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シリーズ１

関東建築ネットワークの家づくり

今、立ち止まって考える!

と津波� 二〇一六 年４月の熊本地震� 二〇一六 年の

二〇一一 年３月に発生した東北地方太平洋沖地震
築基準法が想定する最大

熊本地震では�現在の建

いと思われますが昨年の

︵ 写真① ︶�かと言�て�

炭化層をつくり�酸素供

木材は燃えると表面に

︵写真③︶

伝統的民家のような造り

化するので湿気はこもら

用する場合は床下を密閉

土台・柱 温風床暖房を採

しない選択をします�

す�適材適所で�無駄を

問題が起こります�地盤

があるので傾いてしまい

ための住まい ﹂﹁ 省エネ創エネの住まい ﹂です�

改良や杭が必要となりま

春の公開講座と
住宅相談開催します

立川市総合女性センターアイム５階

内容は各会場共通です

入場無料

詳しくはホームページをご覧ください

新潟県糸魚川市内の大規模火災と�最近は大規模な

回も耐えられると宣伝

築基準法で示されている

給を絶ち�さらに断熱材

すが�お勧めは等級２ な. にすることもできます�

基準は耐震等級１以上で

として働き�それ以上の

ず�カビや腐朽は起こら

全国教育文化センター
エデュカス東京５階

の大きさの地震が２回襲

関東各県でも�起こるであろう大地震に備えて対
する住宅は�費用を含め

いし３です�︵ 等級２は

炭化を遅らせるともいわ

ないでし�う�湿気はな

一歩となります�

防火性

バルコニ�防水も FRP 着く可能性はあります�

東京会場 ４月22日㈯

�たと言 わ れ て い ま す

策を講じています�大地震では倒壊しない建物�避
色々なものの犠牲が求め

等級１で耐えられる地震

れています�︵ ＊兵庫県

いとはいえ�白蟻が住み

丈夫で長持ちする住まい
耐震性︑耐火性︑
耐久性を重視

住宅密集地では隣家か

指しても確実に作られな

松戸市民会館３階

災害が多発しています�少し前まではあまり考えら

難のための道路周辺の耐震化�延焼防止化�ブロ�
られます�無駄のない必
要な程度を判断する事が

壊や崩壊しない程度に相

力の

倍

立丹波年輪の里林産指導

そのためには外部からの

建物の性能については� る用件�法的要件�依頼

くては�その性能を担保

染谷 等

松戸会場 ４月16日㈰

検 索←

047-460-9039

れなか�た竜巻も各地で発生しています�

減�津波に対する防災計画�などなど�

ク塀の耐震化�緊急車両通行のための狭隘道路の削
関東建築ネ�トワ�クでは�ここでもう一度﹁ネ
�トワ�クの家づくり ﹂について確認してみたいと
に・住む人を大切に・設計を大切に・技を大切に・

当し�等級３は１の

課﹁林産だより ﹂より ︶

浸入を防ぐ配管の穴やコ

し場所によ�て地面の沈

つながりを大切に ︶をモ�ト�に�人にやさしい家

です ︶�依頼者と一緒に

というポリエステル樹脂

も えし ろ

今回から�異なる観点から５回連載で一つ一つに

正解を見つけることが第

とガラスマ�トを塗り重

ンクリ�トの打継部分に

性能表示で言えば�建

肝要です�

ついて取り上げ考えてみたいと思います�その内容

らの延焼が心配です�

ねた防水が多く�飛び火

考えました�私たちは５つの大切︵ 自然環境を大切

は�﹁ 丈夫で長持ちの住まい ﹂﹁ 国産材と自然素材

づくりを行�ています�

者の希望に沿�て建てて

材は使えません�モルタ

そんな場合は�外壁に木
ルや漆喰などの燃えない

み方が違う場合は�重量

やろうと思えば幾らでも

います

に対する防火性能を有し 十分注意し�床下の木材
たものを採用しています� は﹁ ひのき ﹂
﹁ ひば﹂な

まいを造る上で�それは

どの耐腐・耐蟻性能のあ

目とな�てきます�

は�﹁ 完成度 ﹂が分かれ

これらの性能に関して

る木材を使い人体に害の

耐久性

ある薬剤は使用しません�

材料で造る事になります�

基 礎 地盤が弱い場合
化が必要です�

三階建てとなると�も�
があります�室内も不燃

と防火性能を上げる必要

耐震性は難しい問題で

求めることはしませんが� 守る最低を示す基準です

は�基礎をベタ基礎にす

す�建築基準法は生命を
が�その基準も大きな地

全てを必要以上に追い

震と共に改正されてきま

私たちは�木などの
自然素材を使�た住宅
三階建てでも見える部

幾らそういう計画を目
分︵ 柱・梁・仕上 ︶に

技術と知恵を持�た技術

することが出来ません�

を目的に掲げています�

凝らして希望に添える

者�それを管理できる現

場監督�工事監理者が�

三位一体とな�て造るチ

染谷設計事務所

のは言う迄もありません�

�ムが重要にな�てくる
えても構造耐力上支障

て作られた﹁大田・下丸子の家﹂

写真③木材の燃え代を考え

伝統工法では�万一

︵写真②︶

住まいを造りました�

も木材が使える工夫を

る必要があります�しか
のは�備えています�そ

最低限必要と思われるも

した�確率としては少な

理想とは思えません�

倍の力に対して倒

高い位置を追求すること

耐震性

を使用した家 ﹂﹁ 住み心地よい住まい ﹂﹁ 長く住む

はできます�私たちの住

大きくする 燃
“え代設計
と
“いう方法で�まるで

写真②木造３階建てでも木材を
ふんだんに使った「足立・綾瀬の家」

火災等で表面部分が燃
のないように断面積を

立川会場 ４月23日㈰

講座風景
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れぞれの土地が必要とす

写真①震度七が二回
続けて発生した熊本地震

会場案内（開催時間は共通10:00〜16：00）

実例紹介 ネットワークの住まいづくり
10:30〜12：00
講 座 １ 地震と火災に強い家
13:00〜13：45
講 座 ２ 快適な住まいを考える
14:00〜14：45
講 座 ３ 老後に備えて建替えか改修か
15:00〜15：45
住宅相談 終日受付けています
10:00〜16：00
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今年も

安心・安全・快適な住まい

講座の内容
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東葛企画設計事務所（千葉・船橋）
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甲田建築事務所（東京・府中）
ＤＥＮ設計工房（神奈川・川崎）
佐藤設計工房（東京・世田谷）
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前回は�リフ��ム・改装で避けられない課題と
の例ですとおおよそ二百

補強をした場合�今まで

これをもとにして耐震

リア�フリ�もお勧めし

ア�を引き戸する等のバ

床の段差をなくす�ド

も取り上げましたが要

大切です�本紙で何回

環境を改善することが

③夏涼しく冬暖かく過ご

して�経年劣化と修繕について触れました�改善し
万円�四百万円かか�て

転倒防止だけでなく�動

たい内容はたくさんありますが�経年劣化は必ず発
しまいます�これでは�

約すると�◎家の外皮

に出来ます�床断熱は

ます�天井断熱は簡単

窓 ︶の 断 熱 を 強 化 し

せるよう�室内の温熱

生する問題です�そのために一定の予算は計画的に
ますが�具体的には住む

︵屋根・天井�壁床�

住む人の健康を守る

らなくな�てしまいます� が必要となります�

作が楽になります�

蓄えておく必要があります�
お目当てのリフ��ム・
方の実情に合わせた改装

第二回目の今回は�何よりも住まいの安全と住む
改装工事に十分予算が回

人の健康について考えてみます�
そこで�次善の策とし
て建築基準法で定める耐

来れば工事は難しくあ

建物を弱くする改装は
してはいけません
せ�かくリフ��ム・

りません�壁断熱は壁

リフ��ム・改装

震強度に達しなくとも�
よくある改装例ですが� のようなことが言えます� それに近づける補強を行

改装しても�住む人の健

床下にもぐることが出

うことをお勧めします�

年以前の旧耐震

面積も大きく家具等も

① 昭和

康を害したのでは何にも

二部屋を一部屋にして広
具体的には二階より一階

さんの住まいは�木

年に建

用しテレビ�ステレオな

ビングは既存の戸棚を利

どを内部に組み込むこと

耐震性の確保として�

入�そして腐食している

１階は�浴室�押入�物

ち��と贅沢に床材を無

により広々となりました�

垢の

心に耐震補強�２階は息

げとし�台所から食堂そ

雨戸の戸袋部分などを中

子さんの部屋をピンポイ

してリビングへの空間の

仕
”上

ントの一箇所だけの補強

信
“州カラ松

として�必要最小限とし

つながりができました�

とになります�この壁が

�ていた壁を撤去するこ

間違�た施工や不十分

模破壊が見られます�

た住宅でも倒壊や大規

② 新耐震基準で最近建て

です�

詰めた打ち合わせが必要

的ですが�建築士さんと

を軽くする�などが一般

の補強を優先する�屋根

住まいの気密性が昔に

ぐことが必要です�

よるシ�クハウスを防

含まれる有機化合物に

りましたが�建材等に

①最近は被害が少なくな

でし�うか�

事に注意をすればよいの

なりません�どのような

風通しを良くすことが

う�◎暑さ対策では�

は行うようにしまし�

いので�窓の断熱強化

らの熱の出入りが大き

化を行います�◎窓か

とがあれば必ず断熱強

改装時に壁をいじるこ

趣味をお持ちの息子さん

お母さんと多忙ながらも

現在地域活動でお忙しい

一画に位置しています�

造成地の閑静な住宅地の

行われておらず�敷地は

て行うのは大変ですが� 築されました�これまで
増改築工事などの改修は

あるので�壁を撤去し

と二人暮らしです�

階の寝室を１階へ移せる

差をなくし�将来的に２

て各部屋の出入り口の段

部屋に�高齢化対策とし

させてお客さんも呼べる

板張りとし�縁側と連続

われていない和室の床を

１階の工事は�現在使

据えた有効な工事となり

経済面とともに将来を見

と耐震補強を同時に行い�

このようにリフ��ム

となりました�

スクワ�クと趣味の部屋

を撤去し一室として�デ

耐震性のない間仕切り壁

２階の息子さんの部屋

コストをおさえました�

耐震壁の場合は�撤去す
な施工が原因です�

熊本地震の写真を見て

第一です�家のまわり

造二階建て昭和

ると建物の強度が弱くな
③ 二階より一階の被害が

わかるように�冷蔵庫や

比べ格段に高くな�て

の風の道や�季節毎の

基準で建てられた住宅

�てしまいます�やむな
大きく�一階がつぶれ

家具などが倒れ足の踏み

いるので注意が必要で

風向きをみて�出来る

の被害が多い�

く撤去する場合は�弱く
ているケ�スが多く見

場もありません�重い物

す�有害物質を含む建

だけ風通し良く窓を配

くするような改装があり

な�た部分を補う方策を
られます�

の下敷きになりケガをし

材は使わないことが大

置します�◎冬場に浴

日常�室内でころんで

いように�土台や大引

のを使用しないでも良

必要です�これらのも

の温度と熱の環境を改

このようにして�室内

工夫が必要です�

�トシ��クをなくす

依頼をされました�まず

思いから�リフ��ムの

して住み易くしたいとの

物が溢れた状態を解消

うにしました�そしてリ

るく団らんが楽しめるよ

んの光を取り入れて�明

は大きな出窓からたくさ

くコンパクトにし�食堂

キ�チンセ�トは使い易

ようにしました�台所の

施工

設計

船橋総合建設協同組合

東葛企画設計事務所

しが続きます�

なれた土地で快適な暮ら

易さを追求する事で住み

ました�心地よさ�使い

耐震診断の結果は�

しました�

来を考えて改修の計画を

心安全の確保�そして将

は�耐震診断を行ない安

は�二部屋に仕切られた

行わなくてはなりません�
これらのことは�私たち

たり命を落とすことがあ

切です�

室や脱衣場で起きるヒ

将来のことも考えて

場合に�筋交いを切断し
に命と財産を守るために

ります�それだけでなく�

などの使用にも注意が

②シロアリ消毒�防腐剤

室内の安全対策を

てしまうような事もあり
何をしなければならない

避難の際の障害になりま

新たに窓を作るような

ます�筋交いは耐震壁を

かを教えています�先ず

す�家具の転倒防止は必

ケガをすることが少なく

は害虫や湿気に強いヒ

まずは耐震工事から

構成する要素ですので簡

は建物の耐震診断を受け

いずれにしても�全体

リフ��ム・改装をし

ありません�高齢になる

ず行いまし�う�

たいと希望している住宅

階�２階とも﹃倒壊の危

険性がある﹄強度不足の
評価が出ました�

夏の暑い日射を遮

のカ�テンをお勧め

り�涼しさを呼ぶ緑
します�

家の南側や西側を

植物で覆い�直射日

光をさえぎれば�室

温を２�３度確実に

下げることが出来ま

面倒ですが�棚を作らな

ければならないものがあ

ゴ�ヤ�ヘチマ�キ��

腰を上げまし�う�

期です�暑い夏の対策に

４月�５月が準備の時

ります�

リ�フウセンカズラ�ブ

です�朝顔�ユウガオ�

に適する植物はつる植物

緑のカ�テンを作るの

効果的です�

す�植物からの水分の蒸 ドウ�アケビその他あり
発が周りの熱を奪うので� ます�ネ�トを張れば簡
ヨシズやスダレなどより 単に出来るものと�少々

リフォームで
収納場所を増やしました

的に建物の強度が弱くな
らないようにすることが
必要です�
耐震補強に予算配分を

善し�過ごし易い住ま
いにしまし�う�

バやヒノキを使用する
とともに�床下換気や
湿気対策をしまし�う�

夏に向けて
涼を呼ぶ緑のカーテンを今から

浴室�階段�トイレ等

ほど多くなります�
70

では�耐震強度が基準の

耐震診断結果を受けて

るようにしまし�う�

ます�この場合�間 仕切

耐震補強とリフォーム
N

単に考えないで下さい�

1

住み慣れた土地で
快適に暮らす
千葉・市川の家

53

56

％しかないとい

に手すりをつけまし�う�

せっかくリフォームをしても、ホル
マリン、防腐剤、防蟻剤などで健康
を害しては何にもなりません。有害
物質を排除した家づくりが大切です

％�
30

う結果が多くあります�

「転ばぬ先の杖」ではありません
が、高齢になれば身体機能は衰えて
きます。しっかりした対策を元気な
今からしましょう。

昨年４月に発生した熊
本地震の被害を見ると次
「天災は忘れたころにやって来る」
は物理学者寺田寅彦博士の警句です
が、いつ大地震が来ても大丈夫なよ
うに耐震補強は必ず行いましょう。

連載 ２

リフォーム・改装で豊かな暮らしを実現しましょう

４月１日
２０１７年（平成２９年）
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安全、健康実現がまず第一です

