
川元　前号に引き続き「陸前高田市立気仙小学
校」の設計者の皆さんにお話を伺います。まずプ
ロポーザルの審査等について、応募した側からの
感想などをお聞かせください。審査委員のメン
バーが誰であるかで、応募に際して影響は大き
かったですか。
土屋　それはすごく大きかったです。この地区の
全体計画の策定段階から関わられていた内藤先生
や羽藤先生が、引き続きプロポーザルの審査も担
当されました。発注サイドでも、震災後すぐに被
災地に入り市の復興に関わられていた方々が引き
続きプロポーザル審査の事務局に入られました。
これならば、学校づくりも、良い形でまちづくり
との連続性が保たれるだろうと思いました。その
ようなことを考えて技術提案をつくりました。
川元　設計契約はスムーズでしたか。
土屋　プロポーザル方式でしたから、設計契約は
随意契約（見積り合せ）で行われました。私たち
の積み上げは、告示をベースにして懇話会等への
参加費用も加えましたが、契約額としてはそれほ
ど大きな違いはなく、しっかりと確保されている
と感じました。遠方である東京からの交通費の算
出の考え方などは若干異なりましたが、概ね適切
だったのではないかと評価しています。
川元　続いて、コスト管理についてお聞かせくだ

さい。
綾井　被災地の方々は、復興が遅れることですご
く辛い思いをされます。「この計画は（本来なら
ばもうできているはずだったのに）また少し遅れ
ます」というふうに、様々な事業が延期、延期の
連続だったそうです。
川元　例えば、本事業に先行する造成工事や町の
移転などもですか。
綾井　そうです。もちろん止むを得ない事情がた
くさんあるのでしょう。しかし住民の立場に立て
ば、「辛いけど、そこまでは我慢しよう」という
気持ちでいるのに、その事業が延期になるのは耐
えがたいのではないかと思います。
　例えば、大震災の後で小学校に入学した子ども
たちの中には、仮設住宅がグラウンドにある小学
校で６年間を過ごして卒業した子どもたちもいま
す。仮設住宅が撤去され、グラウンドの「使い初
め」が行われたのは2017年11月です。子どもたち
は夕日の中、いつまでもいつまでもグラウンドを
笑顔いっぱいで周り続けていました。初めて見る
グラウンドがうれしかったのでしょう。その様子
を見て、「ああ、よかったなあ」と思うと同時に
胸が締めつけられる思いでした。このような町の
様子を見て、設計に着手した当初から「学校の完
成だけは絶対に遅らせない」という強い気持ちを
持ちました。即ち、工事の入札で不調・不落が起
こらないようにして、当初計画どおりに契約する
ということです。コスト管理はどのような事業で

プロポーザルと設計のコスト管理

40　　建築コスト研究　No.110　2020.7

発注者と設計者とをつなぐもの（特集109号）

発注者と設計者とをつなぐもの（特集109号）

綾井　新
（綾井新建築設計）

土屋　辰之助
（株式会社土屋辰之助アトリエ）

野島　直樹
（株式会社教育環境研究所）

聞き手：川元　茂（本誌発行人）／山口　浩史（本誌事務局）

座談会「地域に愛される公共建築」（後編）



も重要です。しかし本事業に関しては特に強い意
識を持って取り組みました。
土屋　被災地で先行していた多くの公共建築プロ
ジェクトでは、様々なところで不調・不落が繰り
返されていました。そのために、設計者が変更さ
れた例もあります。
　プロポーザルの応募時点から、不調・不落を回
避するための戦略をいろいろと考えていました。
先行事例や市場の調査も出来る限り行いました。
川元　そもそも応募の時から考えられていたので
すか。
土屋　そうです。例えばどのような構造形式を用
いるかはその大きなポイントです。コストに対す
る危機意識は強かったので、プロポーザル応募時
の技術提案では「RC造でも木造でもできる。フ
レキシブルに変化させられる提案である」と、構
造形式を明確にしませんでした。
　そして、設計に着手してすぐに、詳細な検討を
始めました。その時には、釜石、宮古などで随分
と不調が発生しており、コンクリートの価格が高
騰している状況も感じていました。
　そもそも、温かみのある木材を多用した学校に
したいという思いもあり、１階をRC造、２階を
木造にするという混構造も選択肢に持っていまし
た。しかしその被災地の状況を見て、基本設計の
初期段階で「すべてを木造でやる」という大きな

判断をしたのです。
　もしRC造にしていたら、実施設計段階で詳細
にコスト縮減の検討をしても、当初の予算には到
底収まらなかったと思います。
　純粋に木造で２階建ての校舎をつくるという基
本方針を初期に定めたので、遮音性の問題など、
そこから生じる課題に集中して、チーム全体で解
決方法の検討ができました。最初に「こうだった
ら、こう」という見通しを立てることの重要性を
実感しました。
　並行して、陸前高田など現地の施工者の状況も
調べました。地元にはどんな会社があり、どんな
実績があるのか。これまでの復興事業では、どの

土屋氏

地域づくりと一体となった学校づくり
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ような工事で難しさがあったのかなど、市の担当
の方と一緒にいろいろ見させていただきました。
その結果、地元での詳細な価格動向を知ることが
できました。不調・不落を100％回避する方法は
ありませんが、限りなく回避できるようにするた
めの対策をとることはできると思います。
川元　適正な予定価格とは、きちんと受注できる
価格まで積み上げるということですね。地元の動
向調査は、施工者への書面調査だけではなく、現
地を直接歩いて調べることも重要なのですね。
土屋　そうです。先行する現場で何が問題だった
かをきちんと聴き取ることが、特に大切です。同
じことをすれば、同じことが必ず起こります。
山口　なるほど。現地の施工側の細かなニーズを
聞くことで、それを参考にして設計にも反映する
ことができる。コスト管理の面ではとても重要で
すね。
土屋　地域毎に事情や問題が異なっていて、それ

によって工事費も変動しています。そこを個別
に、地域毎に丁寧に見ることが大事です。
　今回は、木造を得意とする構造事務所にも協力
してもらいました。しっかりしたネットワークが
あったので、木材のコストも含めて様々な事前情
報が収集できました。
川元　私自身も被災地の公共建築の不調・不落対
策に関わった経験があります。しかし、設計事務
所の方が、設計の初期段階からそこまでの責任感
を持って検討されていたことは十分に認識してい
ませんでした。お恥ずかしい限りです。
土屋　そのような問題意識を持つようになったの
は、香山アトリエで地方の仕事をたくさん経験し
たおかげです。それぞれの地方にはそれぞれの事
情があります。実際に施工にあたる可能性のある
地元の施工者さんたちの状況を十分に把握してお
かなければなりません。自分たちが使いたいもの
を使うという設計では、コスト管理は十分にでき
ません。その地方で使いやすいものを使うという
工夫も必要なのです。
川元　地域によって価格が違う。それを柔軟に設
計に反映する力が必要ですね。
土屋　そうです。不調・不落が起こると誰も得し
ません。地元の方々の話をきちんと聞いて、調べ
る。それで不調・不落が回避できるのならば、
やっておくに越したことはない。事情を知るとい
うことが一番大事なのだと思います。

木造のゆとりある空間「図書室」

気仙木材加工協同組合連合会における木材調査
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綾井　地元の木材を使うことは、設計者にとって
非常に魅力的なことです。しかし、その地域での
供給能力と供給場所からの距離などは、実際に木
材を使うためのある種の制約条件になります。
川元　実際、その時期にその場所に供給可能な木
材があるかということですよね。
綾井　様々な調査検討の結果、本事業の構造材は
岩手県産材を使い、内装材は市内の気仙杉材を使
いました。可能ならば、構造材の一部だけでも気
仙の材料を使いたかった。しかしこの規模の構造
材では難しいというのが地元の方のお話でした。
そのため、気仙杉材は内装の見せ場として使お
う、そういうふうに設計を切り換えました。
野島　その制約条件を踏まえ、大断面集成材を使
わずにすむように耐火構造を挟むことによって一
般木造で作ることを考えました。
山口　設計上の工夫ですね。
土屋　それはコスト管理の面でも役に立ちまし
た。木造部分は耐火、準耐火ではない「その他」
とすることで、やはり建設費も抑えられることが
できたと思います。
野島　いわゆる「燃えしろ設計」などは採用せ
ず、地元で調達しやすい流通材を使うように工夫
しました。

川元　市場に出回っている木を使うとコストダウ
ンにもなるということですね。
野島　一般木造とすれば、集成材にしても、調達
しやすいサイズの集成材が使えます。
川元　当初の設計コンセプトを優先した設計をす
ると、「この設計図書どおりの木材を調達してく
ださい」となり、施工段階での不調・不落のリス
クを抱えることになりますね。
土屋　陸前高田市の森林組合と隣町の住田、遠野
で、調査とヒアリングをしました。例えば、普通
教室棟の集成材壁柱や特別教室棟の登梁なども、
県内の工場で生産可能であるということは確認し
ました。
川元　先に設計図書をつくって、その後で現地に
入っても、実際に施工できるかどうか分からない
ですね。
野島　木造は特にそうです。しかしコンクリート
にも、また違う事情があります。どのような工事
でも現地で話を聞かないと分からないです。

土屋　地元で調達しやすい木材を使うという制約
的な条件を、意匠面ではメリットに変えることが
できました。即ち、内部空間のスケール感に十分
に活かすことができたのです。
　小学校の普通教室は８ｍ角にすることが一般的

木造の難しさとおもしろさ

木材の制約的な条件をメリットにする工夫

内部空間に、もう一つのスケールがある「普通教室」
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です。そのスパンを木造で飛ばすには大断面部材
が必要になりコストも上がります。そのため、今
回は一回り小さい6.4ｍの木造のスパン割としま
した。教室の広さは８ｍ×８ｍのままにして、そ
の中に柱を建てて、6.4ｍ×6.4ｍの程よい囲いを
つくり出したのです。
　本校は、全校児童50 ～ 60人の小規模校です。
将来子どもたちが増えたとしてもこのスケールで
収まるという見通しを立てた上で、6.4ｍ角の親
密な空間を設定しました。
川元　「外壁とは別に、内部空間にもう一つフ
レームをつくる。そして子どもたちになじみよい
スケール感を出す」という設計コンセプトには、
コストダウンという大きな要素も入っていたので
すね。
土屋　逆に、それで普通教室の豊かさが出せまし
た。
綾井　建築の空間というのは、決して大は小を兼
ねません。小さい空間は小さい空間の良さ、大き
い空間は大きい空間の良さがあります。
　小規模校の場合は８ｍ角で全部真っ平らの高い
天井にすると、がぼっとし過ぎて何か寂しい感じ
になってしまう。そこで6.4ｍのところで天井の
高さを変えました。
川元　もう１個スケールが入る……。
綾井　そうです。そうすると、ほどよいスケール
になるし、天井が低いところを活かして、教師
コーナーもつくりました。これで先生が教室で子
どもを見守る場所ができました。
川元　とてもスケールが落ちついていて、住宅っ
ぽくて、生活感があって、がらんとしていない。
人がいるとかいないとかは抜きにして、建物だけ
で賑やかな感じがしました。
綾井　人がいないときも人の気配を感じるという
……。
川元　建物全体にすごく温かい感じがします。建
物なのに人柄が出ている……。
野島　学校の教室は四角にしなければならないと
いうルールはないんです。でも何となく教室は四
角だというイメージがあり、先生方もそれに慣れ

ている。だからこそこのようなコーナーをつくり
ました。先生方にとっても新しいことを発想でき
る手がかりになると思います。
川元　子どもたちにとっては本当に幸せな空間で
すね。こういう学校で学んだことは生涯にわたっ
て大きな経験になる。
野島　愛される要素として、木造にしたことはす
ごく良かったと思います。

山口　木造はメンテナンスが大変だと思いますが
……。
土屋　木造はメンテナンスに手間がかかるという
イメージが強いらしく、学校の木造化に対して、
設計の初期段階では発注者からはすぐにゴーサイ
ンは出ませんでした。林業が盛んな町ならば、逆
に発注サイドから「木造で作ってほしい」と依頼
されることも多いと思いますが、今回は異なりま
した。
　今回は、与えられた条件下では木造が最もふさ
わしいことを、丁寧に説明しました。その際、発
注者からも木造に対するメンテナンス上の課題な
どもきちんとお聞きしたので、それに対する解決
策も説明しました。
　例えば木の外壁やバルコニーのメンテナンスの
大変さに対しては、外壁の木材は雨がかりになら
ない２階部分などに限定して用いること、バルコ
ニーの見上げの軒天は木材を用いるが、バルコ
ニー自体は鉄骨で設計することなどです。

木造のメンテナンス性への対応と長所

鉄骨造のバルコニー
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川元　木の特質を踏まえて活用することですね。
土屋　内部空間は雨から守られていますから、ふ
んだんに木材を見せます。外部では雨がかりを避
けるために、深いひさしの奥は木の外壁にして、
ある程度雨が当たるようなところは木と同じ色の
サイディングにする。そのような使い分けを的確
に行うことです。また、木材によくない湿気も回
避しています。
綾井　木材は、様々な観点から見て性能のバラン
スが良い材料だと思います。ある部分から見ると
必ずしも一等賞の素材ではない。しかし私はそれ
でいいと思うのです。例えば、柱なしで一番広い
空間をつくるためには鉄骨を使う。火で燃えない
素材は、コンクリートが一等賞です。そういう意
味で、木材は一つの指標から見ると一等賞にはな
らない。
　でも工夫して使えば、例えば「燃えしろ設計」
にすれば準耐火構造になる。雨さえかからなけれ
ば部材の交換も可能で、長持ちもする。触ってい
て楽しく気持ち良いところがある。様々な指標か
ら見てバランスが良い、性能の高い素材なので
す。だから、何か一つのやり方で全部木を使うの
ではなく、適材適所で組み合わせた時に最高に力
を発揮するのが木なんだと思います。総合力の高
い良きパートナーなのです。
野島　極論になるかもしれませんが、木造の方が
傷んでいるところがはっきりと目に見えます。と

ころがRC造は分からないわけです。だからRC造
は、コア抜きやアルカリ性の調査などを大々的に
やらないと保有性能が分からない。RC造の校舎
はメンテフリーで長く保つものだと思ってなんと
なく使い続けると、雨漏りがしてくる、それで建
て替えようとなることもある。
　木造校舎の方がRC校舎より長持ちしているも
のがあります。耐用年数で見ると、RC校舎の建
替えは45年とか50年を切る程度で実施されてい
る。施設の総量が違うから単純な比較にはならな
いですが、木造校舎は50年以上使い続けられてい
る割合が高かったりします。木造はそれだけ愛着
が湧くというのもあるのではないでしょうか。メ
ンテナンス性もさることながら、そういう面もあ
るのではないかと思います。
川元　傷んでもそれなりの雰囲気が出る。
綾井　手垢がついても、光ってきていい味わいが
出てきたなと。
川元　貫禄がついたなみたいに思いますよね。
野島　当然、傷みやすいところには使わないと
か、大規模になるとエンジニアリング的に解決す
べきところがありますが、もっと柔軟に考えるの
が前提ではないでしょうか。

川元　今回のプロジェクトの経験から、発注者や
プロジェクトの進め方などについて、お気づきの
点などがありましたらお聞かせください。
綾井　まず、プロポーザルの際に、設計条件が提
示されます。必要な機能や諸室、それらの面積な
どです。しかし、実際に設計者として、利用者や
地域の方などと話していくと、その設計条件では
不十分であることや、新たなものが必要になるよ
うなことがあれこれと出てきます。
　一つ目は、設計者が決まった後にそういう対話
を行って、建物をより良いものにするために、プ
ロポーザルの最初の案からよくなるのであればど
んどん変えてもいい、そのような考え方が広まっ
てほしいということです。

発注者に望むこと

綾井氏

建築コスト研究　No.110　2020.7　　45

座談会「地域に愛される公共建築」（後編）



　もう一つは、それに関連しますが、骨格となる
コンセプトは一貫して守るけれども、様々な方と
の対話を通して、必要があれば柔軟に案を変え、
つくり変えることができる設計者に公共建築の設
計を任せてほしい。そして長く世代を超えて受け
継がれるような公共建築をつくってほしいと思い
ます。そのような設計者を選ぶ仕組みを工夫して
ほしい、更にそのような考え方が広がってほしい
という願いがあります。
川元　設計者の選定は非常に重要です。また、そ
の気持ちは発注者も同様だと思います。絶対に変
えてはいけない骨格の部分と、柔軟に変えていく
必要がある部分との見極めや切換えが柔軟にでき
る能力や姿勢が大切ですね。
綾井　それができないと設計が次の段階に進まな
くなるのです。
川元　設計業務を依頼する時点では十分に決まっ
ていないことが多々あります。そのため当初の設
計条件はある想定で作成せざるを得ない部分があ
ります。だから、この部分については良い案が
あったら変更・改善してほしいということを設計
者に依頼できる仕組みをつくっておくことが大切
です。また変更・改善に必要となる経費や時間も
織り込む必要があります。
　その際、例えば住民説明会などの開催や設計条
件の変更などについては、発注者が責任を持って
行う事柄です。

　そのようなプログラムづくりや責任分担につい
ても、プロポーザルの要綱などに反映しておくこ
とが重要だと思います。
野島　当研究所は、今回は設計者の立場でした
が、通常は設計の前段階、つまり基本構想や基本
計画を作る業務をお手伝いすることが多いんで
す。その時には、先ほども発言にあった地域の想
いを汲みとった計画の組み立てについて綿密に考
えます。目標を明確に定めて、それを実現できる
設計者を選ぶというような業務もお手伝いしてい
ます。
　私は、学校づくりとしてそのような仕事を所長
の長澤悟先生の下で20年ほどやってきました。設
計者を決める前からしっかりとした軸を持つこと
は重要です。更に適切に設計者を選定するために
は、目利きとなる専門家が必要です。誰に審査委
員をやってもらうかはとても重要です。設計者と
しての資質を適切に評価できるかどうかが大切な
ところです。信頼できる人が審査委員になってい
ると、志の高い建築家の応募も増えると思いま
す。
山口　本事業の審査員は地元の方より外部の方が
多かったですね。
野島　外部の様々な立場の専門家が入っていて、
バランスの良い審査体制が組まれていたと思いま
す。一方でシビリアンコントロールというのは
ちょっと言い過ぎですが、専門家だけというのも
確かによくない。でも、専門家が１人だけという
のも適正な評価に本当に繋がるのかどうか疑問が
あります。野島氏

住民説明会
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土屋　私は墨田区に事務所を置いていて、墨田区
の仕事もしています。発注者支援業務の一つであ
る基本計画の策定業務にも最近取り組みました。
多くの自治体では、技術者の不足が背景にありま
す。実際、自治体の技術職の人出が不足していて
個々のプロジェクトのサポートができていない状
況も見受けられます。だからこそ、そこで私たち
建築士の役割が発揮できると思うのです。
　現在、建物の設計内容は非常に複雑になってい
ます。一般の方にはなかなか判断できないことが
多いと思います。役所の担当者でも、建築専門家
でなければ全く分からないというところがありま
す。先ほど話題に出たフィードバックの重要性と
繋がるのですが、自分たちが設計して作られた建
物がどう運営されて、物理的にどう劣化していく
か、それを見据えてどのような改修やメンテナン
スが必要なのか、そのサイクルを理解した上で、
建築家が基本計画や発注者の支援に回れると非常
に大きなサポートになるのではないかと実感して
います。誠意を持って誠実に対応することが大前
提です。
　そういうふうになれば、どこかの既存のプログ
ラムをほとんど書き写して、それをそのまま設計
者に任せようということにはならないと思うので
す。それがまず一つ、私たち建築設計者として、
これからできることではないかと思っています。
　更に基本計画や発注者支援に実際に取り組む
と、その後に続く設計者の役割がいかに大事かと
いうことが実感できます。支援の立場で仕事をす
ると、その後の設計に携わることができるかどう
かは分かりません。自らが設計できなくなるとい
う状況は非常にもどかしいのです。基本計画段階
で、様々な空間の必要性や様々な使い方の話を伺
います。それに応えるためには、文章だけではな
く、スケッチのような具体的な絵がだんだんと必
要になってくる。もちろんどこかで区切りをつけ
て自制するのですが、そうなればなるほど、実際

に形をつくっていく設計者の役割がいかに大事な
のか本当に分かるのです。そして、設計者には、
実力がなければならない、経験がなければならな
いということも実感されます。
　それを分かった上で、良い建築をつくるために
は設計の前段階を充実させることも重要なので、
そういうところに加わっていく、更にはアフター
ケアにも加わっていく、建築設計の専門家にはそ
のような幅広い働きも非常に大切なのではないか
と思います。
川元　設計者に向き合う立場に立つと、逆に設計
者の役割がよく見えるということですね。
土屋　そうですね。その場合に、地域の設計者と
そうでない設計者との関わりも大事だと思いま
す。私は両方の立場で仕事をした経験があります
ので、両方の立場の設計者それぞれがしっかり質
を保って設計できなければならないと思います。
　「学校の設計はある種の定形的なものだから」
「入札仕事だから」という雰囲気ですまされてし
まうことも、現実にはあるようです。
野島　地方にも志がとても高い人はたくさんいま
す。地方でそういう人たちが活躍できる場をいか
につくるかというのも大きな課題の一つです。特
に改修の設計などは地域に密着した設計者でない
と十分に取り組めない。外部から来る設計者には
なかなか難しいところがあります。

山口　それでは、最後お一人ずつ、結びのメッ
セージをお願いします。
綾井　気仙小学校の設計に取り組むときに、自分
にとっての建築が問われていると思いました。そ
れを考えて、建築の根本は、共同体の願いを具体
的な形にすることだと改めて思いました。
　共同体という言葉が抽象的であれば、共通の願
いを持っている人の集まりと言い換えることもで
きます。私たちが大切にしている共通の価値はこ
ういうものだ、こういうことが共通の願いだとい
う人の集まりを対象にして、その心の奥底にある

発注者への技術的支援の大切さ
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願いの集まりを具体的な形やものとして示すのが
建築です。
　本事業では、それを絶対に実現しなければいけ
ない、全力を尽くさなければいけないと思ったの
です。実際に、気仙小学校がそういうものになっ
たかどうかは、これからの長い時間を通して今の
人たちや未来の人たちに見られるものだろうと思
います。私たちの設計した小学校が、実際に目に
見えるもの、触れられるものとして、過去の歴
史、復興に向かう現代の人たち、そして未来の子
どもたちを繋ぐリレーのバトンになってほしいと
願っています。
土屋　最近の風潮として、例えば公共建築に関し
てもそうですが、公共のサービスは与えられるも
のだと思われている節があります。「公共は、自
分たちとは別物である。税金の対価として、公共
は私たちに何かをやってくれる」そのような感覚
になっているのではないか。それは非常に問題だ
と思います。
　実は、自分たち自身の内側に公共が含まれてい
る、公共は私たちの一部なのです。だからこそ、
設計の段階から学校づくりに参加してもらう、そ
のことを通じて、それは他人事ではなくて自分事
だと実感してもらえるようにしたい。それによっ
て公共の活動が実際に私たちのためのものにな
る。そのことを皆さんに分かってもらえるよう
に、私は、設計や発注者支援の活動をしていきた
いと思っています。
川元　与えられているものという受け身のスタン
スですね。何か天から降ってくるものという感覚
でしょうか。
土屋　一朝一夕には解決できることではありませ
んけれども、そのようなことをしっかりと引き寄
せられるような設計者になりたいと思っていま
す。
野島　過去の経験から言っても、気仙小学校は、
地域の皆さんに本当に喜んでいただけた事例だと
思います。地域の皆さんが積極的に意見を出して
くれましたし、地域づくりの機会にもなった。震
災後、新たにつくられたこの場所で新しい生活を

再開することを決断するきっかけとなる学校づく
りになったのではないかと思っています。学校の
先生方も一緒になって喜んでくださった。関係者
に心から喜ばれるような計画や設計の機会を経験
できたのは本当によかったと思います。
川元　長時間にわたり、設計者の皆さまから生の
話を伺うことができました。読者にとっても大き
な糧になると思います。良い機会を頂戴しまし
て、本当にありがとうございました。

平成29年度卒業生が図書室の梁に残した名前とメッセージ

（座談会を終えて）
　　本座談会は、香山壽夫先生の発言「建築家への
信頼が失われつつある。一方で、地域に愛される
建築をつくりたいと地元の人たちと一緒に頑張っ
ている建築家もいる。そのことを多くの人に知っ
てもらいたい」（本誌インタビュー 106号、107号参照）
に呼応して企画された。今後ともこのような取組
みを継続的に紹介していきたい。
� （本誌発行人・川元 茂）

48　　建築コスト研究　No.110　2020.7

発注者と設計者とをつなぐもの（特集109号）


	000-表紙1「建築コスト研究110号」
	040-座談会「地域に愛される公共建築」（後編）
	プロポーザルと設計のコスト管理
	木造の難しさとおもしろさ
	木材の制約的な条件をメリットにする工夫
	木造のメンテナンス性への対応と長所
	発注者に望むこと
	発注者への技術的支援の大切さ
	結びにひとこと



