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１．はじめに 

 建築家前川國男（1905-86）が，戦後の建築界を

リードする存在であったことは知られる。自身も

そうした立場をわきまえ，優れた作品を設計する

ことに留まらず，建築家という職業にまつわる

様々なことに取り組んだことも知られている。 

その前川が考える建築設計組織のあり方につい

ては，最晩年の対談で，「一将功成る･･･は論外」

として同人的組織を理想に掲げる一方で，実現に

ついては，「なかなか難航して」と語っている 1）。

こうした言葉からは，長年模索したものの，終生

果たせなかった様子を想起させる。しかしながら，

単に「理想はあったものの果たせなかった」と捉

えてよいのか疑問もある。 

そこで本稿では，晩年の前川の理想とした設計

組織像を，前川とその設計スタッフたちで戦後間

もなく構成されたミド同人（Mayekawa Institute 

of Design）の設計による「福島県教育会館」（1956，

図 1。以下「会館」。旧会館との区別のため「新会

館」とする場合もある）の設計過程を探ることを

通して考えてみたい。 

なお，ここでミド同人と「会館」に注目するの

は，「会館」は，「国立国会図書館設計競技」（1953）

と並んで前川の事務所名でなく，ミド同人名で発

表された数少ない作品だからであり，また前川の 
 

 
図 1 「福島県教育会館」 2015年筆者撮影 

 

  
図 2「福島県教育会館 
設計契約書」（1954） 
福島県教育会館所蔵資料 

図 3 「旧福島県教育会館」 
出典：福島県教職員組合『福島県教育新聞 
縮刷版 No.1 1946-1959』1979, 裏表紙 

関与がより判然としないからである。 

筆者は，日本建築学会・近現代建築資料全国調

査特別ＷＧの一員として 2015（平成 27）年に「会

館」を訪れ，同館建設に関する資料として，設計

契約書（図 2）・同附図と工事請負契約書などが，

今日でも施設管理図書として活用されていること

を確認した。ちなみに，「会館」の設計・施工につ

いて記した『建築学大系 第 39巻 鉄筋コンクリー

ト造設計例』2）（彰国社，1959. 以下『大系』）の

記録に照らすと，43枚作成された建築の実施設計

図のうち 29枚が残るなど，残存状況は比較的良好

であった。以下本稿ではこの調査で得た資料も用

いながら述べていく。 

 

２．建築の概要と再建に向けた経過 

まず，「会館」の建築の概要を記す。 

同館は前述のようにミド同人の設計で知られ，

高度経済成長期に入って間もない 1956（昭和 31）

年に完成した。構造規模は鉄筋コンクリート造 2

階建て，完成時の延べ面積は約 650坪で，2003（平

成 15）年には DOCOMOMO100 選に選ばれている 3）。 

 建設の契機を述べると，同館は 1953（昭和 28）

年 1月 5日に焼失した同名の「旧会館」（図 3。木

造モルタル 2 階建）の建て替えで計画された。終

戦直後ＧＨＱに接収された「旧会館」（1933）が，

1952（昭和 27）年 6月にようやく福島県に返還さ

れたばかりという中での火災であった。 

 県教育委員会は，失火から 2日後の 1月 7日に

は早くも復旧対策に動き，以後，再建に向けて県

教員組合内に再建対策委員会を発足させ，議論を

進めていく。初期の議論では，県都の郡山移転を

目指して建設地に郡山市を推す者もあったが，最

終的には福島市の現位置での再建となり，翌 1954

年 10月，設計が着手され，1955年 2月には，基

本設計を終えて模型が示され（図 4），6月実施設

計が承認，7月には入札で請負業者が清水組に決

まり，9月に着工，翌年 9月に完成した（表 1）。 

この「会館」の規模に対する要望の分かる資料

は見当たらない。そこでこれを推し量るため，新

旧の規模を比較する形で表 2に示した。「旧会館」

と比べると，完成時の規模は大講堂の収容人数・

延べ面積ともおよそ 25％増しである。従って，「新

会館」は，「旧会館」より二回りほど大きなものが

求められたことになる。 

なお，この規模を考えるに当たっては，裏付け 



表 1 「福島県教育会館」関連年表 
西暦年 月日 事項 
1933 10月 31日 「旧福島県教育会館」完成 
1945    占領軍により，旧福島県教育会館接収 
1952 6月   占領軍による接収解除 
1953 1月 5日 「旧福島県教育会館」焼失 
  1月 7日 福島県教育会館復旧対策準備委員会開催 
  1月  8日 福島県教育委員会において旧福島県教育会館の

火災の報告と復旧に対する援助の陳情 
  2月 25日 福島県教組臨時中央委員会開催，「教育会館再

建対策委員会」の発足を承認 
  3月 8日 福島県教組定期大会で「教育会館再建対策委員

会」の発足を正式承認 
  6月 23日 「教育会館再建対策委員会」を「教育会館建設

委員会」に改称 
1954 1月 8日 「福島県教育会館」建設に関する陳情書 
  10月   前川國男建築設計事務所，設計着手 
  12月 24日 設計契約 

1955 2月   前川國男建築設計事務所，基本設計・模型提示 
  6月 22日 教育委員会建設実行委員会，実施設計図書承認 
  7月 6日 指名請負業者に見積用図書渡し，現場説明会開催 
  7月 13日 各指名請負業者より質問受領 
  7月 20日 入札実施。不調 
  7月 25日 折衝の結果，請負業者決定 
  9月 12日 確認申請書提出 工事請負契約日（着工） 

  9月 19日 起工式 
  9月 22日 風致地区内の建築許可申請 
  9月 23日 確認通知書発行 
  10月 12日 基礎コンクリート打設 
  12月 7日 事務室コンクリート打設 
  12月 15日 広間 1階コンクリート打設 
  12月 23日 講堂 1階コンクリート打設 

1956 1-3月 冬期のため工事中止 
  3月 14日 講堂 2階コンクリート打設 
  3月 30日 講堂 3階下段コンクリート打設 
  5月 3日 講堂 3階上段コンクリート打設 
  5月 4日 シェル部分コンクリート打設完了 
  6月 25日 契約書記載の完成工期 

  6月 30日 当初引渡期限 
  8月 6日 検査済証発行 
  8月 30日 引渡 
  9月 2日 落成式 
出典：確認通知書・工事請負契約書・検査済証・設計契約書（福島県
教育会館所蔵資料），福島県教育会館『建設三十年記念誌』1986・『福
島県教育新聞』などより筆者作成 

 

 
表 2 新旧「福島県教育会館」の規模 

  「旧会館」 「新会館」 
要望 着工時・工事中 完成時 

延べ面積 512坪 - 569.7坪 650坪*1 
大講堂 
収容人数 

1,000人 
  
1,000～1,200人 椅子席 760席 椅子席 761席*2 
大集会・講演会 
・音楽及演劇他 

立見席約 500人 立見席約 500人 

前庭広場 - 5,000～6,000人 - - 
広間 - 展示会・会議・

親睦会またはオ
ーディトリアム
の遊歩場喫煙室 

- - 

事務棟 - 組合などの事
務・会議・応接
等のスペース 

- - 

中庭・屋上 - 戸外展示・その
他広間の拡張ス
ペース 

- - 

*1：『建築文化』1956.10. *2：福島県公立学校退職校長会『明治百年
福島県教育回顧録』1969, p.881. 

 

 

 
図 4 「福島県教育会館」基本設計模型 

出典：「東洋一を誇る教育の殿堂模型なる」『福島県教育新聞』福島県 

教員組合, 1955.3.12（号外）, p.1. 

となる予算を知る必要もある。「新会館」の建設費

は，県内の教職員による出資に県の補助を加える

「旧会館」の方式に倣う形が採られた 4）。 

当初は，建設費に 6千万円，設計報酬に 6百万

円を充てる案 5）もあったが，過大とされたのか，

「資金は，教職員の本俸 10％の拠出金が約 2千万

円，県補助金が 2千万円，福島市補助金 5百万円，

PTA補助金 3百万円，その他一般寄付金等に事業

収益金を加え，6千万円を目途」6）とする形で決

着を見ている。この結果予算は，総事業費 6千万

円，うち建設費は設備を含めて 5千万円 7）となり，

坪 6万円 8）の単価に落ち着いた。 

これがかなりの低単価という認識は，同館建設

の事務を担う教育会館建設委員会にもあり，副委

員長を務めた大村三良は「ブロック方式なら安く

て広い面積の建物ができるのではないかと，真剣

に研究されたこともあった」9）と記している。し

かし，これまでに教育会館が果たしてきた文化の

殿堂の性格に照らして，安普請の建築で妥協して

よいかが問われ，「でき得れば耐火的な本格的建築

で，多目的に使用できる講堂を作りたい」10）とい

う要望によって設計はスタートした。 

 
３．設計の過程 

次に，この「会館」の設計の経過について触れ

る。まず，その前提として設計・監理の担当者を

記すと次のようになる。これについて最も詳しい

『建築文化』誌の記述に別資料を加える形で，意

匠・構造に限定して示す。 
  
意匠設計 ミド同人 

   大高正人 鬼頭梓 大沢三郎 足立光章 永田

包昭 早川秀穂 
 現場監理 大高正人 小崎嘉昭 
   前川建築設計事務所 
 構造設計 ミド同人 
   木村俊彦［現場監理］ 渡辺藤松 本田一男 松

淵滋 高橋勝 沢田泰子 
   横山構造設計事務所（［ ］内は兼任）11） 

 
一見して気づくのは前川の名がないことである。

「会館」の設計についてしばしば噂されるのは，

設計担当に名を連ねた鬼頭梓が「大高の関係で依

頼された」12）と述べるように，福島県出身の大髙

正人に来た依頼ではないか，ということである。

前川の名は，そのためにないと考えられている面

もあろう。 

この設計依頼の周辺について発注者側の発言を

拾うと，概略次のようになる。 

教育会館建設委員会が，誰に設計を依頼すべき

か思案する中で，戦前は東京にいて中央の事情に

明るく，1945（昭和 20）年に郷里の福島県三春町



に戻ってからは，佐藤武夫設計事務所の出張所の

看板を掲げていた 13）春山新三（1932 年横浜高等

工業卒）に相談したところ，前川を紹介された。

気鋭の建築家との評判に，「設計だけで大金がかか

りはしないだろうか。不安は尽きないが当たって

砕けろ」と前川の作品に対する予備知識のないま

ま，東京の事務所を訪れると，当時完成に向けて

工事の進んでいた「神奈川県立図書館・音楽堂」

（1954）を案内され，その建築の出来映えに感心

した。そこで，「県下教職員の拠出金はこれだけだ

が，1 人ひとりの真心と熱意の結集であることを

強調」しつつ，改めて前川に設計を依頼すると快

諾を得，「会館設計の中心スタッフに福島出身の大

髙正人氏を据えることを約束し，改めて紹介され

た」とある 14）。 
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 Ｆ案 

図 5 「福島県教育会館」計画案の変遷 1 
出典：建築学大系編集委員会編『建築学大系 第 39巻』彰国社, 1959, 
p.141. 

 

 
図 6 「福島県教育会館」計画案の変遷 2 

出典：木村俊彦「コンクリート版構造の講堂（福島県教育会館）」 
『セメント・コンクリート』No.120, 1957.2, pp.2-11. 

このことから分かるのは，「会館」は前川への依

頼だということである。確かに，設計契約書にも

設計者として「前川國男建築設計事務所」の名が

ある。前川は，発注者に見せた「神奈川県立図書

館・音楽堂」にコンペから現場まで携わった 15）

大髙に，彼が旧制中学で学んだ土地に建つ建築の

チーフを任せたことになる 16）。 

そのようにして始まった設計の経過は，『大系』

に計画案の変遷がある程度記されている（図 5）。

これによればＡ～Ｆの 6案があり，大別して 3段

階，すなわち①：Ａ・Ｂ案，②：Ｃ・Ｄ案，③：

Ｅ・Ｆ案となり，おおよそこの順に検討され，最

終案にたどり着いたという。 

また，設計の様子については，大髙の回想を建

築評論家の川添登が記したものがある。 
 

コストはきわめて安かった。当時の常識からすれ

ば，ホールは，鉄筋トラスでつくるのがせいぜいで

あると思われていた。すくなくとも前川国男は，そ

う考えていたらしい。大高はこれに不満であった。

そこで，前川事務所・横山構造事務所では前川国男・

横山不学という両事務所長を長とする鉄骨トラス組

と，大髙正人・鬼頭梓・大沢三郎・木村俊彦らを中

心とする鉄筋コンクリート組の 2つのチームがつく

られて，並行して設計がスタートした。そして鉄筋

コンクリート組によって実施に移された 17） 
 

この他，構造を担当した木村俊彦の記述 18）など

を総合すると，設計にあたっては，この「会館」

の直前に手掛けた「神奈川県立図書館・音楽堂」

の流れで前川・横山組の鉄骨を用いた①案が最初

に考えられ，次いで鉄筋コンクリートを用いた大

髙・木村組の②案が構想された。 

両案を比較したところ，工事費の面で②案の優

位性が確認され，Ｃ案の六角形平面の形でしばら

く進んだが，その後②案の発展形として③案が作

成され，この③案のＦ案以後，フライタワーに残

る鉄骨がコストダウンを妨げている要素と認識さ

れ，多目的ホールという主用途を考えれば，フラ

イタワーの高さはそれほどには要らないという発

想に至って，最終案に繋がったことになる。 

また，図 5とは別に，ホール部分を検討した案

（図 6）もある。これは，図 5の①案が（ａ）案

に，③案が（ｂ）案に，最終案が（ｃ）案に該当

すると考えられる。 

なお，こうした展開は，言うまでもなく造形を

優先してなされたのではない。遠くの工場から運

送費をかけて運ばざるを得ない鉄骨造と，いよい

よとなれば敷地脇を流れる阿武隈川の砂利のよう

に地場の材料で造れる可能性のあるコンクリート

造の比較といった工事費の面をはじめ，教員の寄

付に基づく建設資金の性格や，耐火性・経済性・



音響など様々な点を丹念に検討した上での選択の

結果である。また，前川の指示で全てが決まるの

ではなく，スタッフの協働という組織による設計

だったことも分かる。 

ミド同人が目指すものは，前川の名前に頼らな

い組織としての設計である。その意味では，前川

への依頼でありながらも，スタッフの案を採り入

れ，発表にあたっては，自身の名すら外し，設計

組織としてミド同人の名で発表したこの建築は，

前川にとっての理想的な経過をたどった作品と見

てよいものと思われる。それを裏付けるように，

前出の鬼頭梓は，後年，「会館」の設計体制をこう

評している。 
 

1956年 10月号の［建築文化］誌上に載った福島県

教育会館では（略）前川國男の名前はない。あたか

も前川が自分が死んだ後も残るような事務所として，

皆がこの組織を使って仕事ができるような事務所と

したい，としばしば口にしていた通りのイメージが，

ミド同人としてここに示されたようにも見える。

（［ ］内は引用者による）19） 
 

つまり，前川にとって「会館」は，同人的組織

が最も理想的に機能した作品であった。そして，

前川はこの経験のイメージを終生追い続けつつ同

人的組織の構築を目指したと考えると，晩年の「な

かなか難航した」という言葉も理解しやすくなる

と思われる。 

 

４．設計契約 

ここで，その設計組織を支える原資となる設計

監理報酬を見てみたい。表 3には，「会館」の建設

費について筆者が得た資料をまとめた。 

この建築の設計契約書（図 2）には，設計監理

報酬が記され，請負金額の 5.5％となっている。

これについては，「工事費確定以前に於ては予算公

費に拠りて報酬概算額を定めて支払ひ工費確定後

之を精算す」とある。この工事では完了までに追

加工事があるが，ここでの「工事費確定」とは当

初請負金額の確定のことと考え，表中にはその形

で設計監理報酬も算出した。 

この料率の 5.5％を当時の日本建築設計監理協 

 
表 3 「福島県教育会館」工事費 

  請負契約時*1 着工前～工事中 完成時*2 
年月日 1955年 8月 1955年 9月～ 

1956年 8月 
1956年 10月 

建築延面積（坪）① 570 -   650 
工事費（円）② 40,500,000 54,954,560  *6 55,590,000 

 （内訳） 主体工事 - 40,500,000  *3 41,830,000 
 設備工事 - 11,500,000  *3 11,710,000 
 家具緞帳吊物 - -  2,050,000 
 追加工事費 - 2,360,360  *4 - 

  - 594,200  *5 - 
坪単価(円/坪)②/① 71,090     85,523 
設計報酬(円)②×5.5％ 2,227,500      
*1:『見積書』（工事請負契約書添付） *2:『建築文化』1956.10. 
*3:『福島県教育新聞』1955.9.5. *4:『追加工事一覧表』 *5:『註文
請書』 *6：*3～5を合算した金額 福島県教育会館所蔵資料:*1･*4･*5 

 

会の設計監理業務規程 20）の規程通りである。また，

この契約書には，監理者の宿泊費として「1 日当

たり 3,000 円」とある。当時の教員の宿泊費は 1

日当たり 500円 21）であり，比較すると高額さが分

かる。横山不学は前川の設計監理報酬を「時の日

本建築家協会の定めたフィー・スケールを上まわ

って居た」22）と記すが，設計監理報酬を「建築家

の自由」を保障するもの 23）と考える前川の契約は，

噂に違わぬものだった。 

ちなみに，この時期前川の事務所は，ミド同人

が得た「国立国会図書館」の設計監理報酬の安さ

を巡って国と揉めていた。そうした渦中での事務

所の経営を思えば，わずかでも他の仕事で補う発

想もあり得ただろう。しかし，契約書に見る限り，

協会の規定通りではあっても過剰に求めるもので

なく，そうした発想を感じさせるものもなかった。 

 
５．まとめ 

本稿では，「福島県教育会館」の設計・契約資料

を通して，建築家前川國男の設計組織観と前川國

男の設計作品における同館の位置づけを探った。

その結果，この建築は，前川が同人的設計組織で

あるミド同人に求めたものが，最も理想的に実現

された可能性のあることを指摘した。 
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