
公 会 堂
さ る く ＆ ト ー ク

プログラム
13：30~
　開会のあいさつ
　　（鉄川進：長崎都市遺産研究会副代表）
　1 部　さるく
　・解説：武基雄研究室が設計にかけた想い
　　（渡辺満：旧早稲田大学武基雄研究室）
　・館内見学

14：25~　
　2 部　トークセッション
　・DOCOMOMO の評価と保存・再生要望
　　（兼松紘一郎：DOCOMOMO Japan 名誉会員）
　・長崎の都市の文脈
　　（林一馬：長崎都市遺産研究会代表）
　
　・休憩
　
　・メッセージ紹介
　　（中村享一：長崎都市遺産研究会副代表）
　
　・意見交換：会場からのコメント

15：55~　
　閉会のあいさつ
　　（林一馬代表）

16：00　終了

主催：長崎都市遺産研究会

後援：一般社団法人日本建築学会九州支部歴史・
意匠委員会

                 DOCOMOMO Japan
　　　　一般社団法人長崎県建築士会
　　　　早稲田大学校友会長崎県支部

協賛：

協力：株式会社 川澄・小林研二写真事務所

公会堂さるく＆トーク実行委員会：
林 一 馬・ 中 村 享 一・ 鉄 川 進
三 浦 豪 介 ・ 泉 ル ミ・ 佐 保 肇
久 保 圭 樹・ 武 佑 次 郎・ 高 津 昭 生
川 瀬 智 子・ 牧 圭 子・ 藤 本 陽 一 郎

原 爆 復 興 を 象 徴 す る 公 会 堂 は、

長 崎 出 身 の 建 築 家・ 武 基 雄 の 代 表 作。

戦 後 の 貴 重 な 近 代 建 築 遺 産 と し て、

次世代に継承したい市民の共有財産です。

1. 竣工当時（1962 年）のまちなみと長崎市公会堂 長崎市公会堂は、第二次大戦後の復興期に当たる
昭和 37 年 (1962) に建設されました。それは当時、
甚大な原爆被害を受けた長崎市を恒久平和の象徴
都市として再生させる「長崎国際文化センター」
構想にもとづく一連の文化施設、その中核施設と
して計画され、建設されたものでした。第１回東
京オリンピック開催の２年前のことでした。

　設計に当たったのは、長崎市出身の建築家で早
稲田大学教授だった武基雄氏が主宰する武基雄研
究室でした。この３年前に竣工した旧長崎水族館
も同研究室の設計でした。以来、半世紀あまり、
長崎市公会堂は長崎における様々な文化的諸行事
の殿堂として、長く市民に利用され、親しまれて
きたことは、周知の通りです。

　しかし現在、長崎市が発表した計画では、市庁
舎の建て替えに当たってこの公会堂を撤去し、そ
こを新庁舎の敷地とする方針が示されています。
すなわち長崎市公会堂は、老朽化した単なる不要
物とみなされているかのようです。

　そこで、これに危機感を抱いた地元の建築家や
建築史家、まちづくりに携わる有志を中心として

「長崎都市遺産研究会」を急遽、結成しました。私
たちは、この公会堂がそもそもどういう施設であ
り、そこにはどんな価値があるかについて、市民
の皆さんといっしょに、改めて確認したいと考え
ています。

　20 世紀の建築遺産の価値を認め、その保存を訴
えることを目的とした国際的な非政府組織である
DOCOMOMO（Documentation and Conservation 
of buildings, sites and neighborhoods of Modern 
Movement）の日本支部は、2003 年に日本を代表
する近代建築 100 選の一つとしてこれを選定し、
その建築的価値や建築史的な重要性を訴えていま
すが、これさえ一般にはあまり知られていません。
ましてや、この公会堂が戦後の長崎市に果たして
きた文化的な役割や、あるいは逆に現代の長崎市
にとっていかなる意義をもつのか、こうした点に
ついて深く考えてきたとは言い切れないでしょう。

　 そ こ で「 長 崎 都 市 遺 産 研 究 会 」 で は、
DOCOMOMO の選定に携わった委員と、当時の設
計担当者を現地にお招きし、専門家である彼らを
ナビゲーターとして、「長崎市公会堂さるく＆トー
ク」を企画・開催することにしました。建築図面
や模型、写真などを交えて、建設当時の歴史的背
景や、建築的特徴、その希少性などについて解説
いただきながら、建築遺産としての公会堂を味
わってみたいと思います。

　この機会が、国際文化都市における公会堂の存
続意義を考えるきっかけになれば幸いです。

2013 年 11 月 3 日（日）文化の日
会場：長崎市公会堂



保存・再生要望書
DOCOMOMO Japan は、 長 崎 市 公
会堂を戦後日本が建築設計と都市計
画において、いかに戦争の惨禍を克
服しようとしたかを理解する上で重
要な歴史的建造物であり、長崎の歴
史を物語る地域資源であるとして、
2013 年 2 月 1 日、長崎市長宛てに、
保存・再生要望書を提出した。

長崎市長　田上富久 様
DOCOMOMO Japan 代表　鈴木博之

「長崎市公会堂の保存・再生要望書」

　拝啓、時下ますますご清祥のこと
とお慶び申しあげます。
　本会は、20 世紀の建築遺産の価値
を認め、その保存を訴えることを目
的の一つとする、国際的な非政府組
織 DOCOMOMO(Documentation and 
Conservation of buildings, sites and 
neighborhoods of Modern Movemen
モダン・ムーブメントに関わる建物
と環境形成の記録調査および保存の
ための組織 ) の日本支部です。
さて、貴市におかれましては、長崎
市庁舎の建て替え計画にともない、
長崎市公会堂 (1962 年竣工 ) を解体
撤去の予定であると聞き及んでおり
ます。
　ご承知のように、長崎市公会堂は、
戦後期に最も旺盛な建築設計活動を行
つた研究室の一つである早稲田大学・
武基雄研究室の設計によつて、長崎を
恒久平和の象徴都市として再生させる
「長崎国際文化センター」構想の中核
施設として建設されました。
 長崎公会堂はその建築史的な重要
性によつて、本会が 2003 年に選定
した日本を代表する歴史的に価値の
ある近代建築の 100 選の一つに選
ばれています。同 100 選の中には、
2006 年に国の重要文化財に指定さ
れた広島ピースセンター ( 広島市、
1952 年竣工 ) や世界平和記念聖堂
( 広島市、1953 年竣工 ) などが含ま
れています。長崎市公会堂も同様に、
戦後日本が建築設計と都市計画にお
いて、いかに戦争の惨禍を克服しよ
うとしたかを理解する上で重要な歴
史的建造物であり、長崎の歴史を物
語る地域資源と言えます。この長崎
市公会堂は、以下の点で保存すべき
建物と考えられます。

1) 長崎の戦後復興を象徴する建
築である。
　長崎公会堂は長崎を恒久平和の象徴
都市として再生させる「長崎国際文化
センター」構想の一環として計画が始
まりました。もと公園として国有地だ
つた敷地が払い下げられ、旧市街地の
中心に戦後長崎の新たな都市の核をつ
くることが目指されました。
 建物の外観においては、毅然と伸び
て深い陰影を刻む水平の軒と、それ
とは対照的な側面の日除け ( 現在の
部材は当初の意匠を生かして後に改
変されたもの ) やテラス・階段まわ
りなどの細やかなデザインが特徴的
です。また、建物の配置においては、
公会堂を敷地の奥に寄せ、前面に広
大な広場を確保したことが顕著な特
色です。
　全体の形が遠目からも明確である
こと、それに広大な広場の存在は、
この建物が単に公会堂としての機能
を満たすだけでなく、市民の集いを
支える確固とした骨格を持つベきと
いう思想に基づくものと判断されま
す。それとは対照的に、細部まで配
慮が行き届き、またタイル張りなど
に当時の職人技術を反映した細やか
なデザインは、木造家屋が軒を連ね
る旧市街の環境に呼応したものと言
えます。
　どちらも都市全体を考えた結果で
あり、長崎の戦後復興のシンボルを
築くという要請に応えています。長
崎の歴史に根ざした高い建築的価値
を有しています。長崎公会堂が建設
から半世紀を過ぎても市民の誇りと
なつていることは、決して偶然では
ありません。

2) 長崎出身の建築家・武基雄の
研究室が手がけた代表作である。
　設計の中心となつた武基雄 (1910
～ 2005) は、長崎市磨屋町に外科
医の息子として生まれ、1937 年に
早稲田大学理工学部建築学科を卒業
して 1940 年まで石本事務所に勤め
た後、1940 年から 1979 年の長き
にわたつて早稲田大学で教鞭をとり
ました。1951 年には武基雄建築設
計事務所を設立し、研究室の学生と
協同して建築設計の実務を手掛けま
した。武基雄研究室は、東京大学の
丹下健三研究室などと共に、大学に
おける教育活動と設計活動を連動さ
せ、多数の有名建築家を輩出した研
究室の代表格に当たります。
　武基雄が建築家として郷土と再会
したのは、1956 年に実施された長
崎市役所の設計競技においてです。
武基雄研究室の提案は 3 等に入選し
ましたが、その際に西岡竹次郎・長
崎県知事 ( 当時 ) が関心を持ち、「長
崎国際文化センター」構想に武基雄
を起用しました。これによつて、武
基雄にとって仙台市公会堂 (1951 年
竣工 ) に次ぐ公共建築である長崎水
族館 (1959 年竣工 ) が生まれ、続い
てこの長崎市公会堂が建設されまし
た。その後も武基雄研究室は、長崎
県下に島原市文化会館 (1974 年竣
工 )、諫早文化会館 (1980 年竣工 )、
島原図書館 (1986 年竣工 ) などを設
計しています。
　長崎市公会堂を設計した当時の武
基雄研究室には、後に建築界で活躍
する人材が集まっていました。長崎

水族館ならびに長崎市公会堂は、こ
うした若手が総力を挙げ、都市の中
での建築のあり方に説得力ある解答
を出したものとして当時から高く評
価されています。
　武基雄の戦後期 ( 昭和 20 ～ 30 年
代 ) の代表作のうち、仙台市公会堂
は今は無く、長崎水族館は長崎総合
科学大学シーサイドキャンパス校舎
として一部を残すのみです。日本の
建築界の先陣を切り、長崎に深い理
解のある武基雄が郷土に残した代表
作である長崎市公会堂は、かけがえ
のない価値を持つと言えます。

3) 戦後の公会堂建築の展開にお
いて重要な建物である。
　長崎市公会堂は戦後、各地に公会
堂が建設され始めた時期に建設され
ました。当時、武基雄研究室で設計
を担当した渡辺満は、設計の要点に
ついて次のように簡潔に記していま
す。「この建物は、市民劇場といつ
た方がよりはつきりその内容を示し
ています。
　私たちはなによりもまず、観客に
すべて舞台上を、はつきりと気持よ
く観られ、そして、聴かれなければ
ならないという点を満足させるべく
考えました」。
　以上の目的を満たすためにホールを
人角形とし、客席を五層に積層させて、
舞台と客席の距離をできるだけ短くし
ています。後方のステージ部分も明快
な平面構成であり、外部からは別棟で
あるかのように見えます。

　これらの特徴には、戦前につくら
れた定型を疑い、機能を重視して新
たな設計を行おうという戦後の公会
堂建築の特質が如実に現れていま
す。設計においては、座席の一席一
席から舞台が見えるかをどうかを手
書き図面で入念に検討したという証
言が残されています。
　こうした設計過程から、現在見ら
れるような客席と劇場の一体感が生
まれています。
　ここには「市民劇場」の理念が形態
化されています。本建築は戦後の公会
堂建築の展開を追う上で重要な資料で
あり、同時に再びつくることが困難な
優れた空間性を有しています。
　以上のことから、貴市におかれま
しては、このたびの計画に際し、そ
の価値を十分に認識され、かけがえ
のない文化遺産を後世に継承してい
ただけるよう深甚なるご配慮を賜り
たく存じます。
　長崎の戦後復興を象徴し、郷土出
身の建築家の代表作であり、戦後建
築に大きな足跡を残している長崎市
公会を保存しながら活用すること
は、長崎の街の歴史をさらに厚みの
ある豊かなものにすると言えます。
なお、本会はこの建築の保存に関し
て、技術的支援などできます範囲で
お手伝いさせていただきたいと考え
ておりますことを申し添えます。
　今後とも、この優れた由緒ある建築
と環境の保全に、ご理解とご協力を賜
りますよう にお願い申し上げます。

敬具 

3. 東南面外観

2. 正面全景



長崎市公会堂

起工：昭和 36 年 2 月 3 日

竣工：昭和 37 年 6 月 2 日

構造：鉄骨鉄筋コンクリート造

収容人員：固定席 1,800、補助席 200

舞台設備：間口 18.2m、高さ 9.0m

敷地面積：3,538㎡

前広場：3,556㎡

延面積：5,992㎡

総工費：2 億 4 千万円

　　　除く（緞帳、絞り緞帳、ピアノ）

市長：田川務

助役：鈴田正武・成瀬薫

収入役：後藤彌太郎

市議会議長：住田政之助

設計：早稲田大学教授　武基雄

構造：蛭田研究室

設備：桜井建築設備研究所

音響：三木韶研究室

監理：長崎市建設部長　渡辺悟

　　　同建築課長　丹羽漢吉

　　　同担当係長　土田文男

　　　早稲田大学武研究室　渡辺満

施工：大長崎建設株式会社　

　　　古賀千博　吉岡政弘

空調：三菱電機株式会社

電気：九州電気工事株式会社

音響：ビクター音響興業株式会社

舞台機構：三菱輸送機株式会社

舞台照明：株式会社日進電機製作所

舞台備品：東宝舞台株式会社

客席椅子：株式会社寿商店

家具：長崎船舶装備株式会社

（館内銘板、他より参照）

メッセージ
「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。」
鈴木博之：ドコモモ・ジャパン前代表

「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は、長崎自身の歴史を失うことであると思
います。父の出身地でもあり、被爆者でもあるので他人事ではありません。ど
うか良い方向へと事態が動くことを願っています。」
松隈洋：DOCOMOMO Japan 代表・京都工芸繊維大学教授

「僕の原風景。赤紙で召集された僕の父は、終戦直前にフィリピンで戦没した。
紆余曲折があり、入学した長崎中学は移転したが、その近くに建ち、実家から
歩いて数分のところにある長崎市公会堂は、神奈川にある自宅から長崎を想う
ときの僕の原風景になった。法事があったり、従弟や知人と会うために実家に
行くと、いつの間にか足が公会堂に向かっている。」
兼松紘一郎：建築家・DOCOMOMO Japan 名誉会員・兼松設計主宰

「ヨーロッパの建物の寿命は数百年です。多世代に亘って使用されれば、次世
代の人々は新築工事をせず、生活にゆとりが出来ます。彼らが、ゆとりある生
活をしているのは、こういう簡単な事情からです。」
渡辺満：建築家・旧早稲田大学武基雄研究室・渡辺満一級建築士事務所所長

「都市の歴史の保存！破綻・新築の繰り返しより改修で都市再生を！そろそろ
解体・新築の繰り返しから改修で、都市の歴史・想い出の継続を！」
高津昭生：建築家・旧早稲田大学武基雄研究室・AA

「人々の生存の証であるまちをかたちづくってきた名建築。人々と文化を護る
ために建築とまちはある。」
堀池秀人：建築家・熊本大学大学院教授・堀池秀人都市建築設計研究所代表

「長崎市公会堂は、同時期の東京・世田谷区民会館（前川國男設計）と並ぶ日
本の市民文化を象徴する重要な建築です。ぜひ動態保存を！」
今村雅樹：日本大学教授・建築家

「私は長崎公会堂を是非残し、使い続けて頂くことを強く要望します。伝え聞
く所では武氏の代表作との事です。丁寧に手入れをすれば新築では叶わぬ良さ
が必ず甦ります。私は何の変哲もない建物を二つ耐震補強をし、新しい機能を
つけて再利用をする仕事をしましたが、古いものが持つ時間の堆積の良さが何
とも言えぬ魅力を醸し出しています。ましてや武氏の代表作であれば言うまで
もないでしょう。それに、昨今つくられている新しい建築の多くが、何ともひ
弱なくせに傲慢なのは、設計者が近現代建築に謙虚に学ぶことをしていないか
らだ、と密かに思っています。そのこと、近現代建築に払うべき敬意を払われ
ず、平気で取り壊し続けていることは表裏の関係にあるのではないでしょうか。
その意味でも、もうこれ以上壊すことは止めるべきだと思うのです。」
大宇根弘司：枯建築家

「武基雄先生が設計された長崎市公会堂が解体されると聞いて驚いています。
いかなる土地 利用計画があろうとも、この建物を解体することは許されません。
戦後日本の復興期においては、著名な建築家たちが後世に遺すべく純粋な創作
意欲をもって設計を行いましたが、この建物も正しくその一つに数えられてい
て、いかなる犠牲を払っても保存・活用を計る べき建物です。長崎造船所で原
爆を受けた旧長崎市民の一人としても、強く要望します。」 
三島庄一：建築家・久留米在住

「10 年程前ドコモモ 100 選の作業に関わり、九州にある多くの近代建築から長
崎市公会堂を推薦しました。いつまでも市民に愛されてほしいです。」
田島正陽 ：建築家・田島正陽建築事務所代表

「武基雄祈念の長崎市公会堂を 21 世紀を生き抜くための文化遺産として継承出
来るか否かは、まちの存亡を問う課題です。」
林重太：日本戦没者学生記念会（わだつみ会）理事

「これからの社会は『持続可能な社会』であるべき、といわれます。歴史が積
み重なる豊かな社会は直し工夫し活かしていく、重層的な景観をもつはずです。
長崎市公会堂が長く継承され使われていくことを願います。」
野沢正光：建築家・野沢正光建築工房代表

「長崎公会堂は、日本の近代建築の姿を建築家が模索していた時代を象徴する
構造と表現が一体化した傑作です。何らかのかたちで是非保存して下さい。」
末廣香織：建築家・九州大学人間環境学研究院・NKS アーキテクツ

「建築は記憶装置。良質な建築には芳醇な物語が刻まれる。失うことは地域の
記憶が流失することに他ならない。」
曽我部昌史：建築家・神奈川大学工学部教授・みかんぐみ

「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

5. 舞台部外観

6. ホワイエ

2. 正面全景

4. 竣工当時の上空より

6. 公演中の客席



港市としての長崎
　四周を海に囲まれ、内海や海峡と湖沼および河川
に富むわが国には、大小数多の港町がある。だが
これらの大半は漁港・漁村から展開したもので、交
通・交易を主とする港湾を基盤として発達した都市
となると限られてくる。
　後者は「港市 (Pore City）と呼ばれるが、なかで
も国際的な貿易港で、かつ中世末以来、現在まで継
続するものとしては、長崎をおいて他に求めがた
い。この意味で長崎はわが国を代表する港市といっ
てよいが、ここではこの都市の形成から第二次大戦
までの歴史的変遷を簡略に辿っておくことにする。

開港と町建て
　いわゆる大航海時代の波が極東の日本に及んで
きたのは、16 世紀中葉のことであった。これは貿
易面だけで見れば、すでに形成されていた東アジア
地域における海上交易の担い手にポルトガルを中
心としたヨーロッパ勢が加わったにすぎないが、こ
のポルトガル勢力にはキリス卜教の布教という本
来別次元の意図が随伴していたため、戦国期という
時代背景と絡み合って一層複雑な様相を呈した。が
しかし次第にイエズス会が主導した宣教と南蛮貿
易の拠点は、九州北西部に収斂した。平戸、横瀬浦
を経て、ここに長崎が登場してくる。
　その近郊には長崎氏や深堀氏といった地頭的勢
力が割拠し、前者の城下にはすでに教会堂も建てら
れていたが、深く湾入したこの浦所そのものを天然
の良港として発見したのは、近郊の福田に転移して
いたイエズス会土であったと彼らは記す（フロイス

『日本史』）。ともあれ元亀元年（1570）の開港である。
翌元亀 2 年には、この地の領主で最初のキリシタ
ン大名だった大村純忠が家臣・友永対馬守を派遣し
て町割をなし、長崎湾に突き出た岬の上に大村・島

原・平戸・横瀬浦・外浦・文知という地名を冠した
6 ケ町を建てた。しかし、地元の地誌類に拠るこの
町建て通説には、若干の疑問がないではない。その
主要点は以下の 3 項目である。
　①日本側の記録には出ないが、この岬の先端つま
り上の 6 ケ町のさらに海側には、当初から教会を
中心とするイエズス会の修院が建造されていた（ヴ
アリニャーノ『日本巡察記』）。しかもそこは聖域で
あるにとどまらず、イエズス会士が通商を仲介また
は代理する「生糸の取引所」でもあった（高瀬弘一
郎『キリシタン時代の研究』）。とすれば、6 ケ町は
聖域＝市場の前方に展開した門前町に、あるいはそ
の総体を寺内町に比定することもできよう。そし
て、この全体の様子がすでに指摘されるように、ぺ
ルシャ湾口にポルトガル人が建設したホルムズに
類似することからすれば、その町建て計画、少なく
とも形成方針の主体をポルトガル側に帰すことも
あながち否定できない。
　町建て当初の町は上の 6 ケ町に限定されていた
かが疑問視される。地誌類にも散見されるように、
その外側にあってのちの内町を構成する町のいく
つかはほぼ同時に成立していた可能性がある。とり
わけ高台の町々の崖下にあって、港湾に直面して列
なる樺島・五島・舟津の 3 町は、港市として不可
欠な水夫（カコ）町として当初から築造されていた
のではないかと考えられる。
　③既往説ではすべて高台をなす岬の南側は遠浅
の入江が深く入り込んでいたと解するが、これはは
なはだ疑わしい。のちにこの地域には、中島川 の
両岸に外町が形成されるが、その順序は河口部が先
行していたこと、しかもその中心街となる浜町はま
さにそこが浜辺であったことを示すからだ。
　こうした私見を加味して町建て当初の長崎の都
市構造を示したのが図 1 である。長崎港に突き出

港市・長崎の形成と展開　　Town Formation and Development process of the NAGASAKI as a typical Port-City

林一馬 kazuma Hayashi
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た岬の先端部分に聖域と門前町が形成され、自然地
形と相まってこの全体が要塞状の構えをなす。その
町から発する陸路は未整備で、むしろ海の道が交通
の主動線を担っていたと考えられる。

発展成長と近世都市への変質 
　以後長崎は急速に発展していくが、その主要な動
向を摘記しておく。
天正 8(1580）年に領主大村氏は長崎と茂木をイエ
ズス会に寄進したが、九州平定を終えた秀吉は同
15(1587）年伴天連追放令を発し、翌 16 年には長
崎を直轄領に改め、文禄元年（1592）に奉行を下
命した。これに伴い奉行所が 6 ケ町の外側、すで
に市街地が拡大していたその真ん中に設立された。
同時に、港湾に面しては岬の先端にある聖域の膝下
に大波止を定め、そこに番所を設置した。これによっ
て長崎の町は、市街・港湾とも奉行が代行支配する
城下町的な様態へと変質したのである。
しかし、地子銀は免除したように貿易はむしろ推奨
するところだったから、人々の流入は増加し、慶長
2(1597）年から内町周辺の田畑等に外町が造成さ
れ始めた。これは約 20 年後の元和初年までに 40
町にも達したという。
　徳川幕府は長崎を公領とすることを引き継いだ
が、慶長 17(1612）年にキリシタン禁教令を発し、
同19年には市中に林立していた教会群を破却した。
確実な史料に基づく長崎市中の寺社の創建は、すべ
てこれ以降であることが留意されねばならない。
　慶長 9（1604）年に成立した糸割府制度に基づ
く各地宿老たちの会所が、破却された岬の教会跡に
新設されたのも同じく慶長 19 年であった。この場
所は教会建設以前に森崎権現があったという伝承
もあるが、事実はむしろ逆で、教会の跡地にまずこ
れを建て、その境内に会所を設置したと見るべきで
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あろう。しかし、寛永 10（1633）年に奉行所から
の出火が会所に及ぶと、ただちに両者を換地して奉
行所を岬の先端に据えた。長崎の港湾内と市街地の
全体を掌握支配する中核としてだろう。
　その翌年から奉行所の真下の海中に出島の築造
を始め、寛永 13（1636）年に完成するとそこにポ
ルトガル人たちを閉じ込めたのも、寛永元年創建の
諏訪社にキリシタン禁制の機能を持つ祭礼（くん
ち）を創始したのが同 11 年または 12 年だったの
も、すべて一連の動きだとみられる。同 16 年には
ポルトガル人の来航を禁止したため、出島は一時空
き家となるが、島原の乱を経た同 18（1641）年には、
平戸にあったオランダ商館の取壊しと出島への移
転を命じた。これによって禁教・鎖国政策を進めた
幕府が直轄する唯一の港市が完成し、長崎はそれに
ふさわしい近世都市へと変貌を遂げたのであった。
　翌寛永 19 年には市街地の南隅に丸山・寄合両町
の遊郭が設立されたが、これもこの時点での近世都
市としての長崎の成立を裏付けよう。この当時の
都市構造を示したのが図 2 である。海路に加えて、
陸路が充実し、なかでの江戸へと通じる長崎街道が
奉行所から発しているのが象徴的である。

近世都市としての成熟と停滞
　上には中国との交流について言及しなかったが、
貿易の量ではいつもこれが凌駕していた。文物の流
入も盛んであったが、都市景観に影響を及ぼした点
では、唐寺の建設はこの町に異国情緒を与えていた。
加えて、市中の川筋には中国色豊かな廊橋群が形成
されていたが、これが長崎最初の大洪水たる正保 4

（1647）年の水害後、翌慶安元年に重修された眼鏡
橋を嚆矢として、以後 17 世紀末にかけて市中の橋
梁群を石造アーチ式に転換し、増補していたことも
見逃せない。平均 80m 間隔で十数基が並ぶ中島川
石橋群は、世界で最も濃密なものだったと言えよう。
　これらの過半は長崎に在留した唐人や中国船主
たちが寄進したのだが、元禄元年（1688）～同 2
年には来航する中国人を隔離するための唐人屋敷
を町外れに新設し、続いて同 15（1702）年には彼
らの荷物を収監する新地蔵所を地先の海中に築造
した。この元禄ごろが近世長崎の最盛期で、人口も
6 万 4 千余を数えたが、以後は次第に停滞衰微し、
新規の都市建設も途絶えた。

近代都市への変容と発展
　幕末の開国によって長崎はその特権的地位を喪
失したが、新たな開港都市のひとつに選定されたた
め、再び港市として活発化した。市街地南郊の大浦
地区一帯には、西洋式の街区計画と土木技術に基づ
く外国人居留地が出現した。またこれの対岸地区に
は安政 4（1857）年から鎔鉄所（のち製鉄所、造
船所となる）の建設が始まり、工業が導入された。
　この洋式化と工業化を両輪として長崎は近代都
市へと発展していった。明治中期以降は、貿易港と
しての地位は大都市を控えた神戸・横浜に奪われて
いくが、大陸に近い地の利と航海燃料の石炭補給港
として命脈を保った。これにともなう港湾整備がす
すめられ、出島地先や浦上川河口部での埋め立てに
よって臨海部の平地が拡大したが、出島や新地は市
街地の中に埋没する結果となった。一方、人口も増
え続け、第 1 回国勢調査たる大正 9（1920）年の
統計では全国で第 7 位、九州ではダントツ 1 位を
誇る重要都市となっていた。大正期からは北郊の浦
上方面に市街地が拡張し、昭和に入るとそこに三菱
の工場群が進出した。
　原爆はここに投下されたのである。
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再 活 用 こ そ ま ち づ く り
　先日来の報道に接し驚がくしている。長崎市は老
朽化した市役所を建て替えるに当たり、現・公会堂
を取り壊してその敷地に新庁舎を建設し、市役所跡
地に新しい文化施設をつくるのだという。説明もな
されていたが、しかし本当にこんなことをしてよい
のだろうか。あまりに安易で、かつ時代遅れのやり
方ではないか。

原爆復興の象徴
　まず、現公会堂をどうして潰（つぶ）してはいけ
ないのか。理由は大きく三つある。第一に、これの
建設には、被爆直後の長崎が平和文化都市として再
編されることを願って、全国から寄せられた浄財で
ある原爆復興基金が使われたという事実である。こ
の基金にもとづく文化施設には、国際文化会館や長
崎水族館などもあったが、これらはすでに失われた
ため、公会堂は最後に残された一つといえる。
　それゆえ、もしこれを取り壊せば、長崎市はその
恩義をみずから葬り去ることになるのではないか。
せめて一つぐらいは記念として残しておくのが、ふ
つうの人間の処し方ではなかろうか。長崎は日ごろ
から原爆や平和について世界に向けて発信をして
きたが、これではもう説得力を失うのではないか。
これらのことが懸念される。

文化財的な価値
　第二に、公会堂の建物がもつ建築的、文化財的
な価値がある。長崎ではあまり知られていないが、

「DOCOMOMO（ドコモモ）」という近代建築の記録
と保存に関する国際的な学術組織（本部パリ）の日
本支部が、2003 年に全国にある近代建築の重要遺
構 100 点（以後の追加で現在では 150 点）を選定
した。この建築は、すでにその中に入っているほど
高く評価されているのだ。九州・沖縄地区では全部
で７件しか選ばれていない（のち 5 件追加された）
が、全国的にみると東京の国立西洋美術館や広島の
ピースセンター、世界平和記念聖堂といったその後

に国の重要文化財に指定されたものも含まれてい
る。
　しかも公会堂は、長崎市出身の建築家・武基雄氏
が設計したその代表作でもある。同じく早大教授
だった今井兼次氏が設計し、同年に竣工（しゅんこ
う）した日本二十六聖人殉教記念館と並んで、長崎
市街に残る戦後日本近代建築の双璧というべき名
建築なのだ。

都市景観的資質
　第三に公会堂が有する都市文化的、景観的な資質
が挙げられる。この建築が長崎市の都心部に醸し出
してきた品格は、雑多なビルの比ではない。また、
ほんの最近まで文化的諸行事の晴れ舞台として、ま
さしくその顔として果たしてきた役割は、多くの市
民の記憶に焼き付いているのではなかろうか。決し
て「50 年間ありがとう」といって済ませられる問
題ではあるまい。しかも建物本体だけでなく、その
前面に設けられた広場は、くんちをはじめ、さまざ
まなイベントに利用されてきたが、何もない時でも
その空間がもたらす開放感はほかに替え難いであ
ろう。
　ここに高層の巨大市庁舎が立つと、ただでさえマ
ンションの林立でせせこましくなってきた都心部
の風情が、いっそう窮屈となるに違いない。「まち
なか」に近くなるというが、かえって寺町に近づき
過ぎて景観を阻害しかねない。この建築と広場がも
つ余裕と風格こそが、原爆からの復興を遂げた都市・
長崎の、そして市民共有の大切な財産だと言ってよ
いのではないかと思う。
　もちろん築後 50 年を経たその建物が、すでに構
造的、性能的に劣化しているのは疑えない。がこれ
は実は長期にわたって、一度も大々的な補修をして
こなかったことの結果でもある。幸い、市民や関係
者が欲するホールの座席数は現公会堂の半分から 3
分の 2 でよいというのだから、全面的なリニュー
アルや耐震補強は技術的にさほど難しいことでは
ない。公共的な歴史資産を再生し再活用することこ
そが、今日のまちづくりの王道となりつつあるのだ
から、この方が話題性に富むし、期待も膨らむ。

現地建て替え案
　一方、現市庁舎の本館・別館が建つ敷地が、狭隘

（きょうあい）でいろいろと制約の多いことはよく
分かる。しかし優れた建築家や都市デザイナーから
すれば、それこそ知恵の出しどころ、腕の見せどこ
ろという範囲でしかなかろう。あの場所ならば、少々
高層化しても影響はほとんど出ないだろう。しかも
幸運なことに、県庁舎の新築移転が先行しているの
だから、建て替え期間中は一時その建物を借用すれ
ば済むことなのだ。議場もあるし、面積的にも心配
はない。引っ越しが２回になることを除けば、何の
心配もないであろう。
　手順変更や設計上の面倒さが多少あるのは確か
だが、しかしそれによって得られる結末の良好さと
誇りの大きさに比べれば、挑戦する意義は十分ある
課題だと考える。むしろ、さすが長崎市だと、全世
界から称賛されたいものだ。市民ならびに市議会や
市当局の大英断、とりわけ引き返す勇気を望みたい。

長崎総合科学大学（林一馬）



公会堂解体発表の経緯
長崎新聞記事より転載

2013 年 1 月 25 日（金）1 面
長崎市新庁舎は公会堂敷地 16 年度着工
目指す　現庁舎跡に文化施設

　長崎市は 24 日、新庁舎を現庁舎 ( 桜町 ) 近くに
位置する市公会堂敷地 ( 魚の町 ) に建設し、現庁舎
跡地には公会堂に代わる文化施設を建てることを決
めた。建設費の抑制と市民の利便性を図るため新庁
舎は l 棟に集約し、事業費は 200 億円程度。延べ床
面積は 4 万 6 千～ 5 万平方メートルを想定。工事
期間は 3 年程度で 2016 年度の着工を目指す。25
日に田上富久市長が市議会に報告し記者会見する。
　市は 11 年 2 月、老朽化や耐震強度不足を理由に、
市庁舎を「現在地から公会堂を含む一帯」で建て替
えると表明。公会堂も同様の理由で「機能確保の方
法を検討する」としていた。
　新庁舎の建設地について、市は現在地と公会堂敷
地の 2 案を検討。機能や建設場所を議論した市民
懇話会は昨年 3 月、「公会堂敷地を中心とした案を
べースとした意見が多かった」との報告書を市に提
出。市議会も今月 18 日、本館と別館を含め計 9 カ
所に分散している庁舎について「市民の利便性、職
員の業務効率、経済性の観点から 1 棟に集約する
ことが望ましい」との調査報告書をまとめ、公会堂
の機能確保策も併せて求めていた。公会堂を取り壊
してその敷地に新庁舎を建設する案は、段階的に建
設する現地建て替え案 ( 工期 8 年程度 ) に比べ、平
地に一括して建設できるため工期が短く、工事費の
圧縮にもつながる。フロアのレイアウトも自由度が
高い。市は市民懇話会や市議会の意見、厳しい財政
状況を踏まえ、公会堂敷地案を選択した。
　一方、公会堂に代わる文化施設は、新庁舎の完成
後に現庁舎を取り壊し、その敷地に建設する。現
公会堂は 1747 席だが、「公会堂等文化施設あり方
検討委員会」は、文化施設の規模について 800 ～
1200 席程度の意見が多かったとしており、市はこ
れを参考に決める。
　市庁舎は 1959 年に本館と議会棟、61 年に別館
が完成。公会堂は 62 年に市庁舎本館から約 150
メートル離れた敷地に建設された。
( 田中祐作 )

2013 年 1 月 26 日（土）12 面
市庁舎建て替え「利便性　経費減を重
視」田上市長 90 億円の財源不足課題

　長崎市の新庁舎を市公会堂敷地に建設する方針
を 25 日に表明した田上富久市長。現地建て替え ( 工
期 8 年程度 ) ではなく公会堂敷地で 1 棟に集約して
建設 ( 同 3 年程度 ) する理由について、工期が短く、
市民の利便性や建設コストの縮減、職員の業務効率
を重視した点を挙げた。また、市中心部に 150 メー
トルほど近づくことから商居街のにぎわいに寄与す
る「まちづくり」の視点も強調した。
　市は、市庁舎の老朽化や耐震強度不足を踏まえ、
現在地と公会堂敷地の2案で建設地を検討してきた。
　「市民に不便を掛ける時聞をできるだけ短くした
い。平地に一括して建設できるのでフロアレイアウ
トも自由度が高い」。公会堂敷地案を選んだ理由を
田上市長はこう説明。市中心部の中通り商庖街など

「まちなか軸」に一歩近づくとし、「( 市庁舎が ) 長
崎駅や県庁とまちなかをつなぐ場所になる。人の流
れをつくりプラス要素がある」と述べた。
　事業費は 200 億円程度を想定。市庁舎建設整備
基金は 2012 年度末で 110 億円で、財源は 90 億円不
足しているが「コストの庄縮に努め有利な地方債を活
用したい」と述べた。市議会市庁舎建設特別委が提案
した市民債の活用も検討する考え。
　解体が決まった公会堂については文化財的価値があ
り、存続を望む市民もいる。保存については「意匠の
一部を残すなど意見があれば検討する」と述べた。
　一方、同日開いた同特別委は新庁舎建設について、

市民への説明責任を果たし、幅広い意見を聞き入れ
る機会を設けることなどを市に求める記述を調査
報告書に追加した。

（田中祐作）

解説「未来見据え県都デザインを」
　
　1884 年の区役所設置以来、現在地に 1 世紀以上
ある市庁舎の移転を決断した長崎市。厳しい財政状
況の中、大型事業ラッシュが続くため、慎重な財政
運営が求められる上、100 年後を見据えた県都の
グランドデザインも必要だ。
　大型事業は新年度から本格化。一般廃棄物焼却施
設「西工場」の建て替えや新市立病院の建設、長崎
駅周辺土地区画整理事業、JR 長崎線連続立体交差
事業が控えるほか、大型コンベンション施設の建設
の可能性も調査中。一般会計の中期財政見通しで
は、新年度から 5 年間で計 56 億円の収支不足を予
想し、各種事業費を削減して収支バランスを取る方
針だが、大型事業が将来を見据えた投資として優先
すべきものなのか。市は説明責任がある。
　一方、県庁舎は 2016 年度に駅周辺に移転。市庁
舎も移転すれば、市庁舎―県庁間の官庁街の空洞化
が懸念される。県庁跡地に県立劇場建設を求める意
見も一部で聞かれ、そうなれば市の新文化施設との
すみ分けも検討する必要がある。
　10 年後には新幹線が長崎駅に乗り入れ、県都は
様変わりする。今でさえ、人の流れは駅周辺へ移り
つつあり中心商店街に影響が出ている。そうした中、
市の新庁舎と新文化施設はどのような役割を担う
べきなのか。未来の町づくりを見据えながら、市民
と行政が一緒に知恵を絞ることが求められている。

（田中祐作）

長崎市中通り商店街振興組合の近金栄治副理事長
（52）は「大歓迎」。商店街を通る市職員や市役所
利用者の増加を見込み「店の売り上げ増につながる」
と期待。
　市役所を訪れていた同市江里町の無職、小川智美
さん（42）は「本館と別館を行き来したり、担当
課の場所が分からず不便だった。一つの建物になれ
ば解消される」と話した。

くんちや芝居の舞台　公会堂解体惜しむ声
　
　一方、築 50 年を超える公会堂は市民の愛着も深
い。公会堂開設時からバレエの舞台として利用して
きた「かとうフィーリングアートバレエ」主宰の加
藤久邦さん (81) は「たくさんの思い出が詰まって
いる。なくなったら悲しい」とぽつり。　
　定期的に劇団を招いて鑑賞している市民団体「長
崎市民劇場」の尾上一江代表幹事 (71) は「取り壊
しから文化施設完成まで芝居を見る場所がないの
は困る。策を考えて」と要望する。
　長崎くんちの奉納踊り会場の一つ、公会堂前広場
がなくなることに長崎くんち塾の楊爾嗣塾長 (61)
は「観光客が出し物を気軽に見る場所は必要。中央
公園 ( 賑町 ) など別の場でするか庭先回りを増やす
か考えなければ」と話した。
　現庁舎や公会堂の周囲には路線バスや路面電車
が走っている。各事業者とも路線変更の具体案はま
だないが「乗客の動向次第では運行本数や経路の調
整が必要かもしれない」などとしている。バス停な
どの「市役所前」「公会堂前」の名称変更は「これ
から検討する」という。
( 永野孝、永江倫子 )

長崎市庁舎と市公会堂の歴史

1878 年 11 月長崎区役所を現在の桜町小の場所に開所
1884 年 04 月現在地に区役所、議事堂完成
1889 年 04 月市制施行
1914 年 12 月新しい市庁舎完成
1930 年 12 月旧公会堂（栄町）落成
1945 年 08 月原爆投下で旧公会堂消失
1958 年 03 月市庁舎が火災で焼失
1959 年 04 月現在の市役所本館が完成
1961 年 11 月現在の市役所別館が完成
1962 年 06 月市公会堂が完成
1987 年 08 月庁内に庁舎改築検討委員会発足
1992 年 03 月市庁舎建設整備基金の設置
2009 年 06 月～ 10 年 03 月市庁舎と市公会堂など
の耐震診断を実施
2011 年 02 月田上富久市長が市庁舎は「建て替え」、
市公会堂は「機能を確保する方法を検討」と表明
2011 年 06 月市議会市庁舎建設特別委員会を設置
2012 年 03 月長崎市庁舎建替に関する市民懇話会、
公会堂等文化施設のあり方検討委が報告書提出
2013 年 01 月新市庁舎と公会堂に代わる文化施設の
建設場所決定

長崎市庁舎本館・別館・市庁舎周辺の
主な分散庁舎

施設区分 / 所有者 /配置部署
本館 / 市 / 市民課、財政課、学校教育課など
議会棟 / 市 /議会事務局
別館 / 市 /障害福祉課、子育て支援課、上下水道局
総務課など
職員会館 / 市 /しごと改革室
商工会館別館 / 区分所有 /商業振興課、観光政策課、
都市計画課、交通企画課など
交通会館別館 / 区分所有 /統計課、市選管、世界遺
産推進室
桜町第 2 別館 / 市 /住宅課、建築課、設備課
明治安田生命長崎興善町ビル /民間/情報システム課
金屋町別館 / 市 /農林振興課、水産振興課、ながさ
きの食推進課など
市民会館 / 市 /スポーツ振興課、文化財課、生涯学
習課など

「地域活性化につなげて」

　「地域活性化につなげて」「使いやすい市役所に」
―。田上富久長崎市長が新庁舎と市公会堂代替施設
の建設を発表した 25 日、市内では新たなまちづく
りへの期待と同時に、取り壊される公会堂を惜しむ
声も聞かれた。
　市民や建築専門家らでつくる長崎市庁舎建替に
関する市民懇話会の鮫島和夫座長（66）は「場所
をただ移転するだけでなく市民が使いやすく市職
員が働きやすい市役所にして」と機能性向上も注文。
新大工町から浜町、大浦を結ぶ「まちなか軸」との
連携、市民会館の整備や公共交通網の再編も合わせ

「地域活性化を考えるいい機会だ」とした。
　その「まちなか軸」を構成し、公会堂にも近い



2013 年 1 月 29 日（火）2 面
論説：長崎市庁舎建て替え
　　　「公会堂のチカラ」の評価を

　市庁舎の建て替えを検討してきた長崎市は、市公
会堂（同市魚の町）を取り壊し、新庁舎を建設する
と発表した。市庁舎の建て替えは、市民が入った懇
話会や検討委員会、市議会での議論の中で、現在地
の建て替えか、公会堂敷地での建て替えかの 2 案
に絞られてきたが、田上富久市長が公会堂敷地で建
設することを表明した。
　田上市長は公会堂敷地を選択した理由を「工期が
短く、市民の利便性や建設コストの削減、職員の業
務効率を重視した」と述べた。確かに厳しい市の財
政状況を勘案すると、経済コストや効率性を重視し
なければならないが、消滅する公会堂の持つ価値に
ついて十分な議論が尽くされたか、疑問が残る。街
づくりに悔いを残さないため、公会堂の建築物とし
ての価値や景観など広い視点からの評価が必要だ。
現在の市庁舎はこれまでも、手狭なことや老朽化が
進んでいることから建て替えが市議会などで議論
されてきた。全国的に公共施設の耐震化が問題化す
る中で、長崎市は 2011 年 2 月、市庁舎の建て替え
を現在地から公会堂にかけての一帯とするという
方針を示し、市議会市庁舎建設特別委員会や市民が
入った「市庁舎建て替えに関する市民懇話会」「公
会堂等文化施設あり方検討委員会」で論議が重ね
られてきた。建設場所については、「公会堂敷地が
望ましいという意見が多い」( 市民懇話会 ) 「公会堂
敷地が 1 棟集約による建設が可能で、工期も短く、
メリットが多い」( 市庁舎特別委 ) など公会堂敷地
の優位性を示す意見が多かったが、一つに絞り込め
ず、最終的に市長の判断となった。
　懇話会や市議会での真剣な議論を尊重するのは
当然だが、これまでの長崎市の街づくりにどんな教
訓を得てきたのだろうか。歴史的景観や特色ある街
並みを市の方針としながらも、老朽化を理由に由緒
ある建物が次々に取り壊され、全国どこでもあるよ
うな画一的な市街地になってきたことへの反省が
必要だ。
　特に市民が共通の価値観として持てる「街の記憶」
としての建築物の存在価値は、街づくりの核となっ
ていく。公会堂は地元出身の建築家、武基雄氏が設
計し、1962( 昭和 37) 年に完成した。原爆で壊滅的
な被害を受けた長崎は、県、市、商工会議所が中心
となって国際文化都市建設計画を立案、旧長崎水族
館、県立美術博物館など昭和 30 年代に全国が注目
する建築文化が花開いた。しかし、老朽化を理由に
相次いで取り壊され、公会堂が武氏設計の唯一のも
のとなった。その建築的価値は 2003 年に日本建築　
学会の「日本の近代建築 100 選」に選ばれたこと
に象徴される。
　先日、公会堂で開館 50 周年を記念するイベント

「公会堂のチカラ」が聞かれた。50 年の歴史を語る
トークショーや演劇が催されたが、そこにあったの
は公会堂に対する深い愛着だった。市民の心に深く
刻まれた建物のチカラは何者にも替え難い街づく
りの力である。
( 馬場宣房 )

長崎新聞 2013 年 2 月 4 日（月）18 面
残したい
建物や緞帳　貴重な文化財

　長崎市は新庁舎を市公会堂敷地 ( 魚の町 ) に建設
し、公会堂に代わる文化施設を現庁舎跡地 ( 桜町 )
に建てることを決めた。公会堂は 50 年以上、本県
舞台芸術の発表の場として親しまれてきたが、取り
壊される。識者からは「建築物の価値が高い」と存
続を望む声も。地元表現者らは公会堂に愛着を感じ
る一方、新施設への期待を寄せている。
　公会堂の歴史は古く、旧公会堂 ( 栄町 ) は 1930
年 12 月 18 日に誕生。多くの市民に利用されたが
45 年 8 月、原爆による二次火災で消失した。
　再建は市の財源不足で難航。しかし被爆から 10
年を機に「長崎に平和を象徴する国際文化施設を」

との目的で官民一体となり長崎国際文化センター
の建設を計画。その一つとして 62 年 6 月 2 日、現
在地に落成した。
　長崎市出身の建築家、武基雄がデザイン。59 年
に建てられた旧長崎水族館も武が手掛けた。敷地面
積は 3597 平方メートル、鉄筋コンクリート造り 5
階建てで総工費約 2 億 5 千万円。座席数は l747。
内部にはポルトガル船出入港の様子が描かれた豪
華な椴帳 ( どんちょう ) がある。縦 9.5 メートル、
横 20 メートル。制作費は 845 万円で長崎放送が寄
贈。絵師、狩野内膳が描いた南蛮扉風 ( びょうぶ )
をもとに京都の専門店がオランダ刺繍 ( ししゅう )
を施した。
　長崎歴史文化協会理事長の越中哲也さん (91) は

「緞帳には宣教師や教会が描かれ 1603 年ごろの長崎
の雰囲気がよく出ている。残した方がいい」と話す。
　

新施設に
愛着あるが古い設備不満

1974 年に市民会館文化ホール ( 魚の町、974 席 )、
98 年に長崎ブリックホール ( 茂里町、大ホール
2002 席 ) などが開館したが公会堂の利用状況は良
好。2011 年度の稼働率はブリック 70.0%、公会堂
59.3%、市民会館 54.8% となっている。
公会堂に対し文化団体からは「市民会館より舞台が
広くブリックほど大き過ぎず利用しやすい」という
愛着と、楽屋が少なく設備が古いなどの不満もあり
新施設への要望が相次いだ。
　かとうフィーリングアートバレエ主宰の加藤久
邦さん (81) は落成式で踊りを披露して以来、公会
堂で 100 回以上公演。「ブリックにない回り舞台な
どの設備が魅力」としながらも「舞台機能の充実、
バリアフリ―化、トイレ増設」などを求めた。
劇団「F’s company」代表で公会堂開館 50 周年記
念事業実行委員長を務めた福田修志さん (37) は文
化的な貢献を評価しつつ「新施設は大きな舞台の中
規模ホールに。舞台設備には手動部分を残して」と
注文。公会堂で舞台を担当した元職員の中尾恕さん
(82) と出口誠一さん ( 69) は「現場の声をくんだホー
ルを。場所は今のままがいい」と話した。

　老朽化は否めないが建て替える必要はあるのか。
市は耐震診断をもとに、11 年 10 月の公会堂等文
化施設あり方検討委の資料で①耐震補強と大規模
改修では約 31 億円 ( 耐用年数で割ると年 2 億円 )
②建て替えでは約 42 億円 ( 同、年 0.6 億円 )―と試
算。「耐雷橋強は投資効果が低い」と説明している。
だが公会堂は建築物として高い評価を得ている。近
代建築の記録と保存を目的とする国際学術組織「ド
コモモ」日本支部は 03 年に公会堂を日本の近代建
築 100 選に選定。まちづくりに詳しい長崎市の 1
級建築士、鉄川進さん (56) は「被爆復興の時代を
物語る貴重な建築物。文化財としての価値はこれか
ら高まるのだから耐震補強して残すべき。壊すこと
は残念だ」と語る。
　公会堂を跡形もなく取り壊すのか。50 年の歴史
を引き継ぐ新施設の構想は。市民がよく利用する場
だからこそ、期待も高まっている。
( 関根めぐみ )

公会堂存続の流れ

2004 年 01 月長崎商工会義所が「公会堂及び周辺地
域の今後のあり方に関する要望書」を市に提出。市
のグランドデザインを描き、公会堂は改修、補修し
継続した使用をと要求。
2004 年 03 月公会堂存廃問題検討懇話会が市に報告
書。「構造診断を実施、補修し中ホールにリニュー
アルするなど検討し現在地に存続すべき」
2009 年 6 月～ 10 年 03 月市が市庁舎と公会堂を耐
震診断 
2011 年 02 月市が耐震化方針を表明。「市庁舎の建
て替え計画の具体化と平行して、機能の確保の方法
を検討」
2012 年 03 月公会堂等文化施設あり方検討委が報告
書。「老朽化した公会堂に代わり専門性が高い利用
にも対応ができる新しい文化施設が必要」

8. 東側外観

9. 狩野内膳の南蛮屏風をもとにつくられた緞帳
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渡辺　満 /Mitsuru Watanabe
建築家・渡辺満一級建築士事務所所長。1935 年
東京生まれ。1958 年早稲田大学卒業。北欧 4 カ
国国立 NORDPLAN 修了。1958-63 年武基雄研究
室。1963 年よりスウェーデン。ラルフ・アース
キン、ウリン・マルム、ヒョイエル・ユングクビ
ストの事務所を経て、渡辺満建築事務所（ストッ
クホルム）、渡辺満一級建築士事務所（東京）。作
品に長崎水族館全体計画、長崎市公会堂、福砂屋
浦上店ほか。昭和 32 年度日本建築学会懸賞設計
1 等。著書に、『スウェーデンの住宅事情と都市計
画』、『スウェーデンの住宅問題』ほか。
http://mitsuru-watanabe.com

社会資産　
　住居の購入は、人生最大・最高額の買物です。　
長い年月のローンを組み、人生の経済的枠組みが、
外側から固められてしまいます。食費・教育費・
医療費（保険）・税金等、どうしても、避けるこ
とが出来ない支出後の残り大部分がローンに当て
られます。支出のうち、住居だけは、形にのこる
ので、いわば、人生の労働・汗の結晶です。これ
は、家庭経済に限られたことではなく、企業でも、
自治体でも、国家の場合でも、インフラ・土地の
整備、街・公園・公共施設あるいは、建築物など
全て、社会全体の努力・労働の結晶です。つまり、
個人所有の住居から、公共施設まで、社会の資産
だということです。
　我が国では、新築住居の寿命は、３５年つまり、
住宅ローンの期間と同じです。一世代ごとに、取
り壊され、次世代が改めて新築する・・・新しい
ローンが始まるわけです。諸外国では、建物・施
設の寿命は、数百年です。多世代に亘って使用さ
れ続けるのが、住居でも、普通のことです。する
と、次世代の人々は、メンテ費用のみの支出負担
となり、生活にゆとりが出来、あるいは、さらに、
より新しい事業に取り掛かることが出来ます。
　ヨーロッパでは、豊かな国でも、貧しい国でも、
ゆとりある生活をしているように見えるのには、
こういう、簡単な事情があります。ヨーロッパ観
光をすると、見物するのは、景色を除けば、ほと
んど、古い、数百年前の建物ですね。　最近は、
日本でも、古民家・いにしえの街並みが観光名所
になっています。そんなに昔の話ではなくても、
昭和３０年代の生活・街並みを映画にしたら、大
ヒットでした。上手に使われ、上手に補修された
建物は、収入源にもなるということですね。

（渡辺満）

兼松　紘一郎 /Koichiro Kanematsu
建築家・兼松設計主宰。1940 年東京生まれ。終
戦直後、父の実家のある長崎に転校し、その後
天草を経て、長崎中学校に入学、2 年まで長崎
で過す。明治大学卒業。（社）日本建築家協会
理 事（2002-04）。 現 在 DOCOMOMO Japan 幹
事長を経て名誉会員。神奈川県立近代美術館
100 年の会事務局長。熱海市「旧日向熱海別邸
等研究委員会」委員、愛知県立芸術大学「施設
整備委員会」委員、国立近現代建築資料館企画
小委員会委員・及び選定委員会委員など。著書
に、『喪われたレーモンド建築』( 共著 ) ほか。
http://blog.goo.ne.jp/penkou

林　一馬 /Kazuma Hayashi
長崎総合科学大学建築学科／大学院・教授。1943
年奈良県生まれ。京都大学工学部建築学科卒業。
同大学大学院博士課程修了。1972 年から長崎在
住。専攻は、建築意匠・建築史・建築論。博士（工学）。
著書に『伊勢神宮・大誉宮建築史論』、『長崎の教
会堂』ほか。2002 年日本建築学会賞（論文）受
賞。長崎県文化財保護審議会会長、長崎県世界遺
産学術会議委員長、長崎県美しい景観審議会委員
長、環長崎港アーバンデザイン会議専門委員、長
崎市文化財審議会委員などを兼務。

DOCOMOMO とは

　 ド コ モ モ（DOCOMOMO ＝ Documentation 
and  Conserva t ion  o f  bu i ld ings , s i tes  and 
neighbourhoods　 of the Modern Movement） モ
ダン・ムーブメントにかかわる建物と環境形成の
記録調査および保存のための国際組織

　ドコモモは、20 世紀の建築における重要な潮
流であったモダン・ムーブメントの歴史的・文化
的重要性を認識し、その成果を記録するとともに、
それにかかわる現存建物・環境の保存を訴えるた
めに、オランダのフーベルト・ヤン・ヘンケット（当
時アイントホーヘン工科大学教授、現デルフト工
科大学教授、初代会長）の提唱により 1988 年に
設立された国際学術組織で、建築史研究者だけで
はなく、建築家、建築エンジニア、都市計画家、
行政関係者などが参加している。
　1990 年にアイントホーヘンで第 1 回の総会が
開催され、第 2 回総会は 1992 年ドイツのデッサ
ウのバウハウスの校舎で行われた．第 3 回（1994）
はスペインのバルセロナで、策 4 回（1996）は
スロバキアのブラティスラバ、第 5 回（1998）は、
スカンジナビア諸国 5 カ国の共催により、スウェー
デンのストックホルムで．第 6 回（2000）は、
ブラジルのブラジリアで、第 7 回（2002）はフ
ランスのパリで、第 8 回（2004）はアメリカの
ニューヨークで、第 9 回はトルコのアンカラで、
そして第 10 回は記念大会としてオランダのロッ
テルダムで 2008 年に開催された。2008 年 10 月
現在、ヨーロッパ（29 か国）を含め、南北アメリカ、
オセアニア、アジアから全部で 57 支部（54 カ国）
が参加するまでに拡大している。
　ドコモモ本部（DOCOMOMO International）は
当初オランダ（デルフト）に置かれ、2002 年か
らはフランス（パリ）に移ったが、2010 年から
スペイン（バルセロナ）のミース・ファン・デル・
ローエ財団に置かれており、会長はアナ・トスト
ヨス（Ana Tostoes）、リスボン工科大学教授が就
任している。第 1 回総会では、ドコモモの理念や
活動についての宣言が採択され、以下のような活
動目的が確認された。

1. モダン・ムーブメントの建築遺産の重要性を、  一般
     市民、行政当局、専門家、教育機関に広めること。
2. モダン・ムーブメントの建築作品の調査を進め、
     広げること。
3. モダン・ムーブメントの建築貴重な作品の破壊
    と破損に反対すること。
4. 資料調査と保存のために基金を誘致すること。
5. モダン・ムーブメントに関する見識を広め、
     探求すること。
　
　ドコモモは、モダン・ムーブメントやその成
果に関する参加各国の多様性を尊重しつつ、2
年に 1 回の総会に合わせたシンポジウム、機関
誌 ”DOCOMOMO Journal” の年 2 回の刊行を通じ
ての情報提供、4 つの専門分科会ごとの研究・議
論、個別の支部が開催するシンポジウムの案内な
どを行って、モダン・ムーブメントの成果やそ
の保存の重要性についての啓蒙活動を続けてき
た。これまでの活動で特筆すべきものは、各国
に現存するモダン・ムーブメントの好例 20 件を
選定して、2000 年に ”The Modern Movement in 
Architecture/ Selections from the DOCOMOMO 
Registers” (edited by D. Sharp & C. Cooke, 010 
Publishers) にまとめて出版したことである。その
もとになっている現存リストは所定フォーマット
に従って蒐集され、オランダの建築博物館（NAI）
が管理し、公開やさらなるデータ整備・蒐集に向
けて準備が進められている。
　
　なお、近代の建築に関するユネスコの世界遺産
選定の動きに関連して、ユネスコから協力依頼が
なされている。

DOCOMOMO Japan とは

　ドコモモの日本支部（DOCOMOMO Japan）は、
1998 年に日本建築学会の建築歴史・意匠委員会内
に設けられたドコモモ対応ワーキング・グループ
を母体に組織を整え、2000 年のブラジリア総会で
DOCOMOMO の正式メンバーとして承認された。
　 日 本 支 部 は 2000 年 に、 同 支 部 選 定 の
DOCOMOMO20 選についての展覧会やシンポジ
ウムを独自に開催し、ドコモモの主要任務を果た
すべく、2003 年 9 月には 20 選に 80 件を加えた
DOCOMOMO100 選を、2005 年度にはさらに 15
件、06 年度には 10 件、07 年度には 10 件、08
年度に 10 件、09 年度に 5 選のリストを発表し、
合計 150 件の建築物を選定している。2012 年度
には、更に 14 件を選定し、近々リストの公表を
予定している。また、あわせて建築物の見学会や
展覧会、研究集会ならびにセミナー、シンポジウ
ムを開催し、DOCOMOMO Korea を始め各国との
積極的な交流・活動を続けている。そのメンバー
には、DOCOMOMO の趣旨に沿うべく、建築史研
究者だけではなく建築家や構造エンジニア、工法
の研究者も参加している。

DOCOMOMO Japan　組織 (2012 年より）
代　表：松隈洋 （京都工芸繊維大学教授）
副代表：山名善之 （東京理科大学准教授）
幹事長：渡邉研司　（東海大学教授）
事務局長：亀井靖子　（日本大学専任講師）
監　事：深尾精一（首都大学東京名誉教授）夏目
勝也（夏目建築設計事務所所長）
事務局
日本大学生産工学部建築工学科　亀井研究室
〒 275-8575 千葉県習志野市泉町 1-2-1 
Email: docomomojapan@yahoo.co.jp
Homepage: http://docomomojapan.com/

長崎都市遺産研究会とは

　長崎市公会堂の存続が危ぶまれる中で、その建
築的意義を広く知ってもらおうと活動を開始。都
市は生命体のようなものであるとよく言われる
が、建築物はその中にあって重要な構成要素であ
る。その構成物が、長期的なビジョンをもたない
都市経営的な視点でのみ捉えられることには大き
な問題があり、建築の存在意義は歴史を踏まえて
問われる必要がある。
　長崎都市遺産研究会は、都市の中で埋もれてい
たり、解体されようとしている貴重な建築遺産を
発掘、保全し、次世代に継承するための支援活動
を行う市民団体である。

代　表：林一馬（長崎総合科学大学教授）
副代表：中村享一（一宇一級建築士事務所代表）　
　　　：鉄川進（鉄川進一級建築士事務所代表）
事務局
一宇一級建築士事務所
〒 850-0065 長崎県長崎市入船町 7-5
TEL：095-861-8626
FAX ：050-3153-0049
e-mail： kokaido.nagasaki@gmail.com
Web：http://www.nagasakicitylegacy.info
Facebook：www.facebook.com/heritage.nagasaki
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