No.15 FEBRUARY 1996

UIFA JAP●

NDワAUJOURD'Hu

今月の話題 「日本の女性建築家の50年の歩み」
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要請に対処 してきた。昭和25年に至 って 「
建
住宅金融公庫法」と 「

的な制度の柱をは じめて打ち立てた ものである。住宅金融公庫によ
る長期低金利資金の貸付制度は、持家促進政策の一環 として推進 さ
れたが、翌26年には低所得者向け賃貸住宅の供給形態 に恒久性 と計

「日本の女性建築家の50年の歩み」

画性を もたせる必要か ら 「
公営住宅法」が制定 された。 この法律に

1月 7日 (土)、 中野サ ンプラザにて第 9回 海外交流の会が開か

よって、地方公共団体を事業主体 とした住宅の建設促進 と、家賃を

れた。昨年 9月 にソウルで開催 された韓 日女性建築家協会主催によ

低 く抑えるための国庫補助制度 とを柱 とする住宅供給の政策的基盤

る韓 日交流 シンポジウムの報告である。 「
21世紀の新住居文化 一女

が確立 されたが、公営住宅制度は財源 。行政区域 の固定性 。供給対

性が主役である」をテーマ とした発表の中で、女性を住まいの担い

象等の面か ら、都市化に伴い増大、多様化する住宅需要 に更に応え

手、創 り手 として捉えるのではな く、家や居住空間その ものに女性

る必要が出てきた。

の性を見出 し、21世紀の住居のあり方を考える発想は、中 々興味深

昭和30年の 日本住宅公団の設立は、膨大な民間資金を投入 して住

い ものがあった。又、UIFA JAPONで
は小川教授が 「
住居をめ ぐる日

宅建設資金の枠を拡大 し、公的施策住宅の飛躍的増大を可能に した

本女性」と題 して 「日本女性建築家の50年の歩み」を発表 した。社

ばか りでな く、団地住宅、市街地住宅、大規模宅地開発事業等を通

会史、女性建築家 と会員の作品の紹介、住宅事情の変遷を年代 ごと

して新たな住まいづ くり、街づ くりに対 して意欲的な試みを実行す

にまとめた年表によるものである。終戦後雨風を しの ぐだけの 5坪

ることを可能に した。 この 3本 の施策の柱、公営住宅、公庫住宅お

の家か ら、5坪 の リピングのある家になるまで50年。 この年表は、

よび公団住宅の制度 によって、現在 と将来にわたる住宅問題におい

女性が建築業界で働 く難 しさと苦労その ものであり、又、諸先輩方

て、国民の多様 な需要 に対応 じ得 る恒久的な住宅対策の総合的体系

の功績の集大成で もある。そ して、60歳の寿命が80歳となりやがて
来 る高齢化社会に向けての シルバ ーマ ンションやパ リアフ リー住宅

が確立 されたとみることがで きる。 この 3つ の制度を中心 に して昭
和30年以降、公的施策住宅の多面的な事業展開が行われたので ある。

とい う新たな課題 も提案 している。会の最後 に出席者全員の賛同 に

(日本住宅公団20年史より)

より、 「日本の女性建築家の50年の歩み」の出版化が決め られた。

■役員会の報告
第 10回役員会 (1995年H月 20日)役 員 10名出席
韓 日交流 シンポジウムの後始末、UIFA第12回大会 日本開催に関す
る打合せ と検討。第 8回 海外交流の会の総括、第 9回 海外交流の
会の検討。
第 H回 役員会 (1995年12月12日)役 員12名出席

UIFA第11回大会の予定、第 12回大会の打合せ と検討、第 9回 海外
交流の会の検討。
第 12回役員会 (1996年1月 17日)役 員 9名 出席
UIFA第12回大会 日本開催に関する打合せ と検討。第 9回 海外交流
の会の打合せ。
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■女性建築家の軌跡

小渡佳代子

後女性にも男性 と同 じような仕事の道、或 いは勉強する道が開かれ

日本の女性は、婦人参政権実現 と大学 ・専門学校の男女共学、教
育の機会均等が認 め られ、戦後をスター トした。その ことは、女性

たわけですが、 とにか くどうした ら設計の仕事が出来 るのか私には

建築家を生み、49年には、浜ロ ミホが女性の家の中のポジションの

さっぱ り見当 もつ きませんで した。それまでは林は東工大の清家先
生のところ、山田は井上一典先生の事務所、中原は東大の池辺先生

問題を 「日本住宅の封牽制」で発表 した。その後、草分の女性建築
ポ ドコ」を結成。当時、女性の平均寿命は60歳、
家が集 って、53年 「

のところとば らば らで仕事を してお りま した。共通点 としてはpodo

特殊出生率3.65人、女子の大学、短大の進学率 1.2%で した。

3人 で設計同人を開設 したのは1958年の 6月 の ことで した。終戦

koで知 り合 った とい うだけだ ったのです。そこに横浜の設計の仕事

40年代は、高度経済成長を境 に、家庭電化製品が普及、核家族化

が入 って来たのです。それはアルバ イ トとい う形で も出来たのか も

が進み、 「
婦人差別撤廃宣言」が国連で採択 された。女性や家庭を

しれませんが、少 し大 きなお仕事だ ったの と、まだまだ若か った私

め ぐる状況 は大 きく変化 し、63年、世界の女性建築家に呼びかけ、

共は 「
盲蛇 に怖 じず」の例えの如 く、 とにか く独立 して 「自分達の

「
女性建築家の地位の向上 。仕事の確保 。親睦 と情報交換」を目的

仕事」が したか ったのです。それで設計事務所は出来たのですが、

に 「
UIFA」が設立された。国内では、73年東京建築士会女性委員会

結局横浜の仕事は物 になりませんで した。 しか し戦後の高度成長の

が、76年女性建築技術者の会が発足 した。75年以降は、 「
国連婦人

おかげで、設計同人は、今年で38年無事に存続致 してお ります。そ

の10年」に当たり、政府、地方 自治体、 マスコ ミ等 も活発な動 きを

の間多 くの所員やそれぞれの家族に助け られなが ら、人事権 と経営

みせ、多方面に女性初の○○が誕生 し、関連施設 も建設 された。
「
男女雇用機会均等法」が85年成立、男女共同参画型社会の形成ヘ

権は共同で、仕事は個人の責任にお いて という方針で きました。そ
してや っば リー人より共同の方がよい とい うのを確認 しなが ら今ま

足がか りとな った。90年には、女子の大学進学率が男子を超 したが、

で参 りま した。人生の大部分をまあまあ喧嘩 もしないで一緒に過 ご

出生率は1.53と低 く、92年育児休業法施行後上向 く。現在、女性の

して きたわけですが、いよいよこれか らが、正念場では無 いで しょ

平均寿命は、82.51歳 と世界の トップだが、国会議員の女性の割合

うか。

は6.7%と 低 く世界63位。 しか し、今回、女性建築家の軌跡をたど

以上

ると、女性は社会の潮流を先取 りして設計 しているようです。
■両親 の家 ‖―引っ越 しに伴う高齢家族 の住 い一

小

池和子

(会員の作品か ら)

て、両親の家 Ⅱは次の様 な生活空間を写 し取 ることで対応 している。

この家は定年後 に雪国のY市 か ら温暖なU市 に引越 した両親の家

1.玄関か ら家族の生活空間が ス トレー トに見えない様 にす る。

である。原型は20数年前の学生時代 に設計 した両親の家 Iで ある。
当時周囲の住 いは、玄関に入 ると家の中が一 日で見渡せる様な問取

2.生活 の中心である茶の間を家の中心 に して、茶の間 ・DK・便所

が多か ったが、玄関ホールを核に した動線分離や、 くつろぎ空間の

3.茶の間は使 い慣れた茶ダ ンスと神棚の位置を同 じ様に仕上 る、

茶の間と玄関ホールを壁で仕切 り、視線をさえ ぎる工夫を している。
両親の家 Ⅱの設計条件は 「これまで住んでいた家 と同 じ様 に」だ
った。敷地規模 はほぼ同 じ。 しか し道路は南と西か ら北こ西に変わ
り、さらに南に傾斜 している為アプローチや玄関の位置、間取を同

洗面所浴室の関係は同 じにす る。
お土産が収納 されているサイ ドボー トのスペースを確保する。
4.座敷の床 の間 ・仏壇 は同 じ位置、向きにする。
10数年たち、元気に暮 らしてはいるが、介護 もし易 い水廻 りにも
そろそろ手を入れようか と考えて いる。

じにすることは無理であった。 しか し、始めての土地で生活する不
安を慣れ親 しんだ生活空間で乗切ろうとする両親 の意図を大事に し

■第 11回UIFA大会 のお知 らせ
第11回UIFA大会の第 1報 が入 りま したのでお知 らせ します。
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1996年 9月 1日 〜 8日
。開催地 ハ ンガ リー プ ダペス ト市
・テーマ 「 建築的遺産の改修」
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なお、 3月 には詳細が送れて来 る予定です。
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