特集 復旧・復興に向けた「しなやかな」地域づくり

仮設と備蓄とこうのすまい
防災から栄続へ
徳島県建築士会

木造建築研究会

内野輝明（有限会社内野設計）

１．木造建築研究会の発足

て、大学がないことによる人材難への危機感、若手育

UIA（国際建築家連合）東京大会を翌年に控えた

成への思いは共通していることなど、四つの会で地域

2010 年の年末、徳島の建築設計四団体（徳島県建築

の「建築」を支えていることがまずは確認できた。で

士事務所協会、徳島県建築士会、日本建築学会徳島支

はわれわれが考える 2050 年の徳島の建築とは？

所、日本建築家協会徳島地域会）の会長が集まる親睦

かつて関東にまで商域を広げて徳島の経済を支え

会が初めて開かれた。大会のテーマは

ていた林業をいかに再興していくのか、他の森林県と

「DESIGN2050」。2050 年の地球がどうなっている

同様に行政、業界の川上から川下までの関係者が一緒

のかをイメージして、2011 年を生きるわれわれはこ

になって考えはじめて、国からは木材利用指針が出た

れから何をどうしていくべきかを考えようという壮

直後というタイミングもあって、
「徳島建築の木造化」

大なものであった（図１）。いろんな会の全国大会と

が浮かび上がってきた。

いえば、全国から会員が一箇所に集まって有名建築家

2011 年 2 月、秋に開かれる UIA 大会の前哨として

の講演などを聴いたり様々なセミナー、シンポジウム

四国四県の四会の仲間が集まってシンポジウム「徳島

に参加して帰ってくるのが通常だが、せっかく開かれ

建築の木造化 2010→2050」を開催した。徳島の林業

る世界大会、同じテーマで「では、徳島では何をする

の歴史、各県でのさまざまな木造建築の取組みを紹介

のか？」を話し合ってみたかった。

しあい、林業関係者や行政の方々の意見もいただきな
がら、なにかと四会で協働して木造化に進んでいこう
という意識を共有できた。シンポジウムの熱が覚めや
らぬうちにと早速有志が集まって会合を重ねていた
矢先の 3 月 11 日、東日本大震災が発災した。被災地
に対して徳島から何ができるのか。未被災地徳島で建
築からできる備えとは何か。5 月の現地視察の際にで
きた「フクシマトクシマの会」（図２）を通じて情報
交換をしていきながら、徳島建築の木造化の会はその
まま防災を考える会へと変貌していく。建築設計の実
務の中でできることにまずは専念しながら。

図１

UIA2011TOKYO のテーマ

大学に建築学科が無い徳島では、大学の研究室がす
るような地域の調査研究や様々な活動は、四会がそれ
ぞれの特徴を生かして受け持っている。大学、高専、
高校などへ講師として赴いたり、出前授業をしたりし

図２

情報交換の場としてのフクシマトクシマの会ブログ
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２．仮設住宅試行

る仮設期から復興期への建物の転換の議論を踏まえ

2011 年の夏、かねてより相談をうけていたバス会

て、独立した四戸を移築して組み合わせなおすことを

社の社員寮（単身者向け）の敷地を見に行く（写真１）。

前提としたファミリー棟も建設することができた（写

南海トラフによる大地震が発災すれば海際の地域の

真３）。この現場に興味を持ってよく立ち寄ってくだ

ほとんどが水没してしまう県南地域の、少し内陸には

さっていた美波町職員Ｋさんとのご縁が「こうのすま

いった高台という立地、徳島－東京間を運行する夜行

い」へとつながってゆく。

バスのドライバーの疲れた体を癒す最小限住宅が求
められていること、木が好きなオーナーが木造にした
いと考えていたことなどから、この地で、いずれ必要
になる木造仮設住宅の試行をしたいと申し出て、その
場で了承されてプロジェクトがスタートした。
以降の設計の推移は、「フクシマトクシマの会」で
の東北の設計者仲間とのやりとりを通じて得られる
仮設住宅周辺の知見をフィードバックさせながら進
んでゆく。まずはプライバシーを守ることが重要であ
ること、住人同士がうまくコミュニケーションをとれ
写真２

写真１

津波の届かない高台

るようにするには配置計画がとても重要であること
など、話を聞いたり実際の仮設住宅団地を歩いてみた

ケヤキの廻りに集い住む

写真３ 風社配置の単身者寮(奥)とそれを組合せたﾌｧﾐﾘｰ棟

３．先行高地移転試行「こうのすまい」
仮設住宅を考えることはもちろん重要だが、その前

りしながら・・・。構法としては福島の被災地でもそ

に助かる命を助けるにはやはり先行高地移転につい

の居住性が高く評価されていた徳島すぎをつかった

てもしっかり考えておくべきではないかという会話

「板倉構法」を採用し、木質度を高めると同時に工期

が木造建築研究会の中で交わされはじめ、ＷＧを立ち

の短縮をはかった。居住者同士の親密な一体感と適度

上げて継続的に議論することになった。例えば平地が

な距離感を同時に得られて、各戸の居住環境を均等に

ほとんどない県南の斜面地にどのように集住するか。

揃えるため、樹木を中心に独立した四戸がセットにな

仮想斜面に等高線に沿って建物を連ねていくイメー

った「風社」配置を提案（写真２）
。木造だからでき

ジができて、モデルを作って市民向けのイベントで展
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示するなどするうちにＷＧにＫさんが参加してくだ

少なくすることが重要であることなど・・・。これら

さるようになり、「真剣に考えるんだったらうちの竹

を踏まえて、
「柱材があればできる」建築を検討した。

林提供するじょ」とのありがたい申し出をうけた（写

土台、柱、梁桁、登梁、火打梁、棟木と、主要な構

真４）。

造材のほぼすべてを三寸五分角の柱材で設計する。一
間巾の基礎から二間巾の床を持ち出す部分は同じ材
を方杖として使用して、半間ごとに並ぶ方杖があらた
な集落の景観になることもイメージした。構造材だけ
ではなく六面すべてを杉板張りとした内装は木材の
特性として室内環境の安定化に寄与し、暑さ寒さをや
わらげ、体感的快適性のうえに視覚的なやすらぎ感も
大きい。木の家は鉄やビニールでできた家より仮設住
宅としての評価も当然のことながら高い。「こうのす
まい」（写真５）は普段、農林漁業体験交流施設「ド
ミトリー聖ヶ丘」として地域の方々の指定管理によっ
て運営されており、津波災害時には二次避難場所とし
写真４

竹林の現地視察

て使うことが住民間で認識されている。
津波の到達しないレベルで等高線沿いに広がる先

斜面地での建築を等高線に直行させると高基礎と

行高地移転集落。連続する軒下空間（写真６）は、多

なる部分ができてコストがかかる。土の出入りでダン

雪地域に学んだ、多雨地域の雁木空間であるとも言え

プカーが出入りするようなことは避け、できるだけ小

る。高地での近隣のコミュニケーションを広げながら、

さな土木工事で建築するためにも、やはり等高線にそ

もとの漁村の家と行き来して徐々に高地になじんで

って間口の小さな小建築を連ねていくのが現実的な

移住が進んでゆく。日常生活に必要なサービスも山を

解であることが見えてきた。山へ登る道路の山側と谷

登り始める。発災したあと、津波水位より上の集落は

川に現れる集落。道路側には軒下を設けることで雨の

残り、浸水した平地はいずれ緑地に戻っていく。一度

日でも行き来が可能になり、台風常襲地で雨量の多い

に事は進まないにしても、実際に建ったこの建築が高

南国の生活を快適にしていく。梁間二間に桁行四間。

地移転のスイッチになればと願う。

基礎巾は更に細く一間として床を持ち出す。仮設住宅
や復興住宅が平地にしか建てられないとなると地域
の復興の道は閉ざされ、人口流出に歯止めがかからな
くなる。先行高地移転試行ではあるが同時に斜面地の
仮設住宅もイメージしながらすすめた。
人手が少なく重機も入れられない状況の中、人力で
部材を運び人力で建ちあげていけて、道具箱が流され
ずに残っていれば建てられるようなシンプルな建物
であること。県南地域に至る道路が寸断された状態で
資材を確保しやすくするには地域地域での材料備蓄
が必須であること。備蓄のリスクを減らすには材種を

写真５

こうのすまいの全体

足元の畑まで津波は到達する

復興 (19 号) Vol.8 No.1 2017.7.11

48

特集 復旧・復興に向けた「しなやかな」地域づくり

図３

写真６

方杖

図４

重ね梁

道沿いにつながっていく軒下空間
写真７

重ね梁のディテール

４．二期工事と重ね梁
一期工事の竣工後まもなく、管理棟や研修棟などは
そのままに宿泊棟群をもう一セット増築することに

５．木材備蓄倉庫
美波町での「こうのすまい」の検討段階から、単体

なった。一期工事での、水廻り棟を挟んで両側に宿泊

の建築の構想とともに常に意識されてきた「木材備

室が建つ等高線に沿った構成を今度は斜面に沿って

蓄」のしくみをどのようにまわし始めるか。美波町で

スキップフロア状に上下に連ねる。一期工事では方杖

は町有林の間伐に補助金がだされて林業運営維持の

の加工に手間取り工期に影響が出たことから、二期工

一助となっているが、商品として市場に出るそれらの

事では斜めの加工を必要としない「重ね梁」を検討し

材に対して町が保管費と場所を提供すればまずは始

た（図３，４）。柱材を交差させながら積み重ねて複

められるのではないか。量が確保できるようになれば

雑な加工抜きで床をはね出そうというものである。

保管する間に天然乾燥材となった木材のオーバーフ

完成した重ね梁はどこか日本的で、現された杉の木
が周囲の風景を和らげている（写真７）。

ロー分を市場に回せば林業振興に直接つながる。家庭
での防災の取組みで言われる備蓄食料の「ローリング
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ストック」の考え方が生かせないか。町の主幹産業で

も報告されて仮設住宅のひとつの定型として認知さ

ある林業が防災、事前復興に役に立つということへの

れている。②大工さんの技術を未来へつなぐ伝統工法

気づきが更に前向きな検討を推し進め、津波の被害で

による仮設住宅は 3.11 後の早い時期に提案されてい

寸断されない高規格道路の建設で出た土砂で生まれ

た。③軸組み工法にこだわらず、ツーバイフォーや木

る谷間の広場を敷地として備蓄倉庫を実際に設計し、

質パネルなど（もちろん県産材）を活用して施工性の

建設することになった。2016 年度、徳島県の林業振

高いプレハブ的な工法を極めるグループ。④今回述べ

興課、住宅課に建築士会、地元の林業者の皆さんで本

てきた柱材など限定した材料で構成され木材備蓄と

格的な議論を深めて実施設計を行い、2017 年度、実

セットで考えていく重ね梁構法による仮設住宅。

際に倉庫が建設される予定である。仮設住宅に使う

これら四つの仮設住宅が徳島モデルとして検討さ

3m 材、4m 材を備蓄しておく倉庫そのものも柱材建

れ、報告書としてまとめられた。一口に木造といって

築で考える。倉庫も中身の備蓄材が出て行った後は住

も様々な方向性があり、それぞれによいところがある。

宅にできるプランを考えておく。積み重ねた柱材でシ

答えをひとつにまとめきらずにそれぞれの方向の可

ンプルな切妻屋根を構成する。流通面、実際の備蓄環

能性を探っていくことが林業県ならでのアプローチ

境や狂わない保管方法など解決していく課題は多い

であるといえるのではないか。

が、「柱材さえあれば」というシンプルな着想は実現
性も高いと受け取られ、まずはやってみようという話
に帰着する。

写真８

備蓄倉庫モデル

期せずして立面に「木」が現れる

６．再び仮設住宅へ
県産材と木造仮設住宅。徳島県の林業振興、県産材

図５

津波水位予想図（徳島県 HP より）

利用を推進する動きと応急仮設住宅徳島モデルの開
発の機運がついに直接的に結びつきはじめた。

しかし、図面だけ準備できてもそれはまさに「絵に

①前述の、福島での木造仮設住宅で高い評価を得た

描いたもち」でしかない。被災した我々が、家族や廻

板倉構法。仮設期を過ぎたいわき市の仮設村で、設計

りの人たちもみんなが被災した状況の中で、仮設住宅

段階から想定されていた二戸一の仮設住宅を一戸に

の建設に取り組むことができるのか。材料の調達、施

再生する計画が実際に実行されて、材料の転用率など

工技術者の確保、配置計画、施工管理・・・。よほど
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周到に計画ができていてもそう簡単にものごとはす

りも、今続いている繁栄が続いていく喜びへ。いわば

すまないであろうことは東日本大震災や熊本地震な

「栄続」へ。

どの実際を見聞するだけでも想像に難くない。主要な
プレカット工場は沿岸地域に集中している徳島で、ど
こに材料が確保されてどこで材料加工が行なわれる
のか。どうあるべきであるとわかったとしてもすぐに
解決できるはずのない問題が山積している。平時の流
通ルートが非常時に動くのか。移動が困難になる発災
後、エリアごとの施工体制や連絡網を想定しておくべ
きではないか。行政に働きかけながら、先進未被災地
の取組みを参照しながら実効性のある体制作りやシ
ミュレーションを継続していきたい。

７．防災から栄続へ
この間、こうのすまい二期工事ではじまり備蓄倉庫
計画や応急仮設住宅徳島モデルでは屋根として設計
された重ね梁の手法は、徳島県最南端に位置する海陽
町の施設で先んじて実際の屋根架構として実現した。
三間間口の、木造としては比較的大きな空間を覆う屋
根（写真９）は構造の専門家による数値的裏づけを得
ており、さらに普遍的な構法としてひろがっていくベ
ースができているといえる。
長尺材がとれる町産材はかねてより町民の誇りで
もある。町産材活用のショールームの役割も担うこの

写真９

梁間、桁行ともに三間の大空間

施設、見学者の間では、「あの屋根の木材が仮設住宅

自然素材がいい、木の家は豊かでおしゃれで癒され

になるらしい。」と、間違って情報が伝わっている場

る。木を使うことで荒れた山に手が入り整備されて鹿

面に出くわすこともあるが、地元の木材と自分たちが

や猪は山へ帰る。山の保水力があがって治山につなが

お世話になるかもしれない仮設住宅がどこかでつな

る。身も心も傷ついてしまった被災者が、楽にいられ

がっているという認識は、これからさまざまに防災に

る空間を、癒される空間を木でつくる。木質化する。

関する物事を動かしていくのに力となることは間違

もちろんそのほうがいいよね、ということを実現する

いない。

ための取組みが木材の備蓄につながって、うまくいけ

「環境」という言葉が使われ始めて、それまでの例

ば山の復興につながっていく。普段していることが実

えば「公害対策」のもつ負のイメージが払拭され、そ

は事前復興につながっている。事前復興が日常の中に

ういったことを考えて実践することがよいことであ

組み込まれていて、知らぬ間に継続されている。大き

ると、プラス思考であると認識されるように世の中が

なサイクルを俯瞰的に見ることで日常の瑣末なこと

導かれたように、「防災」といういわば土木的な観念

を見直し、非常時のための備えが日常を豊かにする。

を乗り越える言葉はないものか。災害を防ぐというよ

そんな、「栄続」のための取組みを広げていきたい。
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