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４つの施設の活発な交流を促す
　老朽化した旧市民文化センターを取り壊
した跡地に2015年から建設が進められた
当施設は、「こども未来館」「夢みらい図書
館」「平和記念館」「男女共同参画センター」
の４つの施設を一体的に整備したものです。
　設計は「子どもを中心として幅広い世代
の人々が交流できる施設」を基本理念にプ
ロポーザル方式で選定されました。重視し
たのは、４つの施設をいかに有機的に連結
させ、融合したものにするか、ということ
です。そこで、吹き抜け部分を少しずつず
らしながら空間的に繋げる「スパイラルボ
イド」という構成を考えました。
　建物は７階建てで、１階から５階がこど
も未来館です。１階には、ふれあい・夢ひ
ろばや多目的室など、２階には夢みらい図
書館、３階にはプレイルーム、みんなのひ
ろばなど、４階には科学、昆虫標本の展示
室など、５階にプラネタリウムと平和記念
館、６階に男女共同参画センターを配置。

各機能をフロア毎にまとめた明快な構成と
すると同時に、ふれあい・夢ひろばを基点
に、ステップアップする吹抜空間と階段を
介して上下階をつなげ、利用者が施設内を
自由に回遊することで、活発な交流が生ま
れるよう考えました。
　さらに外観自体がアート作品として街に
活気を与えるようデザインしました。ファ
サードはガラスカーテンウォールで構成。
施設内の人の活動と内部の機能を外部にア
ピールすることで、街のショーウィンドー
としての役割も果たしています。またプラ
ネタリウムの球体を上部に配し、空との一
体感を表現しました。

プラネタリウムは象徴的存在
　当施設のシンボル的な存在のプラネタリ
ウムは、そもそも旧市民文化センターにも
あり、人気を集めていました。外装材は近
隣への光害対策なども考慮し、反射が少な
いチタンを採用しました。チタンは酸化皮
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子どもを中心に幅広い世代が交流する

たかまつミライエ

【語る人】

㈱久米設計
大阪支社　主管

  
入交　浩平 氏



膜の屈折率の違いによる独特の発色と、表
面加工による意匠性の高さから、近年建材
としての利用が増えています。汚れにくく、
耐蝕性、耐久性が高いことから、メンテナ
ンス費用が抑制できる点も魅力でした。さ
らに施工は、防水性に優れたR-T工法を採
用し、建物の長寿命化を図りました。

初の完全球形に最先端の技術で挑む
　球体を金属で施工する場合、これまでは
中央の赤道部分で継ぐのが通常でしたが、
三晃金属さんが開発した３Ｄ成型機を用い
ることで、継ぎ目なしに一体施工するこ
とが可能になりました。三晃金属さんとし
ても完全な球体は初仕事でもあり、一部分、
実物大のモックアップをつくって検証しな
がら進めました。一番気がかりだったのは、
馳がすっと通るかどうかでしたが、溶接の
あとをみて、これなら行けると確信しまし
た。実際の作業には、これまでＬＮＧタン
カー船の内面溶接に採用されてきた「自走

シーム溶接機」を用いたことで、特に球体
下部の溶接をスムーズに進行することがで
きました。また建物の中に球の半分がすっ
ぽり入ったかたちのため、下半分は常に来
館者の目に触れることになります。そのか
わり、外気に晒されることはないので、三晃
金属さんからの提案を受け、溶接方法も変
えています。とにかく不陸をださないよう、
職人さんもこだわって作業してくれたこと
もあって、美しい仕上がりになりました。

愛称は「たかまつミライエ」
　公募によって決まった当施設の愛称は
「たかまつミライエ」。「未来」と「家」とい
う言葉を組み合わせ、「自宅のように安心
して利用できる夢のある施設」という意味
が込められています。名誉館長には、県出
身の宇宙物理学者、佐藤勝彦氏の就任も決
まりました。オープンは今年の11月。子ど
もたちを含めて多くの方々がこの施設を楽
しく使ってくださることを期待しています。
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■所在地…香川県高松市松島町 1丁目１5番 1号
■事業主体…高松市
■敷地面積…3,111,78㎡
■建築面積…1,425.30㎡
■延床面積…6,845.70㎡
■構造…鉄骨造
■プラネタリウム仕様…R-T 工法　
　チタン　t=0.4mm　381㎡　
　【軒天】R-T 工法　チタン　t=0.4mm　138㎡
■設計…久米・市原設計共同企業体
■施工…合田・四国開発建設 特定建設工事共同企業体
■竣工…2016 年 11月予定

  建築概要

左／北側歩道橋から
「たかまつミライエ｣
を見る
上／夕景
下／吹き抜け部分か
らプラネタリウムを
見上げる（内部施工
中に撮影）
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石巻市水産物地方卸売市場 石巻売場（宮城県石巻市）
●屋根仕様／丸馳折版Ⅱ型　アルミめっき鋼板　t＝0.8mm　35,234㎡　庇：折版
W-500　アルミめっき鋼板　t＝0.6mm　3,671㎡　軒天井：大山張　フッ素樹脂ガルバ
リウム鋼板　t＝0.6mm　12,090㎡　●設計／㈱横河建築設計事務所　●施工／鹿島建
設㈱

表
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（仮称）南三陸病院・総合ケア
センター（宮城県本吉郡）
●屋根仕様／立馳E-20　フッ素樹
脂ステンレス鋼板（SUS304）　t＝
0.4mm　673㎡　美段ルーフ9　フッ
素樹脂ステンレス鋼板（SUS304）
t=0.4mm　114㎡　立馳SX-40　フッ
素樹脂ステンレス鋼板（SUS304）　t
＝0.5mm　550㎡　丸馳折版Ⅱ型　
カラーガルバリウム鋼板　t＝0.8mm
　191㎡　●設計／㈱岡田新一設計事
務所　●施工／㈱錢高組

三好排水機場建屋改修（青森県五所川原市）
●屋根仕様／丸馳折版Ⅱ型　フッ素樹脂ステンレス鋼板（SUS304）
t＝0.8mm　210㎡　●外壁仕様／サイディングＦ-400　フッ素樹
脂ステンレス鋼板（SUS304）　t＝0.4mm　396㎡　●設計／東北
農政局　●施工／㈱伊藤鉱業

平成27年度 強い農業づくり事業 帯広市川西農協 玉葱選別貯蔵施設（北海道帯広市）
●屋根仕様／エックスロン防水　エックスロン鋼板　t＝0.4mm　5,357㎡　●外壁仕様／角波　カラ
ーガルバリウム鋼板　t＝0.4mm　2,652㎡　●設計／㈱北農設計センター　●施工／市川組㈱

滝沢中央病院新築移転工事（岩手県滝沢市）　
●屋根仕様／ハイタフルーフィングシステム　EP　t＝1.14mm　1,989㎡　エッ
クスロン防水フラットタイプ　エックスロン鋼板　t＝ 0.4mm　1,085㎡　折版
F-80　カラーガルバリウム鋼板　t＝ 0.8mm　145㎡　●設計／㈱武田菱設計
●施工／菱和建設㈱

平成27年度東松島市野蒜地域交流センター及び
観光物産交流センター（宮城県東松島市）
●屋根仕様／段ルーフ275　カラーガルバリウム鋼板　
t＝0.5mm　1,568㎡　美段ルーフ9　カラーガルバリウ
ム鋼板　t＝0.5mm　1,033㎡　SX-40　カラーガルバ
リウム鋼板　t＝0.5mm　359㎡　●設計／㈱鈴木弘人
設計事務所　●施工／㈱丸本組
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日立オートモティブシステムズハイキャスト㈱福島事業所工場
増築（福島県東白河市）
●屋根仕様／丸馳折版Ⅱ型　エスジーエル　t＝0.8mm　5,536㎡　折版
W-500　エスジーエル　t＝0.8mm　64㎡　●外壁仕様／サイディングＳ
フッ素樹脂ガルバリウム鋼板　t＝0.6mm　5,719㎡　●設計・施工／㈱
竹中工務店

平成27年度 強い農業づくり事業 ようてい農協 人参集出荷選別施設
（北海道虻田郡）
●屋根仕様／エックスロン防水　エックスロン鋼板　t＝0.4mm　8,861㎡　●外壁仕様／サ
イディングＳ　カラーガルバリウム鋼板　t＝0.4mm　3,810㎡　●内壁仕様／角波　カラーガ
ルバリウム鋼板　t＝0.4mm　2,916㎡　●設計／㈱北農設計センター　●施工／中井聖・瀬
尾・安保特定共同企業体

上士別小中学校改築建築主体工事（北海道士別市）
●屋根仕様／エックスロン防水　エックスロン鋼板　t＝0.4mm　1,291㎡　立馳葺　カラーガルバリウム鋼板　t＝0.4mm　427㎡　●外壁仕様／立馳葺　
カラーガルバリウム鋼板　t＝0.4mm　1,540㎡　角スパン　カラーガルバリウム鋼板　t＝0.4mm　141㎡　●設計／㈱ドーコン　●施工／大野土建・田中工
業・鈴木建設ＪＶ

（仮称）ITC堺物流センター（アイミッションズパーク堺）（大阪府堺市）　　
●屋根仕様／ダブルパック工法　上弦材：丸馳折版Ⅱ型　ガルバリウム鋼板　t ＝
0.8mm　29,874㎡　下弦材：丸馳折版Ⅱ型　ガルバリウム鋼板　t ＝ 0.6mm　
29,874㎡　丸馳折版Ⅱ型　ガルバリウム鋼板　t＝ 0.8mm　170㎡　

　●設計・施工／新日鉄住金エンジニアリング㈱
●太陽光発電設備仕様／ソーラーシステムＳフィット（2747.52kW）10,368 枚　
　●事業主／オリックス㈱　●設計・施工／三晃金属工業㈱

㈱五洋電子仙台工場耐震補強他改修工事（宮城県柴田郡）
●屋根仕様／ハイタフルーフィングシステム　EP　t＝1.14mm　9,687㎡　サンコー
スライダー25　カラーガルバリウム鋼板　t＝0.5mm　94㎡　●設計／㈱日立建設
設計　●施工／ ㈱本田組

南三陸町地方卸売市場
（宮城県本吉郡）
●屋根仕様／丸馳折版Ⅱ型　アルミめっ
き鋼板　t＝0.8mm　5,082㎡　●外壁
仕様／サイディングハイシャドー　カラー
アルミめっき鋼板　t＝0.6mm　149㎡
●設計／㈶漁港魚場魚村総合研究所　
●施工／㈱鴻池組
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紋別バイオマス発電所1号発電設備（北海道紋別市）
●屋根仕様／ハイタフルーフィングシステム　EP　t＝1.14mm　935㎡　エ
ックスロン防水　エックスロン鋼板　t＝0.4mm　577㎡　●外壁仕様／耐
火イソバンドＰro  BL-Ｈ　フッ素樹脂ガルバリウム鋼板　t＝50mm　2,119
㎡　イソバンドBL-Ｈ　フッ素樹脂ガルバリウム鋼板　t＝25mm　6,173㎡
角波　カラーガルバリウム鋼板　t＝0.4mm　3,379㎡　●設計・施工／住
友重機械工業㈱
【タービン棟】●屋根仕様／ハイタフルーフィングシステム　EP　t＝
1.14mm　1,268㎡　●外壁仕様／耐火イソバンドPro BL-Ｈ　フッ素樹脂
ガルバリウム鋼板　t＝50mm　1,861㎡　イソバンドBL-Ｈ　フッ素樹脂ガ
ルバリウム鋼板　t＝25mm　1,782㎡　●設計・施工／住友重機械工業㈱
　

北ひびき農協経済センター（北海道士別市）
【事務所棟】●屋根仕様／エックスロンＷ融着工法　エックスロン鋼板　t＝0.4mm　
1,191㎡　●外壁仕様／イソバンドBL-Ｈ　カラーグリップＧＬ　t＝25mm　1,006㎡　
角波　カラーガルバリウム鋼板　t＝0.4mm　296㎡　【アルーダ展示場棟】●屋根仕様
／丸馳折版Ⅰ型　カラーガルバリウム鋼板　t＝1.0mm　1,367㎡　●外壁仕様／角波　
カラーガルバリウム鋼板　t＝0.4mm　673㎡　【資材倉庫棟】●屋根仕様／丸馳折版Ⅰ
型　カラーガルバリウム鋼板　t＝1.0mm　1,471㎡　●外壁仕様／角波　カラーガルバ
リウム鋼板　t＝0.4mm　833㎡　【格納庫棟】●屋根仕様／丸馳折版Ⅰ型　カラーガル
バリウム鋼板　t＝1.0mm　246㎡　●外壁仕様／角波　カラーガルバリウム鋼板　t＝
0.4mm　349㎡　●設計／ ㈱北農設計センター　●施工／田中工業・近藤・久光ＪＶ

ＪＡ士幌町スナック製造工場（北海道河東郡）
●屋根仕様／エックスロン防水　エックスロン鋼板　t＝0.4mm　4,503㎡　●外壁
仕様／イソバンドBL-H　カラーガルバリウム鋼板　t＝35mm　3,863㎡　●設計／
㈱北農設計センター　●施工／北斗産業㈱

（仮称）医療機器開発安全性評価センター（福島県郡山市）
●外壁仕様／サイディングハイシャドー　カラーガルバリウム鋼板　t＝0.6mm　
6,093㎡　耐火ヴァンドRZ50　カラーガルバリウム鋼板　t＝50mm　429㎡　●設
計／㈱久米設計　●施工／㈱安藤・間

平成26年度 強い農業づくり事業 ㈱北海道畜産公社 道東事業所十勝工場
増設（北海道帯広市）
●屋根下地／ニスクボードＲ耐火　カラーガルバリウム鋼板　t＝35mm　6,429㎡　
●外壁仕様／イソバンドＢＬ　カラーガルバリウム鋼板　t＝35mm　3,865㎡　●設
計／㈱北農設計センター　●施工／市川組㈱
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函館営業所
（北海道函館市）

寺林一宏所長／この数年、当営業所は車両基地や新駅
建設をはじめ北海道新幹線関連の工事が続き、仕事の
質量ともに特別な状況が続いてきました。本来は所員
3名の小所帯ですが、支店や本社からの応援を加えて
通常の4倍近い人員を要した時期もありました。新幹
線の駅舎でも採用されたエックスロンなど当社の強み
を生かし、札幌延伸までの期間は水産関係や学校など
地元の仕事を中心に地道な活動に力を入れたいと思っ
ています。

屋根全体をエックスロン防水で施工。一部ホームの部分は設
計段階から「表し」になることが決まっていたため、ビスが
見えないよう三層構造にしています。天井にあたる部分に使
用した「スーパーダイマ」は濡れると変色するため、養生に
気を遣いながら施工しました。また屋根の縁に雪除けフェン
スが1.2ｍ間隔で取り付けられており、その台座となる鉄骨の
束は400本にのぼりました。その一つ一つもエックスロンで巻
いて仕上げでいます。見えるところ、見えないところ、それ
ぞれ異なった気遣いが必要な手間暇のかかる工事でした。

新函館北斗駅同様、エックスロン防水で施工。加えて美段ル
ーフ、イソダッハ、ルーフデッキなど多様な製品を使ってい
ます。海に近いため塩害対策や防災対策に万全を期すことが
要求されたため、ビスの間隔も通常より細かくし、美段ルー
フにはフッ素樹脂鋼板を用いるなど、小さな駅ですが、屋根
仕様は超一級の施工になっています。

 左から寺林一宏所長、藤掛英昭（9月1日北海道支店に異動）、外崎行子

北海道新幹線 木古内駅
（北海道上磯郡）
●屋根仕様／エックスロン防水　
エックスロン鋼板　t＝0.4mm　
5,643㎡　美段ルーフ9　フッ素
樹脂鋼板　t＝0.4mm　473㎡　
●内装仕様／イソダッハ　カラー
ガルバリウム鋼板　t＝35mm　
1,020㎡　ルーフデッキ　カラー
ガルバリウム鋼板　t＝0.6mm　
336㎡　●設計／パシフィックコ
ンサルタンツ㈱ ●施工／大林・
伊藤・松本特定建設工事　共同
企業体

北海道新幹線 新函館北斗駅（北海道北斗市）
●屋根仕様／エックスロン防水　エックスロン鋼板　t＝0.4mm　8,303㎡　
●設計／㈱交建設計　●施工／ 三井住友・アイサワ・森川北海道新幹線新函館
（仮称）駅新築特定建設工事　共同企業体

北海道新幹線奥津軽駅構内雪覆（青森県東津軽郡）
●屋根仕様／起点方　本体屋根：折版Ｓ-60　スーパーダイマ　t＝1.6mm　2,053㎡　設備小屋：折版Ｓ-60　スーパーダイマ　t＝1.6mm　535㎡　●設計
／日本交通技術㈱　●施工／㈱奥村組
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 １．はじめに
　地球環境問題への対応が求められる中、
日本経済の発展に伴い、多くの建物スト
ックが蓄積されている。2013年度までに、
約73億㎡の建物（住宅75％、非住宅25％、
このうち非住宅の約93％が非木造）がスト
ックされており、今後、増加していくこと
が予想されている1)。建物はストックの時
代への転換期にあり、スクラップ＆ビルド
から脱却し、既存ストックを有効に活用す
るための再生・転用が重要な課題である2)、3)。
　本稿では、鋼構造建物のストックについ
て言及する。

２．鋼構造建物のストック
2-1 ストックの推移
　建築物の構造種別着工床面積の推移
（1991～2015年度）を図１に示す4)。建築
物の着工床面積は景気の影響を受けて変動
するものの、2011年度以降、約130,000千
㎡／年で推移している。鉄骨造の着工床
面積は2006年度において木造より大きく、
2009年度以降、木造と同じ程度で推移し
ている。着工床面積の累積（1991 ～ 2015
年度）は、木造、鉄骨造、RC造の割合に
おいて各々 37％、36％、20％を占めている。
　用途別着工床面積および件数を図２
（2015年度）に示す。このうち、居住専用
の床面積及び件数は最も多く分布している。
このうち、木造は戸建が多く含まれている
ことから、床面積において65％、件数にお
いて83％と件数の割合が圧倒的に多い。こ
れに対して、スチールハウスなどを含む鉄
骨造は床面積において16％、件数におい
て15％となっている。また、鉄骨造の床面
積は工場・作業場、店舗、倉庫、事務所に

おいて大部分を占める。これらのうち、工
場・作業場のほとんどは防火区画の制限を
受けない無耐火被覆の鉄骨造である。
　1991 ～ 2015年度における鉄骨造用途別
着工床面積の推移を図３に示す。この間
において、居住専用、工場・作業場、店舗、
倉庫、事務所の床面積の鉄骨造の全ての累
積床面積に対する割合は各々 28％、17％、
13％、11％、9％である。平均66,000千㎡
程度の床面積の鉄骨造が、毎年着工されて
いる。
2-2 滅失建物
　我が国では自然災害が多く、特に地震に
よる被害は甚大である。1991 ～ 2015年度
の滅失建築物の床面積の推移を図４に示
す。ここで、除却建築物は、老朽、増改築
等により除去される建築物であり、災害建
築物は火災、風水災、震災等により失われ
た建築物である。この間で平均すると、毎
年30,000千㎡程度の建物が解体されている
ことになる。滅失建築物のうち、新潟県
中越地震（2004年度）、東日本大震災（2010
年度）などの大きな災害が発生した年には、
災害による滅失建築物が各々 17％、15％と
大きくなっている。今後、気候変動に伴う
洪水、巨大台風、竜巻、豪雪、局所的な豪雨

などの発生により、自然災害によって除却
される建築物は増加するものと推察される。
　滅失建築物（1991 ～ 2015年度）は、災
害によって滅失されたものを除くと、概ね
95％となっている。これらの建物の解体の
理由は、敷地使用目的の変更、立地条件変
化への対応不能、建物の使用目的がなくな
るなどが主な要因とされている2)。すなわ
ち、物理的な要因ではなく、機能的・社会
的・経済的な要因である。建築物の除却の
タイミングは異なるものの、滅失建築物の
鉄骨造の割合が着工床面積（1991 ～ 2015
年度の平均：36％）と同じとすれば、毎年
55,000千㎡程度の鋼構造建物がストックさ
れていることになる。

３．おわりに
　鋼構造建物のストックは増え続けており、
将来にわたって有効に活用するためには、
建物の状態を把握し、長寿命化技術を用い
た補修・補強による再生、異なる用途への
転用などを推進する必要がある。
参考文献
1）国土交通省「建築物ストック統計」、2014.3
2）日本建築学会「地球環境建築のすすめ」彰国社、
2009.9

3）藤田正則、文蔵亮介、岩田　衛「建築鋼構造のリ
ユースシステムに関する研究̶リユース材のストッ
ク̶」日本建築学会環境系論文集、第617号、
pp.95-101、2007.7

4）㈶建設物価調査会「建築統計年報」23年度版他

 ■技術コーナー　 性能化時代と評価
 山口大学工学部感性デザイン工学科　教授　   藤田　正則

 〈第４回〉鋼構造建物のストック

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

年度

㎡（千）

㎡（千）

㎡（千）

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
19 20

0 10,000 20,000 30,000 80,00070,000
床面積（千㎡）

0 100 200 500

居住専用

居住産業
併用

事務所

店舗

工場・
作業場

倉庫

学校の
校舎

病院・
診療所

その他

居住専用

居住産業
併用

事務所

店舗

工場・
作業場

倉庫

学校の
校舎

病院・
診療所

その他

件数（千）

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
年度19 20

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
年度2019

木造
SRC造
RC造

鉄骨造
コンクリートブロック造
その他

木造
SRC造
RC造
鉄骨造
コンクリート造
その他

木造
SRC造
RC造
鉄骨造
コンクリート造
その他

除却建築物
災害建築物

居住専用
居住産業併用
事務所

店舗
工場・作業場
倉庫

学校校舎
病院・診療所
その他

図１ 構造種別着工床面積の推移（1991～ 2015 年度） 図２ 着工床面積の用途別分布（2015 年度）

（a）床面積

（b）件数

図４ 滅失建築物（床面積）の推移（1991～2015 年度）

図３ 鉄骨造の用途別着工床面積の推移
（1991～ 2015 年度）



●市民の多くは結婚式場と認識
角　豊平館は開拓使が洋風技術の粋を集め
て建築した「洋造ホテル」。明治政府が建てた
唯一のホテルでもあります。建築に係わるも
のにとっては誰もが知っている有名建築です
が、今回の修理整備を進めるにあたり、市民
にアンケートをとったところ、「知らない」とい
う方がかなりいらした。僕からすると「え！」
って感じでしたが、皆さんはご存知でしたか。
細見　５年前、札幌に赴任して数か月後、
設計者選定のプロポーザルに参加するまで
知りませんでした。（笑）
小野寺　中島公園を通る時にこの建物を見
るので、存在は知っていましたが、結婚式
場と思っていて、お式に呼ばれない限りここ

に入ることはないと思っていました。
青田　私もそうです。入ったことはなかった
です。でも友達に聞くと、ここのレストラン
で食事をしたという人が結構いました。
角　そうなんですよ。昭和33年にここへ移
築するときに、市の条例で「結婚式場として
使う」とされたからね。だから見学しようと
しても結婚式をしていたら入れない。部屋も
カメラマンの控え室だったり着付け室だった
りで、展示はほんの一部。ただ結婚式場と
しての人気は高くて１年前でも予約がとれな
かった。移築後すぐに市の文化財になって、
その後重要文化財にもなった。まだホテルで
も結婚式をやっていない頃で、まして重文の
建物で結婚式というのは珍しかった。それ
とここは人前結婚式で宗教に関係ない。こ
れがまた人気だった。
細見　北海道の文化に合ったのかもしれま
せんね。
角　現在の展示の中にも過去の結婚式の写
真を集めたコーナーがありますが、人前結婚
式だから参列者はみな署名するでしょう。そ
の記帳ノートも保管されている。
小野寺　ご希望があればご覧いただけます。
署名が「残ってたー！」と目を潤ませて喜ん
で帰られる方もあります。
角　今後は結婚式場としての運営はやめる

けれども、ここで結婚式をしたいとか披露
宴をという方には部屋をお貸ししましょう、
ということになった。そういう思い出も大切
な財産だからね。

●先の大修理が基盤をつくった
角　僕が豊平館にかかわったのは1970（昭
和45）年。札幌市からの依頼で研究室で
実測調査をして展開図や平面・立面・断面
の図をつくった。当時は大工さんが解体する
ときに全部番付してその通りに組み立てれ
ば復元できていたわけです。だから図面が
なかった。しかしなにせ建物が大きい。当
然ですけど、歪んでる。（笑）測っても測っても、
図面が描けない。（笑）私の恩師の越野先生が
昔の仕様書を全部並べて、どこが対応する
か研究されて、それでだいぶ整理がついた。
そのあと豊平館創設100年にあたる1986（昭
和61）年に改修が行われたんです。構造も
含めていろんな委員会が開かれて、その全
部に参加できたのが幸いでした。調査は当
時文建協にいらした木村勉先生（現長岡造
形大学名誉教授）が中心に進められて、ま
ず移築のときに元通りに使われているかとい
うことをチェックした。そしたら、暖炉があ
るべき所になかったり、番付と違うところに
柱が来ていたり。それを先生は図面上で全
部本来の場所に戻していかれた。豊平館が
今日あるのは、木村先生の緻密さと執念の
賜物です。建物にとっても先生が担当された
ことは本当に幸いだった。
青田　天井の漆喰飾りの修理もその時ですね。
角　全部ペンキが塗られていて、２階の鳳
凰の玉眼も隠れていたのを、一層ずつ剥
がして発見した。カーテンやタピスリーの復
元もその時です。木村先生が模様を描いて、
京都の西陣で復元した。写真を沢山集めら

重要文化財をリニューアル　さらなる時を刻む豊平館
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北海道大学
名誉教授

 ㈱三菱地所設計
札幌支店副支店長

 ㈱大林組
札幌支店

角　幸博氏 細見　聡氏 青田　晴氏
 耐震対策、活用法など、近年文化財建築をめぐ
る状況は大きく変化しています。北海道の重要文
化財・豊平館の修理整備は、そうした時代の変
化の中で迎える新たな試みの事例でした。附属棟
の設置という、これまで例のない工事への取り組
みにも注目が集まっています。オープンに至る過
程で、どのような議論があり、検討がなされたか、
関係者の方々に語っていただきました。ご出席は
検討委員会の委員長を務められた北海道大学名
誉教授の角幸博先生、附属棟の設計を担当され
た㈱三菱地所設計の細見聡氏、耐震改修工事を
担当された㈱大林組の青田晴氏、指定管理者の
㈱ＮＴＴファシリティーズの小野寺直美氏です。

 ●座談会●

 ㈱NTTファシリーズ北海道
営業部法人営業部門

小野寺 直美氏

豊平館全景 ロビー左手の優美な階段



れたんだけどモノクロなんだよね。それでも
写真をじっと見ていると「わかる」。（笑）壁の
色は、化学系の先生にお願いして分析して
もらったら、分子レベルの話になっちゃって、
これでは色はわからない。（笑）結局ペンキを
顕微鏡でみて青の点がどのくらいある、とい
うようなことで割り出した。その結果ウルト
ラマリンブルーじゃないかということになった。

●耐震補強と附属棟の建設
角　今回の整備のきっかけは2007（平成
19）年にこの建物が耐震不適格となったこ
とからで、２年後に「耐震補強等検討委員
会」が発足して、構造壁による耐震補強が
決まった。
青田　この時に附属棟の設置も決められた
んですか。
角　耐震補強とバリアフリー化が同時に検
討されたんです。たとえば豊平館の建物の
中にエレベーターを入れたらどうかという意
見もあったけど、床を傷めてまずいとかね。
いろいろ議論した。結局、創建当初、平屋
の附属棟があったという事実が幸いして、開
口部を設けて附属棟とつなぎ、そこにエレベ
ーターをつけるということが決まった。２階
の開口部については重文の建物の壁に穴を
あけるなんてあり得ない、という反対意見も
ありましたが、やはりバリアフリーは世の中
のニーズだとして市が文化庁を説得した。そ
れにトイレもひどい状況で、市民からのクレ
ームも多かったし。要は附属棟を設けること
でどんなメリットがあるかということを延 と々
説明した。ちょうど文化財の活用ということ
が言われだしたところだったことも幸いした。
2010（平成22）年には「活用」を念頭におい
て検討をすすめることになって、委員会の
名称も「耐震補強等検討委員会」から「保
存活用等検討委員会」に変わった。ここで、
やっと細見さんの出番になるわけです。（笑）
細見　2011（平成23）年に活用保存計画と
いうのを委員会でまとめられて、それに従
った附属棟のコンセプト６項目が示されまし
た。１．活用に必要な、事務、バリアフリー、

設備などを集約する　２．重要文化財の保
護を前提とし、豊平館との接続において豊
平館の変更を最小限とする　３．附属棟の
形態やボリュームは出来るだけコンパクトな
ものとする　４．日本庭園の緑や光などの
自然環境を取り込んだ建築とする　５．裏
側感のない自然なアプローチを形成する　
６．環境負荷低減への配慮をする。
角　委員会としては附属棟も将来は文化財
になるようなレベルにしてほしい、という意
見もありましたね。
細見　ありました。（笑）附属棟のプロポーザ
ルでは半円形のプランを提出し、附属棟とし
ての存在も主張していました。しかし、委員
会で議論を進めていく中で、倉庫や展示ス
ペースとか附属棟に対する機能的な要請が
増えてきて、最終的には矩形のプランに収斂
して行きました。その後も本体との接続の位
置の問題を含め様々な議論がありました。
角　一番困ったのは雪の問題でしょう。途
中からすごくいじめられたよね。（笑）
青田　細見さん可哀そうでした。（笑）
細見　豊平館が三角屋根になっているので、
そこから雪がドドッと落ちてくる。雪がガラス
面にあたると危ないんじゃないかという話が
あって。旭川の雪国の建物の研究をしてい
る北方総合建築研究所に相談して、滑落飛
距離の算定式というのを用いて建物と建物
の距離を決めたりしました。
角　エントランスの問題も揉めたね。
細見　かなり大きな問題だったと思います。
当初、豊平館へのアプローチは豊平館本体
の正面玄関を利用する計画でした。豊平館
の玄関には階段があり、車椅子利用の方等、
正面玄関を利用できない方に附属棟のスロー
プを利用頂く計画でした。その場合、エント
ランスが２か所に分かれ、運営上も課題があ
るということになりました。また、豊平館の
正面には後から設置した風除室がありました。
北海道では必須ですが、文化財の景観とし
て頂けないものでした。（笑）結論が出ない中
で、角先生がエントランスを附属棟に集約す
れば、風除室は必要なくなり、豊平館の正

面やエントランスホールを美しく創建時の状
態で活用できるとの意見を出されました。こ
の意見によって方向性が決まりました。
角　やはり正面から入ることにこだわりをも
っていらっしゃる委員もおられた。でもそう
すると風除室は絶対必要になる。ガラス張り
のかっこいい風除室もあるんじゃないかとい
う意見もあったけど、やはり春先にどろどろ
の汚れた靴で正面から入ってきていいのかっ
て。（笑）その辺も附属棟から入ることで解決
ができる。
細見　そうですね。附属棟を通すことでか
なりの問題がクリアできた。トイレとか水回
りの問題も解決できましたし。
青田　工事が始まる段階では風除室はまだ
なくなる予定ではなかったので、部材全部に
番号をつけて保存したんですよ。（笑）
角　新たに２階に設けた接続口の作り方の
問題も難しかった。車いすの幅を確保しな
ければならないけど、可能な限り接続部分
の穴は小さくしてくれと。そこでの攻防が結
構大変だった。
青田　工事が始まってもまだ委員会で揉めて
いて、開口部の位置も決まらない。それで
豊平館の設計監理の先生に、いつ決まるの
いつ決まるのって聞くものだから、「青田さん、
一度委員会出てみたらいいよ」って。それで
委員会に参加させてもらえた。
角　それが細見さんがいじめられてるところ
だったわけだ。（笑）
細見　附属棟の設計コンセプトは私がかか
わる以前に決められていたことではあります
が、委員会の議論を通じて結果的に、ほぼ
実現されたのではないかと思います。いろい
ろと抵抗してみたけれど落ち着くところに落
ち着いたかなと思います。（笑）

●大工さんの仕事を見ているだけで楽しい
角　青田さんはここが文化財に係わる初めて
の現場ですよね。いかがでした？
青田　まず重要文化財を預けられた、とい
うすごい責任を感じました。火事が一番怖く
て、夢にまで出てきました。木材に火がつい
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東側アプローチから見た豊平館本館と附属棟（写真提供／㈱新津写真） 「石渡紅茶 豊平館」。贅沢な空間で味わうお茶が人気です



て全焼するという。（笑）幸い大工さんは何人
か文化財の修復をやったことのある方がいら
っしゃいましたので心強かったですね。工事
そのものは面白かったです。鉄筋コンクリー
トだと部材の大きさが決まっていますが、木
造なので間隔も大きさもマチマチ。それを大
工さんがきれいにつくってくれた。壁の補強
材を入れる時も、根太が斜めになってると斜
めにつくる。
角　元のものに合わせて作っていくんですよね。
青田　全部手仕事。現場合わせ。でも携わ
ってくれた職人さんは文化財の補修をすると
いうことに誇りを持ってる方が多かった。前
の人がやった仕事を悪くしてはいけない、と
いう気持ちはすごくあったみたいです。今の
ほうが技術が進んでるようですが、玄関の上
の方にアーチ形の破風装飾がありますよね。
これが鉄板を剥がしてみたら、中がボロボロ
だったんです。で、これを三次元の機械とか
でできないかと思って加工会社の方に相談し
たら「図面がないとできない」って。結局手
作りした。
角　それでも手で復元できるものはまだよく
て、今では出来ないものもある。
青田　シャンデリアのまわりの天井中心飾り
の漆喰。
角　そうそう。だから修復の時は天井を四
角く切り取って養生しておいた。
青田　新築は全く無いところからつくる喜び
ですが、修復工事は元に戻ったという喜び。
緊張感もありましたが、本当に面白かった。
だから今、角先生にまた文化財のお仕事くだ
さいってお願いしてます。（笑）

●活用はこれから
角　今回の委員会でよかったなと思うのは、
ハードの委員会とソフトの委員会がそれぞれ
ワーキンググループをつくって検討したこと。
その結果を持ち寄ってさらに検討しながら進
めた。昼間は公開施設にするということは決
まっていましたが、夜どうするかはいろんな
希望があった。それだけに活用を委託する
指定管理者には、いろんな願いや希望をち

ゃんとコントロールできる能力が求められた。
小野寺　弊社では他にも文化財を含む施設
にかかわってきたので、運営・管理内容につ
いては正直対応可能と思いましたが、悩ん
だのは収支計画です。今回から観覧料がか
かるので、それを運営費に充当できますとい
う市の説明でしたが、その見通しを立てるの
は難しかった。また、飲食事業をやるのであ
れば、設置目的外の扱いになって自主事業
ということで目的外使用料が発生する（！）
となっていました。別途事業計画書も必要
ですし、弊社は１年目でしっかり運営を行い、
２年間から飲食業を提案しましたが、１年目
の早い時期に飲食業を展開してほしいという
要望が強くて。それに応えるために、奔走し
ました。ただ、使用料、条例を含む規制・
届出等の課題が沢山あって、そこは悩み苦
労しました。さらに応募するまでには附属
棟も外構も工事中で、実際に活用する時の
動線、セキュリティ、安全面の確保も含めて、
どういうところに注意点を置くか、図面で読
み取るしかなく、やはり現場ができないのに
応募するというのは厳しいものがあるなぁと
実感しています。（笑）
角　でも喫茶も好評だし、来場者数も伸び
てるんでしょう。
小野寺　９月１日から「石渡紅茶豊平館」
がオープンしました。お陰様で好評で、この
空間でお茶をいただくのは他では経験でき
ない贅沢感があるという声を寄せていただい
ています。とにかく熱心ですばらしいシェフ
なので、メニューを少しずつ増やして行きた
いですね。目標の１万人来場者は予定より
早く達成しそうです。苦労はありますが、文
化財としての価値を伝え、一度来館した方
が何度も足を運んでいただけるような運用を
したいと思っています。豊平館を通して道内
の他の文化財にも目を向けてくれたらうれし
い。小・中・高生には文化財施設に接する
機会を増やしてほしいので、学校にリーフレ
ットを送り、総合学習で利用いただけるよう
推奨しています。
青田　私、竣工するちょっと前にすぐそばの
中学校の生徒さんを現場見学に招待したん
です。生徒さんと引率の先生たちが同数くら
いでしたが。（笑）中学生たちも熱心に聞いてく
れましたが、それ以上に先生たちがものすご
く楽しそうで。（笑）大人の社会見学だぁって。
小野寺　今後はファンクラブを立ち上げた
いですね。簡単にはいかないと思いますが、
豊平館を支えてくれるサポーター的存在があ
ると心強い。豊平館にかかわる講座や文化
財・街並みの歴史などの講座、コンサートな
ども計画しています。市民が参加できるイベ
ントなども増やして、豊平館の存在を確立し
ていきたいですね。

●文化財に係わるおもしろさ
角　最後に皆さんに今回の修復工事に係わ
られての感想を。
細見　我々がかかわった時に改めて文化庁
の方に説明して理解を求めなければいけな
い場面があったんですが、東京でお会いし
た時はあまり好意的ではなかったのに、こち
らに来て委員会に参加されたら「理解できま
した」と言われた。それは印象に残ってい
ます。みんなが本気で議論して進めていると
いうことが伝わると、すごく説得力があるん
だなぁと改めて思いました。
青田　私が初めて豊平館に入ったのは、す
でに閉鎖されて中の備品も運び出されたあ
とのガランとした状態でしたので、怖いとい
うか、空気もじめっとしたような感じで。（笑）
工事中は、ここと家にいる時間が半々くらい。
夜は自分で真っ暗な中、電気を消して鍵を
かけるという生活を繰り返していましたので、
次第に愛着がわいてきて。（笑）特に最後の半
年くらいになると、だんだんきれいになって
きて…。最初は骨組しかみえてなかった建物
が、建具を磨く段階になると、“あっ生き返
ってきた！”って感じがしたんです。今こうや
って使われてるのを見ると、やっぱり生きて
る建物はいいなぁって思いますね。しかも重
要文化財でご飯が食べられるなんて、すご
い！って。（笑）
角　建物にとっても、ただの見世物になって
いるよりずっと幸せです。
小野寺　みなさんが努力して保存、整備、
と、ここまで築いて来られたことを引き継ぎ、
いかに生きた豊平館にしていくか、というの
が私たち指定管理者の使命と思っています。
ここに来ると建物や地域の歴史を知ると同
時に食の文化も味わえる。またイベント等に
参加することを通して、楽しんでいただける
といいなぁと思います。保存＋活用＋継承の
構築に努めていきたいですね。これから雪
の季節の豊平館もきれいなんですよ。壁の
青がひきたっています。ぜひ冬にもお越しい
ただきたいですね。
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座談会出席者略歴
 ●角　幸博（かど　ゆきひろ）　
札幌生まれ。2002年～ 2012年北海道大学大学院教
授。現・北海道大学名誉教授。NPO法人「歴史的地
域資産研究機構」（れきけん）代表理事。

●細見　聡（ほそみ　さとし）　
東京生まれ。1990年三菱地所入社。2012年4月より
三菱地所設計札幌支店副支店長。

●青田　晴（あおた　はれる）　
紋別生まれ。㈱大林組札幌支店で設計担当。2006年
～現場設計管理担当。2012年～ 2015年豊平館耐震
改修工事施工管理。

●小野寺直美（おのでら　なおみ）　
士別生まれ。建築工学を専攻。設計事務所勤務後再開
発事業、環境工学に従事。2005年～パブリック事業、
指定管理者制度に取組む。　　　　　　　

正面中央部には開拓使の建物であることを示す
五稜星をあしらっています

天井の中心飾りは漆喰仕上げ。
部屋ごとに絵柄が異なります

既存の部材に合わせて
構造補強を行っています
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　福島から阿武隈急行で 20 分ほど。大泉の
駅に降り立つと、あふれるような里山の緑の
中に二つの尖塔と赤い屋根が見える。今年７
月に重要文化財に指定された旧亀岡家住宅。
まさに『威風堂々』という形容がふさわしい
洋館だ。施主の亀岡正元は蚕種製造などで
財を成した豪農で、後に県会議員や郡会議員
を務め、政治家としても活躍した。この建物
も正元の住居として建てられたが、社交や集
会の場も兼ねていたといわれる。寄贈を受け、
広大な屋敷のうち主屋の一部が、平成７年に
現在地の保原総合公園内に移築保存された。
　建物は２階建ての客間棟と平屋建ての居間
棟からなり、正面中央には八角形の塔屋があ
り、赤瓦の屋根には傾斜を持った大振りの尖
塔（換気塔）２基と煉瓦積みの煙突が据えら
れている。窓や戸などにガラスが多用されて
いるが、そのすべてに鉄の格子が付けられて
いて、明るさと堅牢性が同居している。一方、
内部は座敷を中心に付書院や格天井などがみ
られる純和風の造り。材木への強いこだわり
があったのだろう。宮城県丸森産の欅や秋田
産の杉、阿武隈川の川底に埋もれて黒褐色
になった「埋もれ木」など、貴重な銘木がふ

んだんに使われている。
　設計に関与したのは福島県技手の『江川三
郎八』、施工は地元の大工『小笠原國太郎』。
江川三郎八と言えば、岡山県の洋風建築に
大きな足跡を残した人物で、重文の『旧遷橋
小学校』や同じく重文の『旧旭東幼稚園』な
どが知られる。明治20年から35年の間、福
島県庁で公共建築の設計及び現場監督をし、
福島県会議事堂を設計したのち、岡山県に
異動した。古い写真でみると、この県議会議
事堂が旧亀岡家住宅によく似ている。当建築
が竣工した明治37年には岡山へ転出したあ
とになるので、基本構想に携わったというこ
とだろうか。岡山で江川三郎八は擬洋風から
本格木造洋風「江川式」へとその作風を発展
させていく。一方小笠原國太郎は、地元飯坂
の大工で、登録文化財の「なかむらや旅館」
にみられる銘木使いや高い意匠性が特徴で、
旧亀岡家住宅でもその技が遺憾なく発揮され
ていて、それを探しながらめぐるのも楽しい。
　洋と和が混在した独創的なこの建物は、そ
れ自体の魅力に加え、亀岡・江川・小笠原と
いう明治を生きた人々の個性豊かな物語を雄
弁に語ってくれていて、興味は尽きない。

旧亀岡家住宅
●福島県伊達市保原町大泉字宮脇 265
● TEL ／ 024・575・1615
　　　 　（伊達市保原歴史文化資料館）
●休館日　火曜日（火曜が祝日の場合はそ
の翌日）年末年始

●観覧料　大人 210 円　小中高生 100 円
（併設する伊達市保原歴史文化資料館の
観覧料も含む）

玄関の柱にハンマービー
ムとリブをあしらい、木
造ながらアーチをかたち
づくっている

曲がった欅を細工して使
っているらせん階段。手
摺りは欅材をろくろでけ
ずったもの

 ■本誌技術コーナーをご執筆いただいています藤田正則教
授が「CO2排出量の削減を目指した鋼構造のリユースに関す
る研究」で「2016年建築学会賞（論文）」を受賞されまし
た。同賞は国内の建築分野の賞としては最も権威あるもので

す。心からお祝い申し上げます。
■座談会で訪れた「石渡紅茶　豊平館」では、アフタヌーン
ティーセットも人気。貸室でのディナー（予約制）にはお酒の
かわりに食事にマッチする紅茶もおすすめです。

重要文化財 旧亀岡家住宅
和洋混在の独創の館

洋風な外観とはうってかわって内部は純和風の造り

階段の傷の部分に柿の
木が彫ってある

床の間の床板にある亀の
彫刻


