公会堂さるく＆トーク

ダイジェスト

2013 年 11 月 3 日（日・祝）に開催した長崎市公
会堂さるく＆トーク。設計を担当した渡辺満氏、
DOCOMOMO Japan 名誉会員の兼松紘一郎氏を迎
え、長崎市公会堂の歴史と建築的価値を再認識す
る貴重な機会となりました。当日は、約 150 名の
方にご参加いただき、トークセッションでは会場
からたくさんのご意見を頂戴しました。

第1部

さるく

竣工）、新興善小学校（1936 年竣工）、勝山小学
校（1936 年竣工）などモダニズムの先駆けとい
える公共建築が失われました。戦後最初の公共建
築としては、長崎国際文化会館（1955 年）も既
に失われています。武先生の水族館と公会堂、今
井兼次の二十六聖人記念聖堂、白井晟一の親和
銀行は、日本のモダニズム建築の頂点といえる
1960 年代の建築群で、日本中の建築学科の学生
が長崎詣でに来ていました。長崎の建築文化は、
明治大正時代までの和（日本）、華（中国）、蘭（西
洋）と近現代建築が卓袱状態であることが特徴で
す。しかし、昭和戦前期や 1960 年代の建物が現在、
軽視され、失われつつあります。他都市では、公
会堂は重要文化財等に指定され、都市のシンボル
として生きています。長崎は昨年、世界新三大夜
景に選定されましたが、この夜陰に紛れて、公会
堂は失われて良いのかと問いかけました。

武基雄氏の傑作の一つ。近代建築遺産は気付かないうち
に無くなってしまうことが多く、由々しきことと常々思っ
ております。是非この 貴重な遺産を後世のために美しく
保存し、かつ活用されますことを祈念致します。」
上山良子：ランドスケープ・アーキテクト、長岡造形大
学名誉教授 / 前学長
「長崎は世界に対して平和と文化の大切さを発信できる日
本を代表する都市。未来に継承すべき平和と文化のシン
ボルを残す意義は計り知れない。」
内原智史：ライティングデザイナー
「地球で何を大切に大事にしていくかの議論はとても必要
であろう。ただ便利になるとか利権だけで判断してはい
けない時代ではないだろうか？」
角舘政英：照明家・ぼんぼり光環境計画代表
「長崎市公会堂は、長崎の価値ある歴史・文化・環境と共に、
使命をもって今も生き続けています。保存は義務です。」
金子悦輝：AGLOBE『ARCHITECTURE GLOBE』代表
「波佐見の講堂が、町のシンボルである様に、長崎市公会
堂は長崎のシンボルではないでしょうか。」
立石聰：NPO 法人波佐見講堂ファンクラブ代表
「原爆被災地長崎を復興再生した、その主役の長崎市公会
堂を市民が歴史的、文化的記念碑として残すことを世界
は注目している。」
柳澤璋忠：建築家・横浜市民・年金生活者
（五十音順、敬称略）

研究会副代表の鉄川による、豪華な緞帳の解説か
ら始まった公会堂さるく。続いて登壇した渡辺氏
は、舞台上や周囲の人の顔が見えすいように工夫
した客席やロビー、家具、階段などへのこだわり
を解説。公会堂という公共の場を限られた予算内
でどう実現したかを実物を前に語っていただきま
した。また、通常入ることができない奈落や楽屋
なども見学しました。

第2部

トークセッション

ナビゲータ：渡辺満（建築家・武基雄研究室 OB
長崎市公会堂設計担当）/ 兼松紘一郎（建築家・
DOCOMOMO Japan 名誉会員）/ 林一馬（建築史家・
長崎都市遺産研究会代表）
モデレータ：中村享一（建築家・長崎都市遺産研
究会副代表）/ 鉄川進（建築家・同副代表）
その他：参加者の皆さん

勝山小学校（1936 年竣工）

3. メッセージ紹介
公会堂さるく＆トークに寄せられたメッセージ
を研究会の中村副代表が紹介。大事なことを浮か
び上がらせたいという思いから、50 文字でのメッ
セージをお願いしましたが、納まりきらない思い
をたくさん頂戴しました。時間の都合上、会場で
は下記 4 名分を読み上げ、他の方についてはスラ
イドで紹介しました。
早稲田大学で、武先生と同じ時期に教鞭を取られ、日本
建築家協会会長もされた穂積信夫先生。
「今治で育った丹下の建築を大切にしている町に比べて、
長崎の建築家、武基雄の作品を次々と壊している長崎を
悲しく思っています。」

戦後の近代建築の先駆けとなった霞が関ビルや、ハウス
1.DOCOMOMO の評価と保存・再生要望
テンボスを設計された池田先生
兼松氏からは、これまでのドコモモの活動と
「原子爆弾の被爆都市長崎が全世界に発信した “ 平和宣言 ”
1920 年頃から 1970 年代までの近代建築につい
の貴重なシンボルといえる “ 長崎市公会堂 ” は、単に長崎
市の一建築ではなく、全世界の人々が心に留めるべき意
て、建築家・武基雄についてもご紹介いただきま
義を内蔵した極めて重要な建築であります。 末永く大切
した。日本の近代建築を世界に伝えるために日本
に保存せねばならない責任と義務があります。」
独自の建築である木造の学校、料亭などを 20 選
では意図的に選びました。その後、100 選、150
DOCOMOMO 前代表の鈴木博之先生
と増え、更に 164 選になります。これらに優劣の 「いかにも武基雄先生らしいすっきりしたシルエットの長
崎市公会堂は、いつまでも残り続けてほしい。」
差はなく、各地の風土を捉えた建築は、どれもそ
の土地によってはかけがいのない建築。世界遺産
現 DOCOMOMO 代表の松隈洋先生
にもなったシドニーのオペラハウスと同等の価値 「戦後復興の象徴であり、被爆地長崎を生きる人々に勇気
と励ましを与えてきた貴重な建物を簡単に葬り去ること
があるという基準で選定しています。長崎市公会
は、長崎自身の歴史を失うことであると思います。父の出
堂は原爆復興のため、長崎に新しい文化を築こう
身地でもあり、被爆者でもあるので他人事ではありません。
と建設された、地域に根付いた建築であること、 どうか良い方向へと事態が動くことを願っています。」
長崎市民だけのものではなく、日本の宝であると
その他、下記の方々から、メッセージを頂戴しま
評価をいただきました。
した。紙面と印刷工程の都合上、当日の配布資料に
は掲載できませんでしたが、会場内で発表しました。
2. 長崎の都市の文脈
「人口減少の時代に建て替えることが、豊かになることか
研究会の林代表が、長崎の都市、或いは建築、 今一度考える時ではないでしょうか。便利になるだけで
文化的空間的に貧しくなるだけの事例も多いのでは。市
文化的な文脈の中で公会堂はどう位置付けられる
庁舎ともども時間をかけて将来像を模索してはいかがで
か、大航海時代から港を中心に発展したまちの変
しょうか。」
遷と長崎の建築遺産を解説。海外交流の足跡が見
鯵坂徹：建築家・鹿児島大学大学院教授
られることがこのまちの大きな特色ですが、1 つ
は中国との交易による興福寺を代表とする唐寺。 「長崎は素晴らしい自然の風景と独特な土地の記憶の遺産
に恵まれ、その多様性が故に人々を魅了してきました。
もう 1 つは外来技術による眼鏡橋を代表とする
この街の価値はこれらの『資源』を生 かしていくことに
アーチの石橋群。更に、国宝大浦天主堂を代表と
よって、これからも無限に高まる可能性を持っていると
確信しております。しかし、現状を見てみますとこの資
するキリスト教関連遺産が、現在、世界遺産登録
源が生かされていない場所も多く見受けられます。残っ
を目指しています。グラバー住宅を代表とする幕
ている歴史的に意味のある建築が思ったほど多くないこ
末期の洋風建築は長崎にしか現存しないため、実
とも残念な限りです。この土地に築かれてきた、その 時
代、時代の創り手による創造的な建築ならびに周辺環境
は非常に価値が高く、他に明治大正期の洋館が居
は次世代へと継承されていってはじめて、街の『記憶が
留地に残っています。しかし、高島炭鉱社（明治
重層化』され、その地独特の豊か な街が構築されること
中期）を筆頭に近年、たくさんの洋館が失われて
は言うまでもありません。時代の求めに応じ、人のため
に最もふさわしい解として形にしていく、公の建築やラ
います。長崎のまちは洋館が特徴だと言われます
が、戦前期にできた小中学校の質が非常に高く、 ンドスケー プ。建築家の技量は勿論のこと、そのために
かけられる膨大な関係者たちのエネルギーは計り知れま
それに気付かないうちに、磨屋小学校（1927 年
せん。長崎市公会堂は都市の中の建築を考慮され続けた、

4. 意見交換
ナビゲータや会場参加者からの意見交換の内容
に適宜、編集を加え、以下にまとめました。参加
者については、匿名で記載させていただきました。
鉄川：これから、皆さんにお話を聞かせていただ
いたり、或いは 3 人の先生方への質問等も含めて、
あと少しの時間、お話を続けていきたいと思って
おります。実は、当初、壇上に全員が上がれる程
度の人数を予測し、こんなにたくさんの方に来て
いただけるとは思っておりませんでした。結果的
に、私の立ち位置が非常に微妙なところで、どこ
に立って良いのかわからない状況になっておりま
すので、ウロウロしながら進行させていただきま
す。ぜひ、挙手でも結構ですし、もしなければ私
が目が合った人を当てますので、お話をいただき
たくお願いします。お名前と、よろしければ所属
をお話いただき、これまでの 3 人の先生方のお話
に対して、或いは、皆さんのお気持ちをお伺いで
きればと思います。壇上と場内にマイク係がおり
ますので、積極的なご参加をお願いします。では、
どなたかいらっしゃいませんか？
参加者：公会堂を残そうと思うには、どのような
ことをしたらいいのか聞かせて欲しいと思います。
鉄川：この質問の答えを、どなたにふってよいの
かわかりませんが、どうしようもないときは、研
究会の代表にまわすことになっております。
参加者：〇と申します。昭和 37 年、この建物が
できたときに私は長崎○○という会の運営委員を
やっておりました。今までは三菱会館やカトリッ
クセンターでやっていたのが、この建物が出来
て、本当に素晴らしい建物だと思ったことがあり
ます。第 1 回は、坂本スミ子さんに来ていただい
て演奏した経験があります。その後 50 年経った
わけですが、私も合唱団などで、この舞台には 30
回余り、客席には何百回と座りました。
しかし、いろいろ考えると、非常に問題点の多
い建物だと私は思いました。何故かというと、1
番目はトイレの数が決定的に少ない。これが最大
の問題です。我々が演奏会をするときに、女性用
トイレの並び方を見ながら休憩時間を決めなけれ
ばいけないという非常に大きな問題があります。
2 番目は、非常口が 2 か所しかないこと。火事が
あったら席によって出にくい、という大変な問題が
あります。3 番目はエレベータがないこと。何故、
エレベータがないのか、最初に設計するときに考え
なかったのか。それから、音響について。残念なが
ら私どもが音楽会をやるときに、場所によって音が
非常に悪い。以上のように問題点が非常に多い建物
ですが、やはりそういう建物でも残さなければなら

ないのか、という私なりの心配があります。
鉄川：ありがとうございます。今日は、それぞれ
のお気持ちをお伺いするセッションでございます
ので、どういう方向性でも結構ですので、ご意見
をいただきたいと思います。
中村：この建物の殆どは、50 年前につくられた
当時のものが、今もそのまま残っているという現
状です。例えば、皆さんが住宅にお住まいのとき、
50 年前の状態で、エアコンが効かないとか水道の
出が悪いとか、湯沸かし器の効率が悪いだとかを
論じて住まわれますか？やはり、その時代によっ
て少しずつ改善したり、ライフスタイルに合わせ
て改善されていると思います。
どうやって残せるかということの一つは、使い
やすさをどう作り直すかということで、公会堂で
は、あまり努力をしてこなかったと思います。そ
ういう点を含めて問題があるのは承知しています
が、50 年間使い続けられるものを一番最初に作っ
たことの凄さをもう一度見て欲しいと思って我々
はこういう機会を設けました。使いにくいという
点に関しては、まだまだ改良できると考え、今回
の企画をした次第です。

兼松：中村さんが言われたことは、もっともなこ
とです。私は幾つかの、建築を残していくための
委員会に関わっています。例えば、一つは名古屋
近郊の愛知県立芸術大学。これは、吉村順三とい
う建築家の設計したキャンパスですが、一つはや
はり耐震の問題があります。もう一つは教育の仕
方や今の時代の学生さんにうまく対応できない。
例えば、女性が多くなってきたが、女性用トイ
レが少ないとか。それをどうしようかということ
を検証する委員会をやっています。いろんな問題
がありましたが、基本的には全部残すということ
になりました。ただ、トイレはないといけない。
耐震改修もしなきゃいけない。それからバリアフ
リーもあります。足の悪い人が 2 階に行くときに
どうしなければいけないか。それは、今の時代に
合う機能として、手を入れていけばいい。その時
に一番大切なのは、その建築がもっている、何が
大切でどこをきっちり捉え、それを壊さないよう
な形で機能を今の時代に合うようにしていくかと
いうことを考えれば良いのです。
この公会堂も、トレイの問題やエレベータがない
という問題が出ていますが、エレベータを付ければ
いいのです。一部を増築すれば良いのです。その増
築の仕方をどういう風にすれば良いか。耐震の問題
がある場合は、今の新しい技術で検証し、手を入れ
るときに、この価値を損なわない、長く使い続けて
きたものと考えれば良いのです。
それから、もう一つ。愛媛県のレーモンドという
建築家による町役場（旧広見町庁舎）があります。
そこも同じようなことがありました。建替えるとか、
いろいろありましたが、基本的には小さい町役場で
すが、鉄筋コンクリートの 3 階建てに、木造で増築
をすることになりました。その際に、町の中のあり
方を壊さないようにする。では、増築はどのような
姿にすれば良いのかということを延々と 2、3 年積
み重ね、合意ができてやってきました。
このように事例はたくさんあります。壊されて
しまう方が、むしろ数が多いけれど、そのような
ことを一生懸命工夫しながらやっていくこともあ
ります。やはり、一番大切なのは、どうしても公
共建築の場合は、それを仕切る行政サイド、市長
を始め、議員さんなど、そういう人達が自分達の
まちの中に、建築がどういう位置づけにあるかと
いうことをきっちり考え、検証し、そういうとこ

ろにお金をかけてきっちりしていくということ。
ここの場合は、新しい市庁舎をつくるときに、
これを残してどういうことを考えていけばいいの
か、ということを公開しながら、市民の合意を得
ていく、というようなことを考えた方が良いと思
います。
参加者：〇○と申します。今日は貴重なプレゼンテー
ションをありがとうございます。こういう機会をつ
くっていただきまして大変感謝しております。今、
愛知県立芸術大学のことが出ましたが、実は、私は
５年半程、そこで勤務しておりました。しかも、公
舎にも住んでおりまして、吉村順三の住宅に住んだ
という非常に恵まれたこともありました。
長崎市公会堂は建築単体もすばらしいわけです
が、もうちょっと考えてみますと、都市の中に広
場を提供しているという面も評価すべきことでは
ないかと思っています。広場プラス建築で都市の
重要な構成要素をつくっています。例えば、おく
んちです。諏訪神社で踊った後に、こちらでパ
フォーマンスされる。それから、成人式。ここで
成人を迎え、成人式をされた人達は広場に出て友
だち同士で再会をしたり、交流したりする、そう
いうスペースを都市の中に生み出しているという
点で見逃せないと思っています。
それから、
（メッセージの紹介で）穂積先生か
ら今治の例がありました。実は、今年は丹下健三
先生が誕生して 100 年目で、色々なイベントがさ
れています。９月４日に今治で講演会があり、参
加しました。そこには、今治市公会堂と今治市庁
舎が L 字の配置で非常によく残っています。今治
でやれるのに、何故、長崎ではできないのかと思
うところもございます。
私は、広島で生まれ育ったので、原爆資料館を
しょっちゅう見ていたわけですが、丹下先生の原
爆資料館は 1951 年に出来ました。現在、国の重
要文化財になっております。そういうことを考え
ますと、その辺の年代の建築でも重要文化財に
なっているということです。公会堂がどのように
評価されるかは今後、色々あると思いますが、公
会堂、或いは長崎の歴史を踏まえながら、もう少
し広く捉えていくと、公会堂の価値が更に多面的
にわかるのではないかと思いました。
鉄川：今日、お見えの方で私からもご意見をいた
だきたい方がいらっしゃいます。郷土史家の先生
がおいでですので、よろしければ何かコメントを
いただけませんでしょうか。
参加者：郷土史家と言われると非常にまずいので、
私は郷土史愛好家でございます。専門家ではござ
いませんので、その点予めご了承いただいた上で
お話します。
実は私もこの公会堂を年に１回、「〇○○○の
会」で有名な人を呼んで講演会を毎年やっており
ます。2,000 人近くの人達を集めますので、やる
とすればここでやるか、ブリックホールでやるし
かないのです。１回ブリックホールでやりました
が、全然不評でございました。という意味で、先
程いろいろな方からお話がありましたように、こ
の場所というのは、歴史の面で申しますと、林先
生がおっしゃったように系列の中で（判断する必
要があると思う）。私も勝山小学校出身ですが、勝
山小学校も何故あのようになくなってしまったの
か、と残念でたまらないものでございます。そう
いう系列の中で、これから百年先ぐらいを見通し
てこれを残すかどうかの判断をしていく、そうい
う必要があると思うのです。
そして、そのためにはやはりここを使っていか
なくてはなりませんし、使っていくためには、不
便なところ、特に一番心配なのは安全かどうか、
バリアフリーの問題、そういうところをクリアで
きるのか。そこら辺を専門家の皆様にも、もっと
早くから、ちょっとお話を聞いておけば良かった
なと、今、残念に思っているところです。今日、
話をお聞きしまして、非常に色々な点で意を用い
て作っておられる。そういうところもございます

し、そういう技術や経験というのは、新しい建築
でも利用できないとは言えないわけです。その点
だけで、ここを残す理由にはなりませんので、ぜ
ひここを残すことが出来るためには、やはり、今
後、この建物を有効に活用しながら、しかも、建
築的に新しいエレベータ、或いは新しい照明、或
いは手洗いの問題など、そういうものを入れて新
しく作るものと、こちらの方が経費的にもどうな
のかという点も含めて総合的に判断して頂かなけれ
ばならないのではと思います。
端的に言いまして、安全かどうか、そして、新し
い技術を入れて（検討してみる）
。この建物を作る
時の人間の大きさと今の若い人の大きさがかなり違
うので頭をぶつけそうな所もあり、椅子が窮屈なと
ころもある。そういう点まで含め、新しい時代にま
だ使って、今後継続できるかどうかをぜひ専門家の
皆様に検討していただき、その結果も踏まえて保存
を。私は、この場所にぜひ、こういう形で残してい
ただくのがベストだと思います。ただ、
それだけ言っ
てもどうしようもありませんので、ぜひ皆様方にも
う一回知恵を絞っていただきたい。これは、お願い
というか、歴史家という立場では全然話になってい
ませんが、お許しいただき、私の意見とさせていた
だきます。どなたがどう、ということは申し上げま
せんが、お答えいただける方がおられたら、ぜひよ
ろしくお願いします。
鉄川：ありがとうございました。もう少し知りた
いところがある、ということですが、ここの設計
をされた渡辺さんから、少し絵（スライド）も含
めて説明があるということです。渡辺さん、どう
ぞよろしくお願いします。
渡辺：武先生がどんな先生かということで紹介し
ます。写真①は丹下先生と一緒に、②これはルイ
ス・カーンと一緒です。③これは、最初の模型で、
我々の手作りです。④これは、図面が出来上がっ
たときに市役所にお納めしたプロが作った模型で
す。この模型は今、どこにあるかわかりませんが
大変立派な模型でした。⑤これは、工事がどんな
風だったかということで、これは現場の役所の小
屋です。⑥これは、現場の人が働いているところ。
⑦これは、鉄骨を組んだところです。下に大長崎
の表示がある。こんな風だったのです。⑧これは、
そのときに大変一生懸命やってくれた人です。⑨
これは、出来上がった日で、雨が降っていました。
⑩ここにある家具などは、全部その頃のものです。
武研究室にはそうそうたる人達がいました。例
えば、菊竹請訓さんが第１号の先生のお弟子さん
です。そして仙台に、最初から公会堂を作られて
います。あれもコンペだと思います。そのすぐ後
に体育館というかレジャーセンターを作られてい
ます。武先生はまだ助教授になられていなかった
と思いますが、レジャーセンターというしゃれた
名前をつけられました。
武先生の考え方は非常によく出来ていまして、
いる人間が自分で考えて一生懸命やれという教育
でした。それで、たまたま私はまだ生きていて、
他に知っている人がいないので、ここに来れたの
ですが、学閥、閨閥（けいばつ）とか、色々な種
類のお弟子さんに対しては、誰もそう思わないの
が集まったのが武研究室でした、ということを申
し上げます。
そこで、１個１個、担当者がおりますので、担
当者の意思がたくさん働くというのが、武先生の
本当の良さです。武先生の本当の良さは、教育者
として一人ひとりの個人の人生というか、設計業
になろうが、学校の教師になろうが、設計、建築
に関係がある。武先生は建築家でしたので、構造
家さんや、一番大事なのは建てる人達、いわゆる
土建業者なる人達も凄く大切ですが、先生のご専
門である設計をどういうふうにしたら設計ができ
るようになるだろうと。これは、死ぬまでうまく
出来ないだろうと、私なんかはつくづく思ってお
りますけれども、一人ひとりの教え子が自分の足
で立ってやれということを身をもって示された
し、我々全員がそう思っています。ですから、ス
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メイキングオブ長崎市公会堂
写真：渡辺満氏提供

⑥
ピンアウトの連続のようなものです。それは、う
ちの研究室でございました。私でないと知らない
ことなので、言っておきます。
鉄川：ありがとうございました。今、写真を出し
て頂きましたが、こんなに早いとわからないと申
し上げましたところ、使用許可を頂きましたので
facebook にあげておきます。興味のある方はご覧
いただければと思います。Facebook も便利なもの
で長崎で発信しますと、色んなところからお出で
いただきます。少し遠方の方からもお話を聞きた
いと思っておりますが。では、そちらの方、先に
お願いいたします。
参加者：私は長いこと県庁にお世話になっていた
〇○というものです。実は、長崎の市民力が公の
建物をがんばって残したという歴史が一つありま
す。それは、香港上海銀行が、長崎市の方では取
り壊すという結論が出た後に、若い人達が、市内
の若い青年達が絶対壊したらいかんという、長崎
では珍しい、市民力がものを言った実例がござい
ます。
公会堂の問題も議会あたりが、本当のことがわ
かって計画を立てたのではないのではないか、と。
何となく誰かが言いだして、それ行け、それ行け
と言って、気付いたときはもう手遅れだった、と
いうことが、戦後の長崎のまちづくりを考えてみ
ると、たくさんございます。元々、この公会堂や
県立図書館、水族館、ロープウェー、こういうプ
ロジェクトは被爆都市の長崎を世界に呼び掛けて
お金を集めて再建しようと、長崎文化都市建設法
という特別立法で、今も私は残っていると思いま
す。廃止になったということは聞いておりません
ので、そういう井戸を掘った人達の哲学を本当に
わかって物事を決めているのなら納得できると思
うですが、実際は無関係に政治家の一部の人達の
力でことが運ばれることは、非常に問題が多いと
思います。その点をぜひ、東京からお見えの渡辺
先生、兼松先生に、ぜひ市民力を使ってうまくいっ
たという例がございましたら、お教えいただきた
いと思います。
それからもう一つ、市民力をまとめてくれたの
が、この公会堂を建設した大長崎建設の社長をし
ていた中部悦郎さんという経済人がいるわけで

す。この方は、本来、県や市など公共団体がやる
べき長崎の復興を、当時は県も市も占領軍相手の
仕事が忙しく、まちづくりになかなか手が回ら
なかったことによって、商工会議所が中心になっ
てやってもらいました。その一つがこの公会堂で
もあるわけです。長崎がもっている本来の市民力
と言いますか、ちょうど出島を作った昔、何名か
の地主さんがおりますが、そういった長崎の再建
のため、或いはこういった由緒ある建物を残そう
という運動にぜひ活用していただきたいと思いま
す。よろしくどうぞお願いします。

絵ハガキより、左が旧香港上海銀行、右は長崎ホテル（現存せず）

鉄川：実は先程ご紹介した遠方からお出で頂いた
という方ですが、沖縄からはるばるお出で頂いた
と伺っております。沖縄で保存活用運動を行われ
ている方とお伺いしております。
参加者：皆さんこんにちは。沖縄から来ました〇
○○といいます。何故、沖縄からわざわざ長崎ま
でと思うかもしれませんが、ちょうど同じような
環境です。那覇市民会館という建物が建設当時、
まだアメリカの占領下にあり、その時期、沖縄の
文化というか、沖縄が自立するために作るという
ことで、がんばった建物が那覇市民会館です。そ
れが今、那覇市長が解体するとは言っていません
が、新しい市民会館の建設位置が決まりました。
古い建物を今後どうしていくかと。市長は解体し
て新しいものを作る気だと思われ、言葉にはして
いませんが、そういう時期に、この長崎での集ま
りがあるということで、他府県ではどういうこと
をやっているのか勉強しに来ました。
今日の話をお伺いし、この建物を見て、長崎は
凄くいいなと思いました。古い建物もたくさん残っ
ているし、素晴らしい建物も残っている。この会
の発表メンバーを見ると、偉い先生がいっぱいい
て、知識人がいっぱいいます。何故、私がここに
いるかと言うと、私は那覇市民会館を考える会の
代表で 49 歳です。その中で一番年寄りです。この
若さでどう動いて良いのか、先輩達の力をこれか
らどう借りて行こうか、という中で出てきました。
那覇市民会館とこの建物の違いですが、那覇市
民会館も同じようにエレベータがありませんでし
たが、後でエレベータを見えないように増築しま
した。スロープも後で階段を壊して増築していま
す。客席の間隔が狭いという話が出ましたが、那
覇市民会館も 5 年程前に、1,800 入る客席数を減
らし、間隔をあけて 1,500 ぐらいに改修工事をし
て使えるようにはしています。が、やはり解体し
ようと。
一番の違いは、構造体、コンクリートの違いが
大きいように感じました。多少、クラックが入っ
ているのが見受けられますが、当時の建築技術が
良かったのではないかと思います。那覇市民会館
はコンクリートの塩害が大きく、剥離し、だいぶ
崩れていて危険だと言われています。現在の建築
基準法には合わず、耐震改修が必要だと言われて
いると思いますが、公会堂の場合は見た目、私た
ちの那覇市民会館と比べるととても恵まれている
な、残した方がいいなと感じました。
鉄川：遠方という話でもうひと方、ご推薦がござ
いました。〇○さんにコメントをいただきたいと
思います。
参加者：〇○と申します。イタリア出身です。長
崎にはもう 30 年ぐらい前に来て、長くこのまち
で暮らし、故郷だと思っています。私の外国人の

友だちや、よそから来ている方達の中でよく話を
しているのは、長崎のことを愛しているのは私た
ちの方です、長崎出身の人達ではありませんと。
つまり、長崎らしい、長崎の個性を守りながら他
のまちとは違うところを残しながら、この美しい
まちをずっと残したいところです。
それで、話を聞いていて、すごく小さいところ、
トイレや危ないところ、エレベータの話が出てい
ますが、そういうところは問題ではないと思いま
す。私の国では何百年も前からの建物はまだ使っ
ています。私の大学は 1500 年代に建てられた建
物です。まだ授業もやっています。卒業式もそこ
で行われていますし、ガリレオ・ガリレイが使っ
ていた木造の居宅も残っています。大した居宅で
はありませんし、芸術的な価値もありませんが、
昔のことを残しながら現代人はどこに行けばよい
のかということが見えてくるのではないか、とい
う考え方ではないかと思います。
長崎こそ、原爆を忘れてはいけないとか、平和
がどうこうと言っているにも関わらず、まちづく
りとしては、昔のことを消そうとしています。要
するに、長崎の個性を残したいのか、或いはどこ
のまちとでも同じような建物にしたいのか。金太
郎飴のようなまちにしたいのか。これが大きな問
題だと思います。これを長崎の人は考えないとい
けないということです。
最後に、ではこれを残すためにはどうしたら良
いのか。内部を工夫しながら、現代的な、人間に
合うようにするのは幾らでも出来ます。しかし、
この建物の姿を長崎のまちから消していいのかと
いうことが大きな問題だと思います。
鉄川：ありがとうございました。皆さんのお話
を伺っているうちに予定の時間まであと 10 分に
なって参りました。あと、お一方かお二方にお話
を頂ければと思います。
参加者：私が最初に質問しましたように、市民力
のためには、どのようなことを協力していったら
良いのかということをお聞きしたかったのです。
鉄川：最初にご質問いただきましたが、今日は皆
さんの意見を伺おうということで、責任ある回答
がなかなか難しいところもございます。最後に当
会の会長がご挨拶しますので、その辺も含めて回
答をいただければと思います。
参加者：〇○と申します。本日はわかりやすくて
おもしろいお話ありがとうございます。渡辺さん
に質問です。お話の中で、ここは劇場でもないし、
映画館でもない。ここは公会堂であると強調され
ていて、ご案内されていた時も、公会堂だから冗
長性をもたせたような形にして、色んな人が会う
ような公共の場をつくるということを設計理念と
しているとおっしゃられていました。
公会堂というビルディングタイプをかなり強調
されていますが、公会堂として設計する上で研究
室の中でどういった議論があったのか。また、研
究室外でも、長崎市が、市民会館でも文化会館で
もなく公会堂という名前を出されていたので、ど
ういう議論があったのか。研究室内外でどういっ
た議論があったのかという点と先行事例（との関
係について）。先程も都市の文脈の中でこの公会
堂があるというお話がありました。日比谷公会堂
も日比谷公園との関係性があります。そういった
先行事例の公会堂との関係で、設計されたときの
思想というかお話を伺いたいと思います。
渡辺：今のお話は大変具体的ですが、例えば我々
の仲間同士で、或いは研究室でどんなことが話さ
れたかというのは、生活の一部分を切り取ること
なので、意外にわかりやすくても具体的ではない、
と思います。そこで私は、同じことですが、具体
的な方法でお答えします。
我々は歩いて来て、そして人に会って挨拶をし
て、全て出来るのは五感に、目で見える、或いは
聞こえる、ボディーランゲージがわかるというこ

と。ですから遠いところに来ても、ちょっと見て、
あの人が来たとわかる。目が悪い方がいらっしゃ
るので、私は目だけとは申しません。ですが、建
築の場合の基本の大部分、多分 80-90％は、目で
どういう風に見えるだろうかということになります。
そこで、公会堂と商業劇場が違うのは、商業劇
場ではお客さんは切符を買ったら座って舞台でお
金を払った分に対するパフォーマンスを見て楽し
んで帰る。公会堂は来る人達と、やぁまた会った
林：たくさんの方にお越し頂きまして、心からお礼
ねとか、次のクラス会はどこでやろうかとか、お
を申し上げたいと思います。実は、この「公会堂さ
花見はどう、とか話をしながら、中にいる人達が
るく＆トーク」をやろうかというのは、わずか 2 カ
お互いに目線で、或いはしぐさでコミュニケー
月程前のことでした。私自身は今年の初め頃に、長
ションが出来るような。そのためには見えなけれ
崎新聞に投稿させて頂きまして、この問題はわりと
ばならない。これは、商業建築とは違う。
大きな問題ですよということはしたつもりですが、
そして、先程、前例（先行事例）とおっしゃい
なかなか、どうして良いのかが実はわかりませんで
ましたが、日比谷公会堂をやったときには、そう
した。今も、
実はわかりません。先程、
会場の方から、
いう要素は考えていないと思います。何故かとい
うと、東京都というのは大きすぎて、その頃は東 「どうすればいいの？」という本当に切実なお声を
頂いたんですけれど。どうしたら良いのでしょうか。
京市でしたが、市民の集うコミュニティセンター
今の段階では、先ずは、様々な方が声を出す。或
という言葉は、そもそも言葉では成り立っても実
いは、こういうアイデアがある、ということを寄
際は成り立ち得ないわけです。そういうことはあ
せる以外にないのではないかと、これが一つだと
り得ません。ですから、非常に多くの場合に、コ
思います。今日は、たくさんの方々にご来場頂き
ミュニティという言葉とそのスケール、人数とい
ましたが、同時に東京からは、この建物の実際に
うのは、大変簡単な数学的な関係があると私は固
設計、施工の監理をされた渡辺満先生、そして、
く信じています。
DOCOMOMO Japan の前幹事長の兼松先生にもお越
我々の間でも、研究室の者同士の間で、或いは
しいただきありがとうございました。
武先生も含めて（議論されました）。多くの場合
それで、今後どう考えていくかということに、た
武先生を含みますが、先生は民主的で声が大きく、
くさんの方から、様々なご意見、或いは示唆を頂い
お酒を飲むのが好きなので、しょっちゅう話し合
ております。整理することは、なかなか難しいです
いがあるわけです。その時には、私の言う方が勝
けれども、一つは問題が多い建物である。現在から
ちますし、勝ったから出来たわけです。
みて、欠点も多い。まあ、当たり前です。50 年も
それで、前例と公会堂についてのご質問に合わ
経てば皆さんのお宅だって 50 年前のものがそのま
せたつもりですが、建築の設計というのは具体的
です。その中で本当に具体的なことについては今、 ま使えるわけではない。或いは当時の設計の技術。
渡辺先生は一生懸命なさったのですが、やはり現代
申し上げました。次に具体的なことはお金がかか
と比べると劣っているところ、或いは足りなかった
るとか、土地がなければならないとか。ここの場
ところはあります。
合には、自治体がお施主さんである。ということ
更には公会堂という、言ってみれば機能が多目的
は、決して市長さんがお施主さんでもなければ、
なために、最初から制限されたところがあります。
議長さんがお施主さんでもないわけで、市民がお
しかし、幸いなことに、この今出てきた問題点は解
施主さんなわけです。
決し得ない問題では全くない。現代の技術をもって
この問題をよく間違えられます。学校、大学を
すれば、仮にこの建物が耐震的にまずいとしても、
つくるときに理事長さんやお金を出す人、或いは
これだけ大きな、がらんどうの建物ですから、ごく
財団の人などがお施主さんだと思って設計する設
ごく簡単に耐震補強できると思います。この建物は
計事務所が 90％以上です。ですけれども、大学を
幸いなことに、中のホールさえ守れば良いわけです
設計する時はあくまでも学生と、そこで教える先
から、
（例えば）梁の下に梁をつければ何というこ
生達が施主である。これは病院でも同じ、市役所
とはない、柱を少し太くすれば良いわけです。そう
でも同じ、住宅でも同じです。親父さんと銀行が
いう意味では、構造的な問題、そして、設備的な問
施主だと思って住宅を設計する人には、二度目か
題はもっと楽だと思います。現代の設備技術は本当
らは誰も頼みに来ないはずです。実際には世の中
に進んでいますから。
に営業という言葉があるので変わってきます。こ
更に幸いなことに、現在 1,800 人が入るホールの
れは設計業でも営業という言葉があるので、実際
収容人数を 2,000 人にするのはきついけれど、
1,200
は大変変わっていると思います。
とか 1,000 で良いと、以前、市の方で捉えておりま
す。ブリックホールがあるので、同じようなものは
鉄川：ありがとうございました。本当に様々なお
いらないというお話でした。ますます楽ですね。
話を今日は頂きました。まだまだお話をお伺いし
ここでぱっと見た時に、上の方の 5 列から 6 列
たいのですが、そろそろ予定の時間が近づいて参
は切って良いし、両端だって切ってよい。物凄く楽
りました。
な改修が出来そうだと思います。その意味では、全
て問題点は現代技術をもってすれば、何ていうこと
参加者：福岡から来ました〇○と申します。県外
なもので、新聞情報でしか知りませんでしたが、 はない。もちろん、経費がかかるということはあり
ます。新築するよりは、はるかに安いはずです。
市役所を建替えるので、ここを壊して建てるとい
一方でこの建物がもっている良い点を今日は幾
うことと、県庁が移転するというのが新聞に載っ
つか学ばせていただきました。一つは、今、私は
ていました。県と市は仲良くしないといけません
舞台の上に立っていますが、客席の一番上に先程
が、県庁が移転した後に市役所を新しく建てるの
皆さんも行かれたと思いますが、これだけ親近感
か、県庁を仮庁舎として、市役所を現地で建替え
のあると言いますか、親密なホールはそう無いと
るとか、そういう方法もあると思うので、単純に
建てる所がないから壊すという発想はやめて欲し
思います。ブリックホールなどに行きますと、舞
いと思います。
台上の方の顔がよく見えない。それに比べると、
議会が決めることでしょうが、要は残すために方法
ここは、本当に皆さんが身近で、来たお客さん同
を考えておかないと、単純に残した方がいいと言われ
士も「やあ、やあ」という感じになれる。そうい
ても、じゃあ、市庁舎はどうするんだという話になる
う空間が勝っている。
ので、市庁舎を新しく建てる場所を考えれば意外とス
更には建物の外観。そんなに気張った、ある意
ムーズにいったりするんじゃないかなという期待はあ
味では斬新な建物ではないと思います。しかし、
るんです。皆さん、いっしょに考えましょうよ。
長崎の街並みの中に溶け込んだ、市民の記憶に
残って嫌な感じがしない建物です。一説によると、
鉄川：ありがとうございました。様々な意見を頂きまし
正面の形は、御諏訪さんの鳥居をイメージされて
たけれども、当会の林代表からご挨拶を申し上げます。
いるといわれています。多分、そういうこともあっ

たのかもしれません。しかし、そういう良い点を
今後、私達はどんどん発掘していかなければいけ
ないだろうと思います。
そして、何よりも大切なのは、やはり、この建
物が、もしなくなったときに、このまち全体が失
うものがもっと大きいのではないか、ということ
を皆さんと一緒に考えたいと思います。一つは、
先程から色々出ていますけれども、この都市の
持っている魅力は、歴史が様々な形で重層してい
る。或いは古いものが残りながら、より厚みを増
していくことだろうと思います。1960 年代、日
本が一番良かった時代のものを我がまちも持って
いる。それを、しかも良い形で残して持つ、とい
うことにぜひなりたい。
もう一つは、原爆の問題に対して。あの時の浄
財を集めて作られた、実は最後の施設なのです。
水族館もなくなりました。当時の美術博物館もな
くなりました。国際文化会館もなくなりました。
これが、最後なのです。そういう意味では、被爆
都市長崎が、全国に、全世界に訴えるときに、自
分のものをちゃんとしないで、平和という言葉が
そんなに簡単に言えるのでしょうか。私は、そこ
の問題があると思います。
それからもう一つは、先程どなたかもご指摘い
ただきましたが、実はこのまちの中で、この建物
が 50 年間に刻んできたのは、今、周りを見渡す
とマンションだらけですよね。その中で、大変良
い安らぎ、或いはゆとりの空間を作っている、そ
ういう魅力も多分あるだろうと思います。そうい
う様々なことを今後、皆さんと一緒に考えていき
たい。その第 1 回には、皆さんのご協力によって
何とか達成し得たのではないかと思います。本当
にどうもありがとうございました。
鉄川：これで、本日のプログラムは全て終了させ
ていただきました。本日は、本当にありがとうご
ざいました。
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