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・暴風で住宅の屋根瓦が
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めておく必要があります� 雨水を貯める力も落ちて
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が起きるか分かりません�

自然が相手ですから何

動を起こしまし�う�
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にも有効です�

街づくり�

①窓に雨戸がない場合は

暴風対策は

地震には全く脆弱で問題

ています�

して工事費の助成を行�

改修や取り壊し工事に対

多くの地方自治体で�

に改修しまし�う�
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巨大地震、豪雨、スーパー台風…

自然災害に備えた丈夫な住まいを

持続可能な

ＤＥＮ設計工房

酒 井 行 夫

省エネよりも省資源
住宅の省エネルギ�を
掲げて�窓�外壁�屋根�
床などの断熱性能の強化
やエアコン�給湯 器 など
の機器の効率化�が謳わ
れています�しかしそれ
だけでよいでし�うか�
私たちは資源を活用し

それに伴い�国土交通

防犯
その後�湿気を壁体内に

ていることから現代の下

られて問題になりました� て耐火性�防音性に優れ

１９３か国が２
０１６年から２

秋の公開講座と

住宅相談を開催しました

戸改修の費用は﹂など質

問がありました�皆さん

日と 日の

熱心にメモをと�て相談

月
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ワ�クの﹁秋の公開講座

地材には欠かせませんが�

と住宅相談﹂が開催され

入れないように内壁をビ

内装材に使われるビニ�

省は長期優良住宅�低炭

ルクロスも安価で施工し

ました�

素認定住宅�ゼロエネル

やすいため�多量に使用

今回�台風による大雨

０３０年の１５

されていますが�材料の

台風による大きな災害が

の影響で�茨城の住宅が

ニ�ルで覆うようになり� 廃棄すると土中で猛毒の
硫化水素が発生します�

ぶ外の熱い空気がエアコ

ギ�ハウスの助成を行い� 冬の結露は収まりました
普及促進を進めています� が�今度は夏型結露と呼

塩化ビニ�ルは燃やすと

害がありました�これに

発生し�各地で甚大な被

ご夫婦が�相談にいら�

浸水被害を受けたという

の目標と
省エネ化は必要ですが�

ンで冷やされた内壁で結

猛毒のダイオキシンが出

対する緊急講座として

年間で達成する
１６９のタ�ゲ
その評価基準は�まだま

ます�既成枠材などもほ

﹃想定外の自然災害に対

為の
�トが掲げられ

だ検討の余地があります� 露する現象が見つかり�
熱の移動の３要素�伝導� 壁体内の湿度が高くなる

とんどが安価な木材を模

気密・高断熱の

し�いました�

さ�そく対応

被災地より相談�

ました�

と外に湿気を通し�外部

した塩化ビニ�ルシ�ト

して被害を最小限に抑え

月の

だけが強調され�輻射� の湿度が高くなると湿気
対流︵通風︶そして蓄熱� を通さなくなる可変透湿

が張られた物です�

月・

シ�トと呼ばれる素材が

せないで囲�てしまう大

活﹄の話があり�参加さ

﹁床上浸水によ�て床材

この方の住宅の被害は
しかし�そのように壁

の腐朽�サ�シが不具合

る家づくりの工夫と生

この年の

日本の住まいづくり

潜熱︵気化熱︶などの要

開発使用されるようにな

対流，輻射のうち�伝導

住いが増えてき

素の検討がまだ不十分で

�てきました�

年�高

ています�２０

す�従�て�偏�た省エ

この

００年には住宅

ネ基準が義務化されると�

れたみなさんが真剣に聞

世界は地球温 暖 化 を 抑
えようと１９９ ７ 年 京 都
議定書�２０１ ５ 年 パ リ

用可能な資源の２／３を
使�てしま�たと言われ
ています�資源は有限で

世禅那院日 中

年�加

一口に高断熱化とい�
ても難しく�初期は冬暖

階が山田洋次ミ��ジ

人口環境に慣れすぎず�

に使うことが大切です�

頼らず�自然の力を有効

野田耕蔵

同様に�台風被害を受

浸入したので�もう設備

に�さらに浴槽は泥水が

早速ネ�トワ�クのメン

か﹂という内容でした�

き入�ていました�

�たらよいのか・高齢期

バ�が現地にお客様と同

壁工法で多くが建てられ

の１０項目について評価

の住環境をどうしたらよ

行調査をし�現在は改善

ます�柱や梁を見せる真

等級が掲げられています� れる可能性があります�

いか﹄の話と�施工者の

計画と予算を提案・検討

体を囲んでしまう方法で

す�枯渇してしまえば物
１構造の安定

風土に合わず�腐朽しや

実践経験から﹃ペ�トと

多様な暮らし方が損なわ

づくりはできなくなり�

すい国外からの安い材料

暮らす﹄の話があり�お

しております�

お客様が紹介する

ご近所の名所

きましたが�今までに利
今までの様な生活 も でき
２火災時の安全

今�安いと言われてい

を薬剤で腐朽を抑えて使

客様からは﹁大変参考に

また�今日の社会問題

なります�次世代を見据
３劣化の軽減

房で室内が温かくなり�

るものが本当に安いので

なりました﹂﹁も�と早

けた千葉県南房総から参

壁工法と違い�どのよう

え�私たちの生活を根本

４維持管理・更新の配慮

外気と接する部分で断熱

用したり�木材を集成し

く講座に参加すればよか

様々な住まいの問題につ

加 さ れ た お 客 様 な ど�

木材がどこまで健全な状

的に持続可能なものに変

５温熱環境・エネルギ

材を通過した暖められた

し�うか�原発の電力コ

杉や桧などの丸太の価

ストは安いと言われてき た材が多く使われる様に
ましたが�３・１１以降� なりました�

�た﹂などの感想があり

いても解決に向けて対応

態でいられるかは�まだ

えなければなりません�

空気が冷やされて結露し

事故処理や最終処分まで

格は一時期の１／４程に

ました�住宅相談では

しております�

まう程にな�て い ま す �

江戸時代までは完全な循

６空気環境

木材が腐朽し�カビなど

考えるとコストは一番高

段が付かず�伐採後に再

もなり�山での立木の値

﹁住まいづくりはどんな

が使えないのではないか�

環型社会だ�たの です �

７光・視環境

が発生することが多くみ

く�しかも非常に危険な

ことからから始めたら良

オ � レが居 た ん じ �
年︵ 1792
︶

に日蓮聖人が自ら彫�

います�安永

ご存知�フウテ ン の 寅 さ

たとされる帝釈天王像

お嫁に�ゆけぬ �
･･
んの一節です�

が本堂で発見され�帝

難しい高断熱化

２０１５年の国連サミ�

８音環境

ことを私たちは改めて実

生産できるように植林を

事務局

今後どう改修したらよい

協定などを経て 温 室 効 果

トでは持続可能な開発目

９高齢者等への配慮

きます�界隈には�カメ

する費用も賄えない状況

いか﹂﹁マンシ�ンの住

である﹃古くな�た家を

ガスの排出規制 を 設 け �

標が採択され�国連加盟

が出来ます�それぞれ一

ラメ�カ�の創始者の住

安くつくれて持ちも良

感しているところです�

で�林業が成り立たなく

どのように住み継いでい

各国で削減目標 を 立 て �

像が迎えてくれます�信

” 枚の欅板から彫りだした

居で�書院に洋風建築を

な�ています�その為�

な木材も見えなくな�て

日本は２０３０ 年 ま で に

号を渡り

ものです�大正

す�また寅さん記念館は� く便利だといわれて使わ

取り入れた建物もありま

れてきたプラスチ�ク類

各自治体は様々な助成を

しまうので�日本の気候

２０１３年比で 温 室 効 果

のゲ�トをくぐると商店

藤寅之助師が﹁法師守護
の図﹂を完成�師の発案

は�化学物質過敏症を引

行�ているのが現状です�

帝釈天として 知 ら れ る

持続可能な社会�これ

統的な生活が浮かんでき

それらを考えると�伝

ではなく�光合成により からの住いを考えるとき� 四季を楽しみ�ものが溢
二酸化炭素を吸収固着し� 再生産可能で安全で最後 れない生活を心がけるこ
酸素を供給します�天然 は土に還る�木�土�紙� とも必要なことです�

石などの自然素材で作る

ます�昔に帰れというこ

のダムとして水資源を確

とではありませんが�戦

保し�洪水などを調整す

木や土の持つ調湿力�

四つ星と呼ばれて安全

る機能も持�ています�

後急激に変わる生活の中

と言われている色々な新
建材も�ホルムアルデヒ

の持つ日射遮断力�越屋

で捨て去�たものを今一

蓄熱力�庇や�置き屋根

度見直すことも大切です�

でもあります�そのよう

根�中庭の持つ通風力�

そして多様な生物の宝庫

にして地域の環境を守�

機械的なものになるべく

ド放出量は温度が上がる
建材の中で最も使われ
ている石膏ボ�ドも安く

ているのです�

と多くなるのです�

ことが大切です�

物の命を奪�ています�

染で多くの海に生きる生

ことになり�今や海洋汚

何をも�て安いと考えるか

％削減目

寺・第

街です�

によ�て残りの九枚を東

アムにな�ていて�一日

き起こし�いつまでも土

森は木材生産の場だけ

—

ガス排出量の

上人と�その弟子の題経

どこのお店もおいし

京在住の名人彫刻師に依

中見て回�ても飽きが来

に還らず最終処分に困る

釈天信仰の高まりとと

消費量

標を掲げていま す �

院日栄上人の二人によ�

いですが�なんとい

頼することになり�大き

ない街です� ︵染谷︶

帝
“釈天参道

て開基されたと言われて

�ても 高 木屋の草団

な欅の彫刻材が準備され

題経寺は�寛永 ６ 年

もに江戸時代に名所と

うやく巨大な欅材を得て

物も�お昼は�川千 で焼失�新たに彫刻材を
家の鰻重でし�うか� 全国に求め�昭和初年よ
ち��と歩けば川魚

作られたとのことです�
すいけいえん

客殿の前に広がる日本

料理で有名な川甚も
�
…食べ物案内にな�て

客殿の広縁からだけでな

2

26

下総中山 法 華 経
(1629)

葛飾は湖沼が多く�

なりました�
江戸庶民の保養地とさ
れ�江戸後期には帝釈
天への参拝や�堀切菖蒲

帝釈天の帝釈堂で�

く回廊もめぐらされ�ぐ

庭園﹁邃渓園﹂も見事�
﹁法華経﹂の説話から選

るりと裏側からも鑑賞で

しまいました�

枚を見ること

んだ彫物

伝統工法を現代に生かす

子�甘すぎずヨモギ

たが�翌年の関東大震災

良く判�ていません�

最近の住宅は柱梁を見

性能表示制度が

11

導入され�以下

10

の香りがさわやか�

て色々な物を生産してき

3

10

社会のために

世の中の変化
この半世紀� 私 た ち の
社会はめまぐる し く 変 わ
�てきました� 近 代 産 業
の発達に伴う大 量 生 産 ・
大量消費の時代 � 物 が 増
え�私たちの生 活 は 便 利
で豊にな�たよ う に 思 え
ますが�今やそ の 行 為 は

2
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17

甘タレの焼団子�漬

地球の環境をも 変 え て し

30

11
10

園への行楽などでにぎわ
�ていたといいます�今
は京成金町線柴又駅に降

東京・葛飾

8
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りると�寅さんとさくら

寅さんのふるさと

柴又帝釈天

♫

１月１日
２０２０年（令和２年）
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