。

若松：私は伝統建築物保存地区

の仕事をしている。

これは山町で最初の仕事。

二階にも黒漆喰がしっか

り残っていたので、なる

べく昔の材料を普請しな

がら再生した。 

・これも山町筋の時計店。 

 昔の白黒写真が残っていて、珍しくツー

トンカラーの漆喰だった。それを元に復元

したものになっている。 

・これは守山町の角家。 

 なるべく昔の形を残し、仕上げた。 

・これだけ金屋町。 

 金屋町の街並みに合う物になった。 

 このように、伝建地区での仕事が主だ。 

 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。 

 昔の大工さんの仕事を見ると、それぞれ

の地区での仕事の違いが判ってきた。 

寺西：左官の寺西です。 

よろしくお願いします。

私のやっている仕事を

紹介します。まずは土

蔵の改修です。 
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・ぼろぼろの土蔵。

元の形もよくわからなかったものだった。

好きな形に直して良いといわれ、こんなシ

ンプルな形にした。 

・住宅の玄関アプローチ。

工事中の写真

完成写真

 白い壁が漆喰で、茶色の所は版築（はん

ちく）と言って、土を手で突き固め一踏み

したもの。

・住宅のリビング

お任せ。とい

うことだっ

たので、こん

なデザイン

でやらせて

貰った。

漆喰でデザインしたもの。

・玄関の

 土を使ったもの。

・これも住宅の玄関ホールの壁

 土で仕上げ、立体感を出すのに波の形で

やった。 

 土壁は、やり替えるとき、全部落として、

練り直し、土はまた使えるので環境に優し

いと思う。このように、好きにお任せ、で

デザインしているが、設計士さんとコラボ

でおもしろいものができると良いと思って

いる。 

近江：最後に建具はいかがですか？

長谷川：戦後アルミサッシ

が出て、木製建具は激減

してしまった。 

 できるだけ、身の廻り

の材料を生かすように

してきた。 

・富山のヒノキ。

 富山ではヒノキはあまりない。ヒノキは

雪に弱いから。

ほとんど杉が植え

られている。これ

は丸太で買ってき

たもの。
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 こんな感じで製材する。

 これを乾燥する。自然乾燥で、ヒノキは

少なくとも半年。杉の場合は少なくとも 1

年。うちの場合は 9割が富山県産材。 

 最近はどうしても生活のスタイルが変わ

って来たので、障子戸が少なくなってきた。 

 これは雪見障子の機能をガラス戸で椅子

に腰掛けた高さで外を見ることができるよ

うにしたもの。

 外の景色の切り取り方を自由にできる建

具。

これは柴田理恵さん東京の家の襖。少し明

かりの通るものになっている。

これは八尾の Y 邸の扉。ガラスの丸い枠は、

庄川の引物の木地屋さんにお願いしている。

これは、数年前の剣岳の映画「点の記」が

話題になって。お客さんから剣岳をデザイ

ンしてほしいと言われて造った物。

自分としては、なるべく地元の材料や素材

を使い、作家さんとのコラボをやっていき

たいと思っている。 

現代の生活に合う物を造らなければ、技術

だけではやっていけない。 

近江：職人さんは終わりにして、最後に建築主。

小林：建築主という変な肩書き

になっています。 

建築を造るということは近

江さんや濱田さんのような

設計者が設計し、工務店が

施工して建てますが、実際

造るのは職人さんです。その大本に発注者とし

ての建築主がいます。 

 お金を出していただける発注者がいないと

建物は建たない。 

 発注者の望みをどこまで聞いて造るかとい

うのが設計者にとって重要なことです。 
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 設計者が住宅の設計依頼を受けてまずやる

のがご家族の中で誰の話を聞くのかというこ

と。ご家族の中のリーダーは誰かを見極めない

と、注文が変わってしまうということがありま

す。家族の希望の調整もやることがあります。 

 近江さんのお話にもありましたが、戦後の社

会の変化の中で、速く安くという価値観が徹底

してきた。便利で速く、安くということを突き

詰めていくと、資本主義経済のなかでは機械化、

大量生産化、そして最後には海外で生産した物

を輸入するという形になってしまう。 

 そうなると、例えば、左官の方々は仕事がた

いへん少なくなったと嘆いておられる。土塗り

壁で、中塗り・仕上げと工程を重ねていくと一

年がかり。それが、プラスターボードにクロス

を貼るということになると数日でできてしま

う。どんなに塗り壁が素晴らしくても、時間を

掛けることができなければ、採用されなくなっ

てしまう。時間が手仕事を避ける原因になる。 

 私はこの本の編集を担当しました。団塊の世

代であり、若い頃、大学では伝統的な木造は全

く教えられていない。この年になると、和の建

築などについても興味が湧いて、職人さんの話

を聞いて大変勉強になった。 

 しかし、和の世界の素晴らしい技術がもう無

くなってしまいそうな状況にあります。 

 例えば、畳敷きの部屋がどんどん少なくなっ

てきた。昔は家一軒建つと、畳屋さんに何十枚

かの畳の注文が来たが、最近は板の間が多くな

り、居間の中央に琉球畳を四畳半ほど敷くだけ。

そうなると畳屋さんは、どんどん減って、畳の

表替えをしたいときに、何処に行けば良いのか

わからないという相談がくる時代になった。 

 住まい方の変化が、職人さんの技能継承が難

しくなった一つの原因でもあります。 

 また、機械化というのは、肉体労働を減らし、

効率よく生産するということで、それは悪いこ

とではないにしても、手作りの良さというもの

はどうすれば残せるのかということを考えて

いる最近です。 

近江：ありがとうございました。 

 それぞれの業界の現況や皆さんが現在どの

ようなことをやっているかを、お話いただいた。

また和室が減ってきて、日本の文化そのものも

危うくなってきているというお話があった。 

 畳を補修しようにも畳屋さんがいないとい

うところも増えている。 

 機械化自体の問題というより、機械化と手仕

事の共存をどうしていけばいいのかというこ

とが課題となっている。 

 職人さんである若松さんの方からお聞きし

ます。 

若松：昔は、木材の丸い断面をいかに四角くした

り、平面にするかがまず必要で、それにどれだ

け手間をかけるかがまず腕の見せ所だったが、

最近の機械はどんどん進化し、だれがやっても

同じような仕上がりになる。 

 単に安く早くではなく、昔の大工さんに比べ

ると、短時間に仕事ができるようになっている

ので、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もできることになっ

た。 

近江：同じ質問を、結構オリジナルな仕上げに挑

戦していらっしゃる左官さんにしたい。機械化

の影響と手作業をどのように考えているか。 

寺西：左官の塗壁は和室でしか使われないと思っ

ている人が多い。泥壁自体は、和室でも洋室で

も使える。 

 左官の技術で一番大事なのは、材料を造るこ

と。自分で材料を造ることで、立体感のある自

由なデザインが可能になる。 

そのような使い方を注文してもらいたい。 

近江：建具屋さんも家具屋さんも機械を使う。機

械の使い方などはどうか？ 

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、それで

も細かなところでは、手作業が必要である。 

 海外から輸入した材料を使うというのもあ

るが、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

方の思い入れを含め製品を選んでくれる人も

いる。そんなところで仕事をしていきたい。 
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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。 

先ほど速く、安く、便利というのがお客さん

の条件という話があった。 

「予算もないのに、こんな設計をして・・・」

とお叱りを受けることがままある。濱田さんは

過剰な設計をしていますか？（笑い） 

濱田：やってません！（笑い） 

  私がやっているのは、日頃見かけない、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

ブ化して持ち込んで、組み上げるだけというの

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

の痕跡が残って良いと思う。どうしてもそこで

は時間と手間がかかってしまう。しかしそのぶ

んだけ良い物になる。 

近江：職人さんに仕事をしてもらうようにしてい

るのは、施工者。 

 幾らお金があっても、職人さんに仕事をして

もらうとき、はつってしまえば、職人にお金が

廻らない。そんなことはされないでしょうか？

藤井さん。（笑い） 

藤井：こんなのどうやってやるのか、という図面

を見て、全部の所にそのアイデアを盛り込んで

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。 

 例えばリビングだけに重点を置くなら良い

のだが、玄関も、台所もということになると、

予算の配分の問題も出てくる。建具でも框戸に

したいところは、限定し、他はフラッシュで良

いとか。 

 鉋くずのでる仕事が必要なポイントはあっ

て良い。しかし、それはピンポイントで判らな

いといけない。大工も判るし設計者も判らない

と。 

 大工とか職人との信頼関係が工務店で一番

だいじなところ。信頼関係を得るためには、工

期が迫って、職人に残業をお願いした時には、

毎晩夜食を差し入れたりしたこともある。 

 職人のためでもあるが、ひいてはお客さんの

ためにもなる。 

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？施工者は直接施主との関係

があるが、職人さんはない。そのあたりは大工

さんとしてどうか。 

若松：材料の木が、3年ほど後に割れがでてきた

りしてトラブルになる。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。 

近江：寺西さん。お客さんは神様ですか？ 

寺西：神様です。（笑い）私は、けっこう、施主

とお話させてもらう。良いこと悪いことすべて

を話する。 

 割れても、問題がある割れと無い割れがある

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。 

近江：建具はどうか？直接お客さんから仕事が来

る場合もあるだろう。 

長谷川：直接仕事をいただけるお客さんに対して

は、それなりに説明できる。例えば、こんな環

境でこの木を使うと問題の出る仕様であれば、

止める様にも言える。 

 工務店経由のものでは、聞いてもらえること

もあるが、問題があっても注文通り作らざるを

得ない場合もある。 

 最近は建具の寸法が大きくなっている。そっ

たり、重くなるため、クレームが出やすいこと

もある。 

近江：社会環境が変化して、施主のニーズも変わ

ってくる。 

 神様であれば、施主の立場ではどうか（笑い）

小林：施主が神様というのは、お金を出す立場だ

からそれを比喩して言っているのだが、発注者
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が居なければ仕事が無いので、大事にしないと

いけないのは当然。 

  しかし、発注者側の建築物に対する知識がど

んどん少なくなってきているような気がして

いる。 

 訴訟社会に近づきつつあると言われている

ので、社会環境がそのようになってきたとも言

える。 

 近代文明は均一で完璧なものを目指すよう

なところがある。特に伝統工法に関わる自然素

材というものは、木材にしても生き物で同じ物

は無い。それを揃えるのに集成材とか合板にし

て均一化しようとしているが、鉄やコンクリー

ト製品のような工業製品に比較すると、ばらつ

きが出る。そうだから、逆に暖かみが出る素材

ということもある。なので、施主側にもそんな

ものだという常識が普及すればいいのだと思

う。 

 また、施主が建物を造ることにどれだけ関与

できるのかという問題もある。 

 昔は、施主が毎日現場に来て、鉋くずを片付

け、仕事ぶりを確認したという話があります。

現場で見ていると、職人さんが物づくりをどう

やっているのかが判った。今はシートがかかっ

て、見えないし、建て売りなどでは、完成品し

か見ることができない。今や、現場を見守る施

主はほとんど居ないのでないか。 

 物づくりの過程で、職人のみなさんが、どん

なに苦労をしているかを知らなくなったこと

が大きな変化だろう。 

濱田：施主は間違いなく神様だと私は思う。設計

する上で、お客様の要望はかなえてあげること

が原則。 

 フランク・ロイド・ライトの、「奥様は女王

様のように扱い、お嬢さんは王女様のように扱

いなさい。」という言葉があるが、私は神様の

ように応対している。 

 確かにクレーマーと言われる施主が増えて

いるようだ。そんな人は別としても、私も小林

さんが言ったように、施主の現場への関わりが

少なくなっていると思う。しかし、それはお客

さんの責任ではない。関わらせないような業界

の構造があるからだろう。 

 寺西さんが言われたように、しっかり職人さ

んがお客さんと話しをしていくと、だんだんぶ

れがなくなっていくのでないか。 

 施主が全く現場に行かないで、結果のみを評

価する。施工の面での説明が足らない場合も問

題が出るが、設計の部分でも説明が足らないと

問題がでやすい。 

 ところで、セルフビルドというのがある。左

官の一部とか壁の塗装の一部を、予算がないか

ら、お客さんにここをやりませんか、と言って

みる。そうすると、施主が塗ったところには当

然クレームは無いし、プロがやった部分もクレ

ームは出なくなるという印象がある。 

 なので、どんどん現場のことや職人さんのこ

とを知って頂くとい

う機会を業界として

造っていくべきだろ

う。 

近江：セルフビルドによって、お客との信頼関係

を結ぶという仕掛けですね。家に愛着をもって

もらうための一つのアイデアでもある。 

 造る方としても、愛着を持って大切に使って

欲しいが、日本の住宅の寿命が 30年ぐらい。

西欧の住宅は遙かに長寿命。フランスで 78年、

イギリスで百数十年、ドイツでも 80 年余りと

いうことで、日本は圧倒的に短い。 

 本当に日本の住宅の寿命はこんなに短いの

か。消費財として扱うようなことをしていて良

いのだろうか。私の感覚ではすくなくとも 100

年 200 年は保つと思う。 

 藤井さんはどう思うか。 

藤井：長かった寿命がだんだんそんな状態になっ

てきてしまった。 

 設備的には 10 年 15 年で新しい物にしたい、

ということになって、それに併せてリノベーシ

ョンが発生する。本体自身は消耗品ではなく、

もっと寿命は長く保たせられるはず。ただ設備

の更新サイクルで手を入れることになったり

する。とは言え、建築物の寿命は短命であって
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はいけないと思う。 

 お施主さんとの話をする機会が少ないとい

う件について一言。 

 お客さんは設計者とは話されているかもし

れないが、施工者との話はあまりない。昔のよ

うに、10 時のお茶、3時の一服という時代では

ない。われわれが避けているわけではないが、

設計者の方も、日曜日に打ち合わせするので、

施工の皆さんがわざわざ来なくても良いとい

う人もいる。 

 お客さんは、我々の話しに建築の専門用語が

混ざるとちんぷんかんぷん判らないということ

があって、打ち合わせに立ち会いたくないとい

う人もいらっしゃる。しかし、判らないことが

あれば、かみ砕いて説明はしている。 

やはり、建築物の寿命は短命であってはいけな

いと思う。 

近江：私も建築物は使われている木の育った年月

以上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：二十六年で建替えられるという話があって、

寿命ではなく、ローンの返済が終わると、また

ローンを借りて建替えるというのは、・・・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：建物自体は、保たせることはできるが、左

官壁に関しては、下地にボードがある以上はそ

の寿命になると思う。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、石膏ボード以外も考えてい

くべきだと思います。 

 仕上げ材だけが自然素材じゃなく、下地から

全部自然素材でできるように。 

近江：建具の寿命に関しては何かあるか？ 

長谷川：建具自体は室内で使うから腐るというこ

とはなく、時間的には相当保つ。 

 他所に持っていくとなると、寸法の問題がある。

近江さんの格子戸のテーブルのように使うこと

はできるので、どうぞ使って下さい。 

近江：これだけ多様化する時代に設計者として、

建物を長く保たせるための仕掛けはあるか？

濱田：構造的な面では、プレハブの住宅であった

としても、住めるか住めないかというと、壊れ

ているわけではないから、50年や 60 年は十分

保つだろう。むしろ寿命を決めるのは住み手の

ライフサイクルと住宅が合わなくなってしま

うということが大きい。

 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。 

 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。 

 ここが好きだとか、何かあると残っていくも

のかなあと思う。 

 例えば、車を買うようにできあがった家を買

ったりすると、家族構成があわなくなったので

乗換えようとか、簡単に判断してしまう。修繕

して、それを使っていこうという気持ちが出て

こないのではないか・・・ 

反対に深く関わっていくと、そんな気持ちが

出てくる。例えば、工業製品であっても車を作

る時に乗り手がデザインし、手で作った車は乗

替えず、動かなくなっても置いておくだろう。

当然家も作るのに手を動かして参加せよと言

っているのではないが、企画段階から設計事務

所が関与し、時間を使って造った家であれば簡

単には壊さず、修理しながら使われるのではな

いか。 

小林：建築の耐用年数の話になっており、職人さ

んの伝統技能とは少し離れてしまうが、物理的

な耐用年数を決める以上に社会的な耐用年数

という言葉があります。また、最近は、空家問

題が大きな課題となってきています。 

 日本の家は子の世代に引き継がれないので

ないか。一世代のみの住宅になってしまったの

ではないかといわれたりしています。 

 これは、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、
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昔であれば、封建的と言われるかもしれないが、

家督相続ということで家を継ぐ子供が居た。そ

れが、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、継承されないことになってし

まった。これが良いことかどうなのかを考える

必要がある。 

 濱田さんがおっしゃったように、古いものを

大事にしていくこと、別の言い方をすると、も

ったいないということを言っていくとか、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、建築主がどこまで実行できる

かということが課題だと思う。 

 消費物＝消耗品として家があって良いかとい

うことについて、考えて見ると、藤森照信さん

が、近代建築でも壊されていく有名な建築物は

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、人間だけにある気持ちで、「懐

かしさ」というものがあると言っておられた。 

 たとえば、柱にあった子供の背丈を測ったと

きのキズが残っていたとしたら、その家はその

家庭の歴史を刻んでいることになります。それ

がなくなってしまっていいかという言い方にす

ると、判りやすい。 

 長く存在している建物というのは、その建物

の存在を軸として、人間の生きている歴史を実

感させる尺度になるのだろうという考え方があ

ります。なので、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。自分の一生をかけ

がえの無い存在として、認識していくために必

要なことかもしれない。 

 ですから、最も身近に存在している、シェル

ターとして存在している住宅はその中で家庭生

活を営む器であり、その他の建築物でも、人が

その中で商売をしたり、生産行為をしたりする

という社会活動で使ってきた器であり、それを

簡単に捨てることは避けたいと思う。 

 ただ、機能の変化とか法律のもとでは耐震性、

断熱性能などの外部からの縛りで社会的に存在

しえなくなるということもあり、難しいところ

です。 

近江：社会的な耐用年数とか、人間しか持てない

懐かしさという言葉があった。古くて美しい、

ということもある。日本人の感性では、古いも

のの良さを受入れる部分もある。わび・さびの

精神世界もある。 

 機能と利便性だけでは割り切れないところ

があるはずだ。 

 そろそろ時間もきたので、最後に、残すもの、

変えていくもの。そのあたりについて、みなさ

んの決意のようなものをききたい。 

藤井：職人の心意気ということに関して、私は職

場に行くと、必ず（来てくれて）ありがとう、

と職人に声をかける。 

  もう一つ、うちの社員に「下請けさん」と言

ってはいけないと言っている。工務店にとって、

協力会社の皆さんが居なければ仕事ができな

い。「下というとうちらは上か！」と言ってい

る。 

  協力業者は三十数社ある。協力会の総会には

ほとんど出てきてくれる。また、現場に行くと

あんたとこの現場は暖かいと言ってくれる。 

  職人さんとの信頼関係を維持していくとい

うことだ。また、

施主さんとの信

頼関係も維持し

ていきたい。 

若松：伝統工法というと年輩の方が主になってい

る。機械も進化し、生活スタイルも変化してい

るが、私は、伝統工法で建てることが目標で、

若い人が伝統工法が良いといってくれるよう

に努力したい。

寺西：左官壁は厚みが大切。その厚みを出すため、

下塗り中塗り上塗りがある。伝統工法では、仕

上げの上塗りより、下地・下塗り・中塗りに神

経を使う。そうすることにより壁の強度・耐久

性を上げることができ、上塗りを美しく仕上げ

ることにもつながる。」 

長谷川：古い建具を見る機会があるが、昔の職人

がいろいろ考えて作ったことが伝わって来る。

自分の作ったものも将来の人から評価される

ようなものを作っていきたい。 
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濱田：合理的に造るというのは、安くなるが、合

理性を追求していくとだんだん味気ないもの

になる。必要以上に時間をかけるとか、使い勝

手が悪いものも不便となるが、不便と不快は違

う。不便なものは使えないということもあるが、

不便だからこれは良いということもある。 

 できが悪い子ほど可愛いという事もあり、可

愛いということが家にも言えると、長く使える

ものになるのでないか。 

 職人さんに守って貰きたいと思うのは、職人

気質というものは大切なので、これをずーっと

持っていてほしい。自分に出来ないことはない

というプライド。設計をする者も同じ。 

 また、変えていくということでは、伝統工法

というものは求められなくなっていく。社会か

ら求められるものに順応していくことも必要。

伝統技能に固執しないことも必要だろう。 

 とは言え、根底にある気質は曲げずに、誇り

を持っていて欲しい。 

小林：施主の立場ということでは、職人さんに注

文はできませんが、この本を編集した立場から、

一言申し上げる。

 最後の方に、無名と有名というコラムがあり

ます。 

 設計者とか施工者さんは建築賞を貰うと名

前が出ます。それを造った職人さんは無名なの

が一般的です。昔は大工の棟梁が棟札に名前を

残したことがありましたが、普段目につく物で

はない。施主さんがお金を出し、我々は造らせ

てもらったということで謙譲の気持ちがあっ

たからかもしれません。 

 作品と言われる芸術的な制作物には、茶碗一

つにしても銘が入り、色紙にも落款を押す。個

人のやった仕事に名前が出る。それに対して、

職人さんの仕事では名前を出すことは無かっ

た。 

 二・三日前、NHKの美の壺で高山出身の挟土

秀平さんという左官職人が、大河ドラマの真田

丸の文字を土壁の生乾き状態で、左官鏝でもっ

て書いている姿を見た。すごい作品と思う。 

左官の伝統の中で、書を壁に鏝で書くという全

く人がやらなかったことをやっておられた。 

このような芸術性の高いもの。誰がやっても同

じというものではない自分だけが出来るもの

を出すということが出来て、それを評価する建

築主が出てきたら、建築関係の手仕事の将来は

残っていく。 

技術の承継という言葉がありますが、継承する

ためには創造ないと、（新たなことに取り組ま

ないと）承継できない、という言い方もよくさ

れます。伝統的な建物の修復や復元というとこ

ろでは、それこそ伊勢神宮のような、まったく

同じ技術によって継承していくことも必要で

すが、普通の住宅や建築物を造っていく職人さ

んの仕事が残っていくためには、施主さんの望

むことをやっていくだけでなく、望むかもしれ

ないことを提案していくことで、新たな道を造

っていくということをやっていけば、物づくり

の技術は将来に継承されていくと思います。 

近江：たいへん長時間にわたり、パネラーの皆さ

んご苦労様でした。 

 建築は総合芸術ということも言われる。その

ような高い品質の建築を作るには、職人さんの

技量が不可欠。先程来話がでていましたように、

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

を理解してもらうよう努力が必要。 

 信頼を築くために、我々は真剣にこの問題に

取り組まないといけないと改めて感じている

次第だ。 

 本日は、つたない進行でしたが、時間がまい

りましたので終了します。パネラーの皆様あり

がとうございました。（拍手） 

司会：近江様、パネラーの皆様ありがとうござい

ました。 

  ここで、質問を受け付けます。 

 時間の都合で 1 名とします。どなたかいらっ

しゃいますか？・・・＜質問無し＞・・ 

 特にないようなので、これにてシンポジウム

を終了します。 

－以上－


