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■主な内容
・UIFA JAPON 2019 年度通常総会
・第 27 回 UIFA JAPON 記念講演会に参加して
・
「必ず来る震災を乗り越えるために建築家は何ができる？」
・愛知県での耐震化防災との向き合い方
・被災地通信（23）今後の災害に想う
・台所見聞録

人と暮らしの万華鏡

記念講演会の後の福和講師との集合写真（写真：宮本）

UIFA JAPON 2019 年度通常総会報告
UIFA Japon Annual Meeting Report

会長

2019 年 6 月 15 日（ 土 ）

森田 美紀
MORITA Miki

■会員が参加・活動しやすい組織を目指す

13:20 ～ 14:20、愛知県名古

グループ活動は更に進化・発展しています。多く

屋市の公益社団法人愛知建築

の会員の活発な活動を継続できますよう、お知らせ

士 会 会 議 室 に て、 第 27 回

は随時行って参りますが、皆様のご参加・ご協力を

UIFA JAPON 総会が開催され

お待ちしております。

ま し た。 正 会 員 71 名 の 内、

住宅相談・勉強会グループは一区切りついた印象

出 席 29 名、 委 任 状 30 名 で

で、住宅相談に限らずコミュニティ支援も行ってい

森田 美紀 UIFA JAPON 会長 定足数を確認し、総会開催が
（写真：宮本）

く方針で「復興住宅コミュニティ支援グループ」と

成立。第 1 号議案の 2018 年

名称変更いたします。25 周年記念誌作成グループは

度活動報告、会計報告、監査報告が行われ、承認さ

解散し、新しく「女性建築家の源流を探る調査・研

れました。第 2 号議案は会則に「社会貢献」の言葉

究グループ」が立ち上がりました。

を入れる変更、第 3 号議案は今年度の役員改選はな
いものの、監査役に稲垣弘子さんが就任され、第 4

■海外交流の糸口を探して

号議案は 2019 年度の活動計画、予算案が発表され、

3 月には台湾女性建築家協会（WAT）から国際女

いずれも承認されました。

性デーに行われるシンポジウムに招待され、UIFA

今年度の総会は、16 年ぶりに名古屋の地で開催さ

JAPON とその活動について紹介しました。このよう

れました。愛知建築士会のみなさま、愛知在住の会

な海外交流も更に糸口を探し、進めて参ります。

員のみなさまのご協力大変感謝しております。また、
会場内の壁面には住宅相談 ･ 勉強会グループと復興
ハウス設計グループの集大成のパネルが展示されま
した。おかげさまで、
滞りなく終了したこ
とをご報告いたしま
す。ありがとうござ
いました。
特記すべき活動と
して、次の 2 点を挙
げました。

総会風景（愛知建築士会）
（写真：宮本）

総会後の懇親会（ホテルトラスティ名古屋内）にて
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第 27 回 UIFA JAPON 記念講演会

Commemorative Lecture

「必ず来る震災を乗り越えるために建築家は何ができる？」福和 伸夫氏の講演を聞いて
27th Annual Commemorative Lecture :
How Architects Can Contribute to Disaster Relief Eﬀorts

杉原

尚子

SUGIHARA Naoko

2019 年 6 月 15 日 ( 土 )、 名

材育成、啓発活動を熱心に行われている福和先生の

古屋で第 27 回 UIFA JAPON 総会

貴重なお話を伺うことができ、いつ起こるかわから

が開催されました。今回は名古

ない災害に建築士としてどう対応していくべきなの

屋で開催ということで初めて総

か、強く考えさせられた 1 日となりました。

会に参加することができました。
総会後の記念講演会では名古
屋大学減災連携研究センター長
福和 伸夫講師
名古屋大学減災連携研究
センター教授
（写真：宮本）

の福和伸夫教授をお迎えし「必
ず来る震災を乗り越えるために
建築家は何ができる？」という
テーマでお話しいただきまし

た。まずは西暦 138 年に起きた中国・洛陽の地震と
令和との関りにまで遡り、過去の災害の歴史につい
てのお話しから始まり、大都市の高層ビル群下の活
断層について、地震後の地滑りと土砂崩れの危険性

北海道胆振東部地震の吉野地区ような地質構造の地すべり危険個所
について、説明する講師

の高い地域について、大都市での地震保険支払いの
問題点、ライフラインの脆弱性、エレベーター緊急

大阪周辺の活断層

停止装置の危険性など、多岐にわたり問題点を指摘
していただきました。すべて我々建築士に対する問
題提起と受け止め、勉強を重ね、解決の努力をして
いかなければと思いました。
あいち・なごや強靭化共創をめざし
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福和先生は名古屋大学で 2010 年 12 月に「東海」

名古屋大学福和研究室

「東南海」
「南海」の 3 連動地震などによる巨大災害

歴代3位の地震保険支払

や近年頻発している風水害に対して、産官学民の地

地質・地震歴・活断
層 を 重 ね て、2018
年大阪府北部地震を
見る
（講師提供）

12月11日

過去の地震保険支払金
東北地方太平洋沖地震12,795億円
熊本地震
3,824億円
大阪府北部地震
1,033億円
兵庫県南部地震
783億円

域密着型の様々な連携により、それら被害を軽減し
ていくための戦略について、研究、人材育成などを

大阪府北部の地震の地震保険
• 全壊21、半壊454、一部損壊56,873

通じて構築していくことを目指す「減災連携研究セ

• 受付件数179,508、支払件数144,029
2割が無責。1件当たり72万円程度。
殆どが一部損壊。
• 地震保険加入率31.2％（大阪32.2％）
• 建物5000万円、家財1000万円
全損100％、大半損60％、小半損30％、一部損5％

ンター」を立上げ、2012 年 1 月からはセンター長
に就任。2012 年 7 月には、産官学民が連携した人
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名古屋大学福和研究室
北海道胆振東部地震：受付60,162、支払46,596、338億円

材育成プログラム「防災・減災カレッジ」をスター
トさせ、2014 年 3 月には、減災研究の拠点として

肥大化する災害保険
の今後を懸念する
（講師提供）

福和氏の講演では多くのスライドによる興味深いお話し
が多く、この紙面では紹介しきれないため、参考に講師の
著作を掲載することとしました（編集担当）
。
「次の震災について本当のことを話してみよう。
」
2017/11/22 時事通信出版局
「必ずくる震災で日本を終わらせないために。
」
2019/3/4 時事通信社
「
「攻める防災」で最悪の事態を防ぐ…知っておきたい震災
知識」幻冬舎 GOLD ONLINE 連載
「来たる大震災を前に本音で語る…巨大地震対策の実情」
幻冬舎 GOLD ONLINE 連載

の役割に加え、免震建物として災害時の対応拠点に
もなる減災館の完成に尽力されました。
また、2017 年 7 月には大規模自然災害の発生に
備え、産学官で戦略的に愛知・名古屋の強靱化を推
進するため、愛知県、名古屋市、名古屋大学が共同
で、
「あいち・なごや強靱化共創センター」を設置し、
センター長に就任されています。長年減災研究、人
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講演会にちなんで

Think from Commemorative Lecture

愛知県での耐震化防災との向き合い方
Dealing with Earthquake Disaster Prevention in Aichi Prefecture
愛知県は地震保険の付帯率も毎年全国トップファイブ
を譲らない。公的な地域防災計画というものは風水害、
地震津波、原子力の災害にわけて策定されているが、海
が近く大地震の予測も出されているので、県民は特に地
震災害に対しての関心が高い。何件か私の体感をご紹介
したいと思う。
非住宅分野については、製造業の社屋ビル建替えを担
当する総務部担当者から「当然 BCP は考えているので
すが設計に織り込めますか？」と初対面で言われて焦っ
たことがある。災害発生時の対応は事業継続計画（BCP）
として事前に準備が必要であり、愛知県も「あいち BCP
モデル」を発表している。企業も地域リスクとして当然
のこととして準備をしているのだと感じた。
また、住宅では新築のためのスタートアップ・ワーク
ショップを家族向けに行った時のこと。10 個のキーワー
ド（間取り、子育て、エネルギーなどのキーワードの中
からの家族の優先順位を選ぶのだが総合一位が防災だっ
た。意外ではあったが、当然ではある。そのマーケティ
ング結果として、ハウスメーカーの住宅展示場には蓄電
池や防災備蓄の収納などの展示がさらりと展示されてい
る。
新築の耐震化は当然として耐震改修も住宅改修時には
必ず話題に上る。耐震改修は建物やクライアントの状況
により改修の判断が難しい。助けになるのは愛知県地震
災害軽減システム研究協議会発行の「木造住宅低コスト
耐震補強の手引き」である。

近藤 万記子
KONDO Makiko

この冊子は補強方法の取りまとめだけでなく工法選択
のフローと共に構造性能、コスト、施工性、仕上げ性、
居住性について客観的に評価したものをレーダーチャー
トとして示している。客観的な評価が示されることによ
り実情に見合った工法の選択を可能にし、安全性のある
工事を低コスト化できる仕組みになっている。土壁や開
口部がある耐力壁の扱い、新工法など評価が一覧になっ
て逐次追加される意思決定ツールである。
このテキストの講習に県下四百名が参加し活用される
ばかりでなく、この愛知方式は実用性から他県民間の耐
震改修にも積極的に利用されているらしい。
私の現場でもクライアントとの改修方針決定の際利用
させていただいた。できる限り
の部材補強と耐震化を行った
上でリスクヘッジのため、制振
金物で地震の揺れを半減させ
る考え方で工事中だ。
総会で講演いただいた福和
先生を含む中部圏の研究者が
この本の編纂にかかわってい
るのだが、彼らの示した研究結
果を実社会に繋げていく役割
として設計者が存在し、県民や
手引書を活用した工事現場
県内企業を支えていくのだと での制震金物
（写真：筆者）
考えている。

左図 レーダーチャート
愛知建築地震災害軽減シ
ステム研究協議会発行の
「木造住宅低コスト耐震
補強の手引き」に掲載。
この手引書はネットでも
見られ、他県でも参考に
されている。壁の形状や
取付金物などがリスト化
され活用しやすい。一度
ぜひご覧ください。
http://www.aichi-gensai.
jp/guidobook.html
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被災地通信（23）
今後の災害に想う
Planning for Future Disaster Relief

「台所見聞録 人と暮らしの万華鏡」宮崎玲子、須
崎文代 共著（LIXIL）出版 2019
林屋雅江
Kitchen Chronicles : A Kaleidoscopic Overview of Home Living
HAYASHIYA Masae


岩井 紘子
IWAI Hiroko

震度 6 強以上でないと地震という緊張感がなくなった
私達東日本震災体験者。屋根瓦落ちても床下浸水しても、

宮崎玲子さんとは、5 回の海外旅行にご一緒させて

被災当事者は暮らしにとんでもない支障を来す。この

いただいている。私が、彼女の現地取材の際に実感し

ギャップと慢性化は必ずや来るであろう南海トラフの対

たことは、まず対象の方への優しい思いがあること。

応が口先だけになりはしないか案じられる。

調査（というよりは楽しくしつこい聞き取り取材）は、

被災 9 県として被災者自立の支援や復興事業に充てる

衣・食・住生活への探求、集落の生活、行事、衣装 ( ハ

復興基金 1960 億円に対し、住宅再建支援充当用の復興基

レとケ )、家族関係、そして主題の食生活の材料、調

金 1047 億円が国から特別地方交付税として措置を受け

理法、保存法、食への精神性…広義の生活から集約的

たにも関わらず、2020 年復興期間終了時に宮城県だけで

に導かれた「食」への実態的な調査への執念は、感嘆

も残高約 37 億円になるという。払下げを受けて暮らせる、

するばかりであった。

基礎も断熱もしっかりした仮設住宅を建てた岩手、福島

帰国後、私は、彼女の手元に残された膨大な映像デー

の勇断。避難所、仮設住宅、移転先用地確保、自宅再建

タ、集落の形態、建築平面図、ざっと描かれた道具類

という住民主導で一連の作業をこなし、ほぼすべての住

のスケッチを目にして更なる驚嘆を仰ぐことになる。

民が集落に戻りコミュニティ

これは博士論文として社会的に評価された（2008）
。

を守ったという陸前高田市広

『オールカラー世界台所博物館』（柏書房刊）には、写

田町長洞地区。熊本県西原村

真と共に、詳細な研究報告が掲載されていて、「見て

小森仮設団地の木造仮設を改

楽しい、読んで有益」なる著書である。

修し、村営住宅として恒久活
用。北海道むかわ町高校野球

これらのデータを元に作成された模型（縮尺 1 ／

気仙沼被災伝承館

10）は 20 例。その一部が本著に紹介されている。
「北

部寮のような災害救助法対象

の 国 は 鍋 を 吊 る・

を危ぶまれそうな新しいタイ

南の国は鍋を置く」

プの施設建設等、現場に則し

この研究の着地点

た法運用をした地方リーダー
を讃えたい。
被災地気仙沼岩井崎の旧向

のひとつであるタ
イトルの背景には、

被災した校舎 3 階教室の実態 1

40 余年の全地球規

陽高校跡地伝承館で目にした

模の現地調査で得

あの東日本大震災時津波ビデ

た 資 料 と、 著 者 の

オ、とんでもない災害です。先

情熱を感じるばか

ずは復興でなく充分なる復旧
に支援金を投じて欲しかった。

りである。
被災した校舎 3 階教室の実態 2

■編集後記

■役員会報告

2019 年度第 1 回 5 月 9 日 名古屋にて開催される総会および
記念講演会準備 名古屋エクスカーション準備 今年度予算と
活動について UIFA JAPON パンフレット更新審議 第 70 回
海外交流の会報告 岩泉だれフォト展示張替え報告 助成金申
請書提出報告 NL112 号発刊
2019 年度第 2 回 7 月 19 日 今年度名古屋総会および記念講
演会・エクスカーション報告 小金井・復興まちづくりキャン
プ 2019 参加報告 この指とまれ・京都編 (2) 準備開始 今年
度助成金について NL113 号、114 号について
お詫びと訂正 112 号の役員会報告で第 5 回、第 6 回いずれも
2019 年度とありましたが、正しくは 2018 年度です。申し訳
ありません。
（担当：薄井）

表紙を見るのも楽しい

現実を超えた強い影、挑戦的版画手法の探求に立ち会い、メス
キータ像が浮かび上がる。
（御舩）
／再び酷暑に来年のオリンピッ
クは大丈夫？（薄井）／東京駅丸の内側地下で地上に出るルー
トを発見できず一瞬押しつぶされるような恐怖感を味わった。
ココ危ない！（井出）／夏が年々暑くなっている実感。エアコ
ンを使わない工夫も追いつかず、危機感を感じる。
（牛山）／暑
い夏に巨大な台風、50 年前の地球はどこへ行った？（宮本）／
８年半まえ被災直後から南三陸歌津地区が発行続けた復興支援
紙「一燈」は、中心部とそれ以外地区の格差が生まれている復
興の様子が読み取れ、送られてくるたびに ” 情報の共有 ” に感
謝し深く考える機会を得る（渡邉）
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