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建築士事務所憲章
建築士事務所は、建築や環境が文化の形成に占める重要な
意味を認識し、社会の健全な進歩と発展に寄与します。
一

誠意をもって設計と監理の業務を遂行し、
建築主の期待に応えます。

一

健康で快適な生活環境の創造と、安全安心、
持続可能で良質な資産の形成を図ります。

一

自己研鑽を怠らず、職業倫理を高め、
法令遵守と公益の立場に立って最善を尽します。

一

設計意図の理解を施工者に求め、
公正に工事を監理します。

一

互いに信頼を深め、連帯の精神をもって、
職務を全うします。
平成20年５月
一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会
一般社団法人 栃木県建築士事務所協会
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日光市文化創造館

本計画地は 二宮尊徳 終焉の地であり、解体された報
徳今市振興会館には尊徳の業績と思想を理解するための
貴重な遺産が数多く残されていました。本施設は、周辺
地域の活性化を図った「歴史・自然・文化資源を活かし
たまちづくり」に貢献できる施設をコンセプトとして整
備がすすめられました。
施設導入部分には既存の樹木を極力残し、過去の景観
を維持し、「報徳今市振興会館」の参道の面影を残す計
画としています。
内部計画として「二宮尊徳記念館」と「歴史民俗資料館」
の展示エリアと、「市民活動支援センター」の共用エリ
アをゾーニングし、それぞれ単独で運用・管理できると
ともに、来館者と管理者の動線の重複を避け、利便性が
高い平面計画としています。
ＡＩＳ・翔特定業務委託共同企業体

原山

尚徳

目次・表紙紹介
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平成30年度定時総会（決算総会）開催される

佐々木宏幸

栃木県議会議長
五十嵐清 様

会長

功労者表彰（2 号表彰）
株式会社フケタ設計 三柴富男

栃木県知事

様

※２号表彰：協会役職員として 20 年以上業績のあるもの

3

平成30年度定時総会（決算総会）開催される

福田富一

様

２～４号功労者表彰
※３号表彰：協会会員として10年以上在籍し、70歳に達したもの
※４号表彰：協会役職員として10年以上業績のあるもの
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栃木県議会議員 当協会顧問
木村好文 様

（一社）栃木県建築士会
会長 青木格次 様

（一社）栃木県建設業協会
会長 渡邉勇雄 様

新入会員紹介
成常建設株式会社
一級建築士事務所
山中和弥 様
（宇河地区）
平成29年度 建設事業関係功労者等国土交通大臣表彰受賞

横松

宏明 元監事

（㈱横松建築設計事務所

代表取締役）［写真右］

平成29年度 栃木県建設事業関係功労者等知事表彰受賞

岡田

（㈱岡田建築設計事務所

裕 理事

代表取締役）［写真中央］

平成29年度 年次功労者（日事連会長）表彰受賞

野口

（㈲建都企画設計

瑞宝双光章

利男 理事

代表取締役）［写真左］

㈲渋江設計

渋江弘之

乾杯のご発声 （一社）栃木県設備業協会会長

様

田中英治様

日本工業経済新聞（2018.5.24）
平成30年度定時総会（決算総会）開催される
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組織
役職名
会

長

氏

名

事務所名

佐々木宏幸

AIS 総合設計㈱

副 会 長

山崎

良知

㈲山崎企画設計

〃

田村

哲男

㈱田村忠設計事務所

役職名
理

事

氏

名

事務所名

慶野

正司

㈲アトリエ慶野正司

〃

酒井

誠

㈱安藤設計

〃

佐治

則昭

㈱創建設計

小林建築設計事務所

〃

塩田

真吾

㈱シオダ建築デザイン事務所

一級建築士事務所
㈱酒井建築設計事務所

〃

安藤

寛樹

専務理事

小林

基

常務理事

渡邉

有規

㈱渡辺有規建築企画事務所

〃

菅又

守

〃

君島

広之

㈲君島榮七建築設計事務所

〃

竹石

昭厚

竹石建設㈱一級建築士事務所

岡田

㈲翔建築設計事務所

〃

㈱ドラフト

裕

㈱岡田建築設計事務所

〃

中村

清隆

阿久津修平

㈲睦和建築設計事務所

〃

中村

滋

〃

阿久津信一

晋豊建設一級建築士事務所

〃

夏目

公彦

㈱公和設計

〃

新井

孝

㈲新井建築構造設計事務所

〃

半貫

正芳

㈲半貫建築設計事務所

〃

池澤

達夫

㈱池澤設計

〃

本澤

崇

㈱本澤建築設計事務所

〃

和泉

卓哉

㈲和泉設計

〃

三柴

富男

㈱フケタ設計

〃

市田

登

㈱アガ設計工業

〃

湯澤

敦史

㈲湯澤一級建築士事務所

〃

大髙

宣光

㈱ＫＥＮアソシエイト

〃

横松

邦明

㈱横松建築設計事務所

深津

喜一

㈱大森一級建築士事務所

〃

栗原

弘

野口

利男

㈲建都企画設計

理

事

一級建築士事務所

監

（同）栗原弘建築設計事務所

事
〃

㈱近代綜合建築事務所

一般社団法人栃木県建築士事務所協会 組織図
総

会
※１

理事会
監

事

顧

問

※２

5

※１

理事会…構成者数30名
会長１名、副会長３名
専務理事１名、常務理事３名、理事22名

※２

常任理事会…構成者数８名
会長１名、副会長３名
専務理事１名、常務理事３名

常任理事会

常置委員会

特別委員会

総務委員会
広報・渉外委員会
業務運営委員会
技術研修委員会
会員交流委員会
次世代創造委員会

建築制度対応特別委員会
指導委員会
耐震診断業務委員会
サポートセンター対応特別委員会

組織

名誉会長

事務局

支部
木造建築物
耐震業務W・G

県北支部

塩那地区
那須地区

耐震診断検討業務W・G

県央支部

宇河地区
上都賀地区

県南支部

下都賀地区
安足地区
芳賀地区
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日事連会長の紹介
去る6月26日（火）に開催された第66回日事連定時総会におきまして、任期満了に伴う役員改選が行われ、平
成30・31年度役員が決定しました。

AIS 総合設計株式会社
第 66 回定時総会において、

佐々木

宏幸

業務報酬の引き上げ等の解決しなければならない課題と取

平 成 30・31 年 度 の 会 長 に

り組み、次世代へのロードマップを平成 31 年度までに確

選任されました佐々木宏幸で

立していくこととしました。

す。建設業界におけるその責

日事連の活動の活性化を図りその組織形態に過不足がな

務の重さを考えますと身の引

いかを検証する中で、この度の西日本豪雨、また、大阪府

き締まる思いですが、単位会

北部地震での塀の問題や、先の熊本地震への速やかな対応

及び会員の皆さまにはますますのご支援のほど、よろしく

等、災害対策に常に取り組むための委員会や、新設法規や

お願い申し上げます。

制度の検討・研究、日事連が設立当時より求めている業法

現在の建設業界は、建設産業政策会議で示されているよ

確立へ向けての検討委員会の必要性を考慮して、災害対策

うな確実に到来する人口減少社会を正面から受け止め、生

特別委員会と法制度対応特別委員会を新設することと致し

産性を高めながら維持できるよう法制度をはじめ建設業界

ました。また、会員増強に対する取り組み強化、BIM 普及

の基本的な枠組みについて検討を行っている途上にあると

の停滞に対応するための WG の新設、建築の低炭素化・省

思います。

エネルギー化対応 WG の強化等につきましては引き続き検

われわれ設計・監理業においては、公共建築物の多様な

討してまいります。

発注方式への対応や発注者への支援、民間建築物において

6 月 5 日に開催された自由民主党建築設計議員連盟総会

も様々なクライアントに最もふさわしい発注形態への転換

に「建築士資格制度の改善に関する共同提案」を設計三会

を視野に入れ、IoT 環境下での BIM、劇的な進展を遂げる

合意の上提出しました。提案の主たる内容は、建築士資格

AI 等の活用による新たな設計プロセスへの移行を研究しな

取得に係る実務要件の合理化ですが、付帯して建築士の業

がら、建築士の資質や高度な専門性の向上、設計・監理業

務領域に関する要望事項も三会で協議の上提出しています。

務の適正化に努め、真に安全・安心でより質の高い建築の

遡ると建築基本法のコンソーシアム、多様な発注形態の研

提供をしていかなければならないと考えます。

究等、今までも都度機会ごとに三会で協議してまいりまし

また、働き方改革実現会議において示された実行計画の
目的とは、長時間労働の問題、「正規」「非正規」の処遇の

たが、今後もますます設立の目的や構成の違う三会が定期
的に意見交換する場が必要と考えます。

差、最近認められた副業や兼業などの働き方の多様化など

今後の建設業界、社会情勢を見据え、建築五会の連携強

様々な課題に加え労働生産性の向上を拒む多くの問題の克

化を尊重し、建築の質の向上を常に考え、そして何よりも

服です。われわれは多様で柔軟な働き方を進めていくこと

中央地方を問わず全国の単位会が健全に発展していくこと

で、生産性の向上、ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、

が日事連の役割であると考え、今までの歴代会長の功績を

設計・監理業の在り方を変えていかなくてはなりません。

引き継ぎ会長職を全うします。どうぞよろしくお願い申し

日事連では 4 年前に業務環境改善 WG を立ち上げ、将

上げます。

来の業務環境の予測とその在り方について研究してまいり
ました。活動テーマを「次世代に向けた働き方改革」とし、
長時間労働の是正、雇用改善、設計環境・教育環境の整備、

※この度、佐々木宏幸会長が日事連会長に就任しましたので、
会誌「日事連」８月号に掲載されたたものを転載させていただきました。

日事連会長の紹介
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新任副会長の抱負
有限会社

山崎企画設計

山崎

良知

この度、平成30年度定時総会におきまして、副会長を拝命いたしました山崎良知です。
これまで専務理事として、栃木県建築士事務所協会の運営に携わってまいりましたが、更なる重責
に身の引き締まる思いです。
また、佐々木会長におかれましては、本年度より我々の上部団体である日本建築士事務所協会連合
会の会長に就任されました。佐々木会長が全国で安心して活躍出来ますよう、地元栃木を会員の皆様
と共に盛り上げていきたいと思います。まだまだ未熟ではありますが、努力してまいりますので、ご
指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

新任専務理事の抱負
小林

小林建築設計事務所

基

この度、開催されました平成30年度定時総会におきまして専務理事を仰せつかりました小林基でご
ざいます。
これまで、常務理事を担当させていただきました経験と協会活動を糧に、地域貢献と事務所協会の
発展の為、微力ではございますが会員の皆さまに協力を頂きながら頑張りたいと思っておりますので、
どうぞよろしくお願い致します。

新任常務理事の抱負
㈱岡田建築設計事務所

岡田

裕

この度、平成30年度定時総会において常務理事を仰せつかりました岡田裕です。その責任の重大さ
に、身の引き締まる思いで一杯です。
建設業界を取り巻く環境は厳しく、抱える問題も多様化してきています。その中で、当事務所協会
の果たさなくてはならない役割は大きいものと考えています。
微力非才ではありますが、栃木県建築士事務所協会の発展のため努力していく所存ですので、会員
の皆様にはご指導ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

新任監事の抱負
㈲建都企画設計

野口

利男

この度、平成30年度定時総会におきまして監事を仰せつかりました野口利男でございます。
これまで理事として10年間務めさせていただきましたが、微力ではありますが今後も協会の振興と
発展のために尽力いたしたいと思っております。
今後とも宜しくお願い致します。
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新任理事の抱負
㈲睦和建築設計事務所

阿久津

修平

この度、理事を仰せつかりました阿
久津修平です。
微力ではございますが事務所協会の
発展の為、また会員の皆様の為になれ
るよう頑張りたいと思っております。
ここ数年来次世代創造委員会に携わ
らせて頂いております。イベント等、皆様により楽しんで
頂けるよう、努力して参る所存でございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

㈲半貫建築設計事務所

半貫

正芳

（同）栗原弘建築設計事務所

栗原

弘

過日開催されました平成 30 年度通
常総会におきまして、理事を仰せつか
りました栗原弘でございます。微力で
はございますが、事務所協会発展のた
め、会員の皆様のためになるよう努力
する所存でございます。
平成 23 年に入会して以来、広報・渉外委員会副委員長、
次世代創造委員会委員として様々な人と関わり、楽しくイ
ベント等に参加しております。今後、さらに会員はもとよ
り賛助会員の皆様との交流も深めていければと思います。
今後ともよろしくお願いします。

この度、理事を仰せつかりました半貫正芳でございます。
私のような若輩者に事務所協会の理事という立場をいただきまして誠に身の引き締まる思いでござい
ます。事務所協会に入会させていただいてから、業務運営委員会、会員交流委員会を経験させていただ
きました。今後もこれまでの経験活かせるよう微力ではありますが頑張りたいと思います。今後ともよ
ろしくお願いいたします。

新任委員長の抱負
総務委員長

菅又

守

総務委員長を仰せつかりました菅
又です。
会員増強を第一目標とし、当協会
のさらなる堅固な組織作りと円滑な
運営に心掛け、努力いたしますので、
今後とも会員皆様のご協力宜しくお
願いいたします。また、『業界の部活』も発足２年目を迎え
ましたので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

業務運営委員長

塩田

真吾

昨年度に引き続き、業務運営委員
長を務めさせて頂くこととなりまし
た。
AP 展の今後の方向性を探ると共
に、住宅フェアへの参加等を中心と
して、県内業界の維持、発展、そし
て継承していけるよう、力になっていきたい所存です。
どうぞ宜しくお願い致します。

会員交流委員長

竹石

昭厚

会員交流委員長を仰せつかりまし
た竹石昭厚です。
会員の皆様の親睦と交流を深める
ことが協会発展の原動力になりうる
と信じ努めてまいります。
宜しくお願い致します。

広報・渉外委員長

中村

清隆

広報・渉外委員長３期目を担わせ
ていただきます。
会員の皆様や賛助会員の皆様の所
属する建築業界の中で、ホームペー
ジや会報を通して協会活動の「見え
る化」を図り、各社のさらなる発展と
利便性に寄与してまいります。記事等のご協力をお願いす
ることもございますが、どうぞよろしくお願いいたします。

技術研修委員長

中村

滋

技術研修委員長２期目を務めさせ
ていただきます。正会員の皆様へ、
賛助会員の皆様の新技術の紹介の橋
渡しをすることが主な業務となりま
す。今年度も４回の研修会を企画し
ております。多くの皆様のご参加を
お待ちしております。

次世代創造委員長

阿久津

修平

次世代創造委員長を仰せつかりま
した阿久津修平です。
理事就任１年目での委員長という
事で身が引き締まる思いです。委員
会は年間を通して様々な協会事業に
携わっております。委員会一丸とな
り、事務所協会の発展のため尽力致したいと思います。
よろしくお願い致します。
新任理事の抱負・新任委員長の抱負
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近年の建築紛争の動向と
「建物の基本的安全性を損なう瑕疵」について
弁護士法人新江進法律事務所

No.

１ はじめに

弁護士

新

江

学

３ 不法行為責任に関し重要な２つの最高裁判例

新江進法律事務所の弁護士新江学です。
本稿では、近年の建築紛争件数の動向を概観した上で、

不法行為責任という責任は、交通事故のように契約関係
がない人が権利を侵害されたとして、損害賠償を求めるも

不法行為責任に基づく損害賠償責任についての重要な判例

のです。建築紛争の不法行為責任については、建物の購入

を紹介し、判例で示された「建物の基本的安全性を損なう

者が、建物の瑕疵につき、最高裁平成 19 年７月６日判決の

瑕疵」の意義と、現在も残されている問題について説明し

いう「建物の基本的な安全性を損なう瑕疵」に該当すると

ます。

主張して、設計・施工・監理者の責任を追及する事案が増
えています。

２ 近年の建築紛争の傾向

最高裁平成 19 年７月６日判決は、建物の建築に携わる設

建築紛争は、未払いの請負代金を請求する事件（以下、

計・施工者・監理者は、建物の建築に当たり、契約関係にな

①）と、建築の瑕疵につき損害賠償を請求する事件（以下、

い居住者等に対する関係でも、当該建物に建物としての基

②）に大別されます。最高裁判所の統計資料によると、地

本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義

方裁判所第一審の新規事件数でみると、平成 25 年度は①

務を負い、設計・施工・監理者がこの義務を怠ったために

1595 件、② 443 件であり、平成 28 年度は① 1497 件、

建築された建物に上記安全性を損なう瑕疵があり、それに

② 470 件であり、概ね横ばいの傾向にあるといえますが、

より居住者等の生命、身体又は財産が侵害された場合には、

②の事案が若干増えています。

設計者等は、これによって生じた損害について不法行為に

建築の瑕疵を争う法的構成としては、建物の購入者が、

よる賠償責任を負うとの判断を示しました。

売主に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求、瑕疵担保

そして、上記判決と同じ事件（第２次上告審）で、最高

責任に基づく損害賠償請求（民法 570 条、品確法 95 条な

裁平成 23 年７月 21 日判決（以下、
「平成 23 年判決」
）は、

ど）
、不法行為に基づく損害賠償請求をすることが考えられ

当該瑕疵が、居住者等の生命、身体又は財産に対する現実

ます。正確な統計資料はないものの、筆者の実感としては、

的な危険をもたらしている場合に限らず、当該瑕疵の性質に

近年、特に不法行為責任を追及する訴訟が増えているよう

鑑み、これを放置するといずれは居住者等の生命、身体又

に感じます。これは、瑕疵担保責任の除斥期間（時効）が

は財産を危険にさらすことになると認められる場合には、当

実務上最大でも 10 年であるのに対し、不法行為責任の除

該瑕疵は、
「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」に

斥期間は 20 年であるためであると考えられます。また、建

該当すると判示しました。平成 23 年判決では、ⅰ建物の構

物の購入者は、不法行為責任であれば、建物の売主のみな

造耐力に関わる瑕疵、ⅱ建物の構造耐力に関わらない瑕疵で

らず、設計・施工・監理者の責任を追及することができると

あるが、これを放置した場合に人身被害につながる危険が

いうことも理由であると思われます。

あるとき（例えば、
外壁が剥落して通行人の上に落下したり、
開口部、ベランダ、階段等の瑕疵により建物の利用者が転

9
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落したりするなど）
、ⅲ建物耐力に関わらない瑕疵であるが、

今後、平成 23 年判決の解釈指針を踏まえた裁判例の蓄

これを放置した場合に漏水、有害物質の発生等により建物

積により、
「建物の基本的安全性を損なう瑕疵」の外延が明

の利用者の健康や財産が損なわれる危険があるときは「建

らかになっていくと思われますが、現時点において、建物利

物の基本的安全性を損なう瑕疵」に該当するとし、他方で、

用者等から設計又は監理の瑕疵を指摘された場合には、
「建

ⅳ建物の美観や居住者の居住環境の快適さを損なうにとど

物の基本的安全性を損なう瑕疵」が構造耐力に限られず、

まる瑕疵は、これに該当しないとされています。

ある程度幅広く認められる可能性があることを前提に、慎
重に対応をしていく必要があります。

４ 残されている問題

以 上

平成 23 年判決により、例えば外壁タイルの浮きなどの
問題などは前記ⅱの類型に当たることが明らかになるなど、
一定の解釈指針が示されました。しかしながら、上記ⅱ及び
ⅲの類型は、どの程度の危険があれば、
「建物の基本的安全
性を損なう」といえるのか、が未だに不明確な部分がありま
す。訴訟では、実際に人身被害事故が起きたのか否かなど
で人身被害等の危険性の有無を争ったりしますが、建物が
高齢者や身体障碍者などが利用する施設の場合には、人身
被害の危険性を、一般人を基準に判断するのか、それとも
高齢者や身体障碍者を基準に判断するのか、という論点な
どが生じることもあります。
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平成30年度税制改正
久保井会計事務所

No.

はじめに

久

保

井

一

臣

四 消費課税

平成 30 年度税制改正が国会で成立し、公布・施行された。

１ 観光立国・地方創生の実現

近年の税制改正は、経済の好循環をさらに強化するという

２ たばこ税の見直し

観点から改正が行われる。平成 29 年 12 月 22 日に閣議

３ 地方消費税の清算基準の抜本的な見直し

決定された「平成 30 年度税制改正の大綱」の「前文」お

４ 税務手続の電子化等の推進

よび「目次」を見ると、本年度税制改正の目的および今後

５ 租税特別措置等

の改正の方向が見えてくるので、目を通していただきたい。

６ その他
五 国際課税

働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人をあまね
く応援する等の観点から個人所得課税の見直しを行うと

（略）
六 納税環境整備

ともに、デフレ脱却と経済再生に向け、賃上げ・生産性向

１ 申告手続の電子化促進のための環境整備

上のための税制上の措置及び地域の中小企業の設備投資

２ 年末調整手続の電子化

を促進するための税制上の措置を講じ、さらに、中小企

３ 共通電子納税システム（共同収納）の導入

業の代替わりを促進する事業承継税制の拡充、観光促進

４ eLTAX の安全かつ安定的な運営のための措置

のための税として国際観光旅客税の創設等を行う。また、

５ その他

地域社会を支える地方税財政基盤の構築の観点から、地

七 関税

方消費税の清算基準の抜本的な見直し等を行う。このほ

（略）

か、国際課税制度の見直し、税務手続の電子化の推進や
たばこ税の見直し等を行う。

１．法人税関係
⑴ 所得拡大促進税制の見直し

一 個人所得課税
１ 個人所得課税の見直し

法人、資本または出資を有しない法人のうち常時使用する

２ 金融・証券税制

従業員の数が 1,000 人以下の法人）の持続的な賃上げを促

３ 土地・住宅税制

す観点から、所得拡大促進税制（雇用者給与等支給総額を

４ 租税特別措置等

一定の要件のもと増加させた場合、法人税から税額控除で

５ その他

きる制度）が見直された。その年（平成 30 年度〜 32 年度）

二 資産課税

11

中小企業（資本金の額または出資金の額が１億円以下の

の継続雇用者給与等支給額が前年度比 1.5% 以上増加した

１ 事業承継税制の特例の創設等

場合、給与等支給総額の対前年度増加額の 15% の税額控

２ 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し

除（法人税額の 20% が限度）を適用できる。また、高い

３ 土地に係る固定資産税等の負担調整措置

賃上げ（2.5% 以上）で、人材投資（教育訓練費）や生産

４ 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設

性向上に取り組む企業は、10% の控除率が上乗せされ、合

５ 租税特別措置等

計 25% の税額控除（法人税額の 20% が限度）を適用す

６ その他

ることができる。ただし、中小企業等経営強化法の認定に

三 法人課税

係る経営力向上計画における経営力向上の証明が必要にな

１ 賃上げ・生産性向上のための税制

る。

２ 競争力強化のための税制措置

適用時期：平成30年4月1日から平成33年３月31日まで

３ 地方創生の実現

の間に開始する各事業年度に国内雇用者に対し

４ 税務手続の電子化等の推進

て給与等を支給する場合に適用される。

５ その他の租税特別措置

⑵

交際費課税の特例措置の延長

６ その他

⑶

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算
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入の特例の延長

５．ＩＣＴ化の進展と租税

⑷ 欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の延長

⑴ 申告データの電子提出のための環境整備

適用時期：以上の⑵､ ⑶､ ⑷については、平成 32 年３月

Communication Technology

現在、全世界で経済社会のＩＣＴ化（Information and
31 日まで適用期限が延長された。

情報通信技術）が急速に

進み、
「電子政府」
（electronic government

国の行政手

続き等をインターネット上で行う構想で、エストニア等が有
⑸ 地方拠点強化税制の延長・拡充

名）という言葉もよく聞くようになった。日本に於いても、

地方拠点強化税制（本社機能を地方に移転等をした場合

「ＩＣＴ化の進展と行政」が考慮され、国民の利便性・行政

に法人税の税額控除などの優遇措置を受けることができる

の効率性を高めるために、電子提出のための環境整備が構

制度）の適用期限が２年間延長され、適用要件の緩和がな

築される。
「電子申告」が一般化しているが、100% ではない。近い

された。
適用時期：平成30年4月1日から平成32年3月31日まで

将来、電子申告は義務化され、租税行政に関するすべての

の期間内に都道府県知事の認定（
「地方活力向上

情報が電子化されるであろう。国と国民が緊密に結びつけ

地域等特定業務施設整備計画」
）を受けた場合に

られ、巨大なネットワークを構成し、申告も納税もインター

適用される。

ネットを介して行われる。
最終的には、国民のすべての情報が完全に把握される社

２．所得税関係

会の到来が予想される。

特定の収入に適用される「給与所得控除」および「公的
年金等控除」の控除額が一律 10 万円引き下げられ、どの

先ず､ 大法人（資本金の額等が１億円超）の法人税、地

ような所得の区分にでも適用される「基礎控除」の控除額

方法人税、消費税等の納税申告および添付書類について、

が同額の 10 万円引き上げられる。
「給与所得」
と
「年金所得」

電子申告（e-Tax）による提出が義務化される。

を有する場合に負担増が生じないように「所得金額調整控

適用時期：大法人の電子申告の義務化は、平成 32 年４月

除」が措置されている。

１日以後に開始する事業年度（課税期間）につ

適用時期：平成32年分以後の所得税、平成33年度分以後

いて適用される。

の個人住民税について適用される。

３．たばこ税の見直し

⑵ 年末調整手続の電子化
現在、源泉徴収義務者が「源泉徴収に関する申告書に記

国・地方のたばこ税の税率が合計で１本当たり３円（１箱

載すべき事項の電磁的方法による提供に関する特例」の承

当たり 60 円）引き上げられる。また、加熱式たばこについ

認を受けている場合には、扶養控除等申告書などの提出に

て、課税区分を新設し、課税方式が見直される。

ついては、すでにデータによる提出が可能になっているが、

適用時期：たばこ税が平成30年10月1日、平成32年10

改正後は、各種の控除証明書・控除申告書・年末残高証明

月1日、平成33年10月1日と3回に分けて税率

書についてデータによる提出が可能となる。

が引き上げられる。加熱式たばこは、平成30年

適用時期：平成 32 年 10 月 1 日以後に提出する年末調整

10月1日から１年ごと５回に分けて課税方式が

関係書類について適用される。

見直される。

４．国際観光旅客税の創設
観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図る

⑶ 法定調書の光ディスク等による提出義務基準の引き下げ
法定調書の光ディスク等による提出義務制度について、
現行「1,000 枚以上」とされている提出義務基準が「100

ため、国際観光旅客税が創設され、航空機または船舶によ

枚以上」に引き下げられる。

り日本から出国する旅客について、出国１回につき 1,000

適用時期：平成 33 年 1 月 1 日以後に提出する法定調書に

円が課される。

ついて適用される。

適用時期：平成31年１月７日以後の出国について適用され
る。ただし、同日前に締結された運送契約によ

※事業承継税制等については次回を予定しています。

る一定の出国については課されない。
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2018年（第27回）
ＡＰ展

活動報告
広報・渉外委員会
副委員長

去る 7 月 24 日～ 25 日、県総合文化センターにて恒例
のＡＰ展が行われました。
今回は、単独での開催となり展示ホールにて初めての開

13

を当たりながらのパネル・テーブル等の設置を一から行い、
まさに建築業のメンバーであることを実感した次第です。

△会場風景

△会場風景

△会場風景

△会場風景

△会場風景
活動報告

弘

催。会場レイアウト案図を基に、若手を中心としてスケール

△会場風景

2018年（第27回）ＡＰ展

栗原
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△準備の様子

△準備の様子

●受賞者と作品名
・栃木県建築士事務所協会会長賞
「Volkswagen 西那須野」（株式会社フケタ設計）
「ひまわり歯科ささざきクリニック」（有限会社アトリエ慶野正司一級建築士事務所）
「帰巣」（小山工業高等専門学校・大関浩平）
・日本工業経済新聞社長賞
「栃木セキスイハイムミュージアム」（ＡＩＳ総合設計株式会社）
「はぐくむ・はたらく・くらす 宮みらい」
（宇都宮メディア・アーツ専門学校・小平千里、佐々木秀人、長嶋海翔、山田詩隠）

△山崎副会長あいさつ

出展された協会員の作品はどれも素晴らしいものでした
が、そのなかでも特に目を引く３作品がそれぞれ栃木県建

△受賞者記念撮影

同様にとてもレベルの高い作品でした。将来が非常に楽し
みです。

築士事務所協会会長賞、日本工業経済新聞社長賞を受賞し

最後に、新体制後の業務運営委員会、新メンバーも加入

ました。学生の作品については、例年より多くの作品が出展

した次世代創造委員会の協働で準備会から設営、片付けま

され、建物単体ではなく、街全体を考えた公園計画、建築

でスムーズに行われました。メンバーの皆様、本当にお疲

が創る地域性のあり方、という広い視野での作品が評価さ

れ様でした。

れました。さらに模型やＣＧ作品等、高校生のレベルも昨年
2018年（第27回）ＡＰ展

活動報告
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コ ラ ム
女性にもてるためのワイン講座（９）
広報・渉外委員会

日々熱心に建築設計の仕事に取り組んでいる、栃木県

副委員長

新井

孝

フランスのワインの法律で規制された、原産地呼称統制

建築士事務所協会員に、女性にもてるためのワインの共

ワイン

通仕様を伝授したいと思います。今回は、マニアシリー

およそ 400 あり、これをさらに大別すると 10 の地方

ズの６回目で、テーマはシャンパーニュのワインです。

に区別することができます。ボルドー、
ブルゴーニュ、
コー

前回までのワイン講座（５）
（７）で、世界の知名度№

ト・デュ・ローヌ、ロワール、シャンパーニュ、アルザス、

1・２に位置するフランスボルドーワイン・ブルゴーニュ

プロヴァンス・コルス、南西部、ジュラ・サヴォア、ラ

ワインについて詳細に記載しましたが、今回はその続き、

ングドック・ルーションがそれです。

その名を知らない人はいないシャンパンの産地、商品の
紹介です。ここで、またまた前回までの復習をします。

略して A.O.C.、この AOC に指定された地区は

地域によってそれぞれ個性のあるワインがつくられて
いるので、地名＝ワインのタイプ名と考えてよいのです。

フランスのワイン産地地図
F r a n c e /フランス
❶ボルドー
（Bordeaux）
❷ブルゴーニュ
(Bourgogne)
❸コート・デュ・ローヌ
(Côtes-du-Rhône)
❹ヴァル・ド・ロワール
(Val-de-Loire)

❺
❻

❺シャンパーニュ
(Champagne)
❻アルザス
(Alsace)
❼コート・ド・プロヴァンス
(Côtes-de-Provence)

❹

❽ラングドック
(Languedoc)

❷

❾ルーション
(Roussillon)
カオール
(Cahors)
ガイヤック
(gaillac)
アルマニャック
(Armagnac)

❸

❶

ジュランソン
(Jurançon)
ベルジュラック
(Bergerac)
コニャック
(Cognac)

❽

❾

15
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女性にもてるためのワイン講座（9）

❼

ジュラ
(Jura)
サヴォア
(Savoie)
コルス
(Corse)
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シャンパーニュ A.O.C ワイン地域図

①

MONTAGNE DE REMS
モンターニュ・ド・ランス

②

VALLÉE DE LA MARNE
ヴァレ・ド・ラ・マルヌ

③

CÔTE DES BLANCS
コート・デ・ブラン

④

中間地域

①
②

④

③

フランスのぶどう産地としては最北部に当たるシャン
パーニュは、いうまでもなく、あのシャンパンの産地です。
この地でつくられるスパークリングワインのシャンパン
はスパークリングワインの代名詞として使用されるほど、
世界で最も有名なワインのひとつです。その名にふさわ
しく、大変手間のかかる伝統的な手法をかたくなに守り
続けて、素晴らしい風味を生み出しています。シャンパー
ニュ地方では、西暦２世紀ころからワインが作られてい
ましたが、瓶の使用が実用化された 17 世紀後半からス
パークリングワインの生産が始まりました。発泡性ワイ

シャンパーニュ地方モンターニュ・ド・ランスのぶどう畑

ンがつくられるようになったきっかけとして、こんな逸

で２回目の発酵を行いそれによって生じた炭酸ガスを瓶

話が残っています。

内に閉じ込める方法でつくられたものに限る、とされて

今から約 350 年前、1668 年、マルヌ県オーヴィレー

います。

ル村にあるベネディクト派僧院のドン・ペリニョンとい

シャンパーニュ地方は、フランスのぶどう栽培の最北

う酒庫係僧侶が、発酵が完了していないワインに、たま

の地域で、ぶどうにとっては厳しい気象条件があります

たま当時使われはじめたコルク栓をしてしまい、そのま

が、さまざまな気象条件がぶどうを守っています。たと

ま放置しておいたところ瓶の中で再発酵し、偶然に発泡

えば、北には背の高い森が続き、これが冬の北風と霜を

性ワインができていた、ということです。現在でもこれ

守る巨壁となり、マルヌ河から立ち上る水蒸気が湿度を

に似た手法は生かされています。

与え、さらに白亜質の土壌がとぼしい光を反射させぶど

シャンパン表示のできる条件はワインの法律によって、

うの育成を促すといった具合です。こうした自然条件と

シャンパーニュ地方の指定地域内で取れた、黒ぶどうの

伝統技術に守られて、シャンパーニュ地方では、イギリ

ピノ・ノワールとピノ・ムニエ、白ぶどうのシャルドネ

ス王室ご用達をつとめてきたランソン社のシャンパンな

の３種のみから生産され、発泡性をもたせるために瓶内

ど、
数々の気品ある “ 黄金の気泡 “ を作り出してきました。

コラム

女性にもてるためのワイン講座（9）
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コ ラ ム
ここで適当に、シャンパン６種、スパークリングワイン４種を紹介します。
■魅惑的なシャンパン
「モエ・エ・シャンドン

ロゼ

アンペリアル」

■あらゆる料理と合うシャンパン
「モエ・エ・シャンドン モエ ブリュット アンペリアル」

こちらは、モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアルです。

こちらは、モエ・エ・シャンドン モエ ブリュット アン

フルーティーで野イチゴのような香りが強く、新鮮で果

ペリアルです。そのバランスの良いエレガントな味わい

実味がはっきりでているので、喉ごしは柔らかです。

が、前菜からメイン、デザートまであらゆる料理とよく

個性の強い料理によく合います。グラマラスで誘惑的な

合います。

シャンパンとなっています。

世界で最も愛されているシャンパンです。

■香りも楽しめるシャンパン
「ドン・ペリニヨン ロゼ」

■シャンパン界の帝王
「クリュッグ グランド・キュヴェ ブリュット」

こちらは、ドン・ペリニヨン ロゼです。野イチゴやカシ

こちらは、クリュッグ グランド・キュヴェ ブリュットで

スのアロマの香り、徐々にブラッド・オレンジやアニス、

す。シャンパン界の帝王とも言われているだけあって、

カカオなどの復雑な要素も加わった香り高いワインです。

クリュッグの哲学の原点です。10 種類以上の異なった
ヴィンテージの、約 120 種類のワインがブレンドされて
います。

■皇帝が愛したシャンパン
「ルイ・ロデレールクリスタル 2009」

■ファーストクラスで出される商品質なシャンパン
「サロン ブランド ブラン ブリュット」

こちらは、ルイロデレールクリスタル 2009 です。ルイ・

こちらは、サロン シャンパーニュ ブランド ブリュット
です。JAL 国際線のファーストクラスのウエルカムドリ
ンクとして出されるだけあって、高級なシャンパンとい
う印象です。
その味は、上品で香り高く、クルミのようなまろやかな
熟成香抜群の光沢感、繊細さが特徴です。
一番搾りの果汁のみから造られる贅沢品で、高級白ワイ
ンと同じように長期熟成を経て真価が発揮される銘柄と
評されています。

ロデレールは、1776 年に設立された老舗シャンパーニュ
メゾンです。
ロシア皇帝アレクサンドル２世の要望により誕生した特
別なシャンパーニュがクリスタル製の瓶で作られたこと
から、現在の「クリスタル」があります。皇帝が愛した
味をぜひ味わってみてはいかがでしょう。

■シャンパーニュ地方以外で作られているスパー
クリングワイン
「クレマン・ド・ブルゴーニュ フランソワ・ミクルスキ」

鎮フランソワ・ミクルスキが手がけた至極のワインです。

こちらは、ロジャーグラート カヴァ ロゼ ブリュットで
す。スパークリングワインの一つであるカヴァという種
類のワインになっています。
カヴァは、スペインの特定の地域で生産されているワイ
ンです。トラディショナル方式で造られています。カバ（Ｄ
Ｏ）で認可されているブドウ品種には、地元品種のチャ
レッロ種、バレリャーダ種、マカベオ種などがあります。
ロジャーグラート カヴァ ロゼ ブリュットは、口に含ん
だ瞬間から、完熟イチゴのような香りとチェリーの風味
が膨らみます。

■イタリアのスパークリングワイン
「ガンチア アスティ スプマンテ」

■北イタリアのスパークリングワイン
「フランチャコルタ インペリアーレ ブリュット グイド ベルルッキ」

こちらは、クレマン・ド・ブルゴーニュ フランソワ・ミ
クルスキです。スパークリングワインの一つであるクレ
マンという種類のワインになっています。
クレマンは、フランスでシャンパンと同様の製法で造ら
れていますが、シャンパーニュ地方以外で作られている
ワインです。フルーティーな味わいです。ワイン界の重

こちらは、ガンチア アスティ スプマンテです。スパーク
リングワインの一つであるスプマンテという種類のワイ
ンになっています。
イタリア語で「発泡性の」という意味のスプマンテは、
イタリアで生産されているワインです。イタリアのスパー
クリングワインを総称してスプマンテと呼んでいます。
ブドウ品種はシャルドネ、ピノ・ビアンコ、ピノ・ネー
ロとなっています。
ガンチア アスティ スプマンテは、マスカットの香りと爽
やかな口当たりが魅力です。

17
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■スペインで造られているスパークリングワイン
「ロジャー グラート カヴァ ロゼ ブリュット」

女性にもてるためのワイン講座（9）

こちらは、フランチャコルタ インペリアーレ ブリュット グイド ベ
ルルッキです。北イタリア・ロンバルディア州東部のフランチャコ
ルタ地域のフランチャコルタは、奇跡を起こしたワインとして知ら
れている有名なスパークリングワインのことをいいます。
なぜ「奇跡のワイン」と言われているかですが、初めて瓶内二次発
酵方式で造られるイタリアワインの中で初めて、統制保証原産地呼
称・D.O.C.G の認定を受けたことにより、高品質なワインと認めら
れたのです。そして、その品質は今や、世界的にも認められています。
味は、白い花や柑橘系のフレッシュな香りの中に酵母の焼きたての
パンのような香りがあり、2006 年にワールドカップイタリア優勝
時のシャンパンファイトにも使用されました。
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ランソン シャンパンで知られるランソン社は、19 世紀よりイギリス王室御用達を務める定評のあるシャンパンメー
カーです。
ランソン シャンパン
ホワイトラベル
ドミセック 白

ランソン シャンパン
ホワイトラベル
ドライセック 白

ランソン シャンパン
ブラックラベル
ブリュット 白

750㎖

5,800 円

750㎖

5,800 円

750㎖

6,000 円

375㎖

3,100 円

375㎖

3,100 円

375㎖

3,200 円

良質の厳選されたぶどうを原料

シャンパーニュ地方のぶどう園

良質のぶどうを厳選し、糖分を

に、名門ランソン社の伝統の技

から生まれる発泡性白ワイン。

0.5 〜 1.5 ％ に お さ え た 辛 口

術によってつくりあげた、やや

良質の厳選されたぶどうを原料

のブリュットタイプのシャンパ

甘口のシャンパンです。瓶内２

に、名門ランソン社の伝統の技

ンです。シャンパン特有の細か

次発酵によって生じた泡のため

術によってつくり上げた、辛口

い気泡と馥郁たる香り。魚料理

に、口当たりは極めてよく、爽

シャンパンです。優れたシャン

はもちろん、肉料理にもよく合

快感を伴った深い味わいが楽し

パンのみがもつ黄金色の気泡の

い、また食事の全コースを通し

め ま す。 糖 分 が 4 〜 6 ％ と 飲

ため、口当たりは極めてよく、

て飲めるオールマイティの本格

みやすいため、女性の方にもた

糖 分 は 1.0 〜 2.0 ％ に お さ え

派シャンパンです。

いへん喜ばれています。

られています。

ランソン シャンパン
ブリュット ロゼ ロゼ

ランソン シャンパン
レッドラベル
ブリュット 白

ランソン シャンパン
ノーブル キュベ
ブリュット 白

む人が増えるにつれて、ロゼの

極めて優秀なぶどうが収穫され

1760 年創立とシャンパンメー

人気が高くなってきています。

た年のみにつくられる辛口の

カーの中でも有数の長い伝統を

ロゼの製法は２次発酵前にさま

ヴィンテージシャンパンで、糖

もつランソン社の誇るデラック

ざまなワインをブレンドする時

分 は 0.5 〜 1.5 ％ に お さ え ら

スクラスのシャンパン。収穫量

に、 赤 ワ イ ン を 5 〜 8 ％ 加 え

れています。魚料理、肉料理に

は非常に少ないもののエレガン

てから糖度を調整し瓶詰めしま

もよく合い、通の方にお勧めし

トな ’85 年のワインの中から

す。白のシャンパンに比べ、深

たい逸品です。レッドラベルは

更に一層厳選されてつくられた

みのある辛口で、料理に好適で

特にワインの出来のよかった年

ごく辛口のシャンパンで、同社

す。

だけにつくられ、熟成も３年以

の他銘柄より一段とシャルドネ

上かけて行います。

種の比率が高くなっています。

750㎖

8,500 円

近年食事と共にシャンパンを飲

'85/750㎖

10,000 円

'85/750㎖

15,000 円

シャンパンをランクやグレード別に分けるときに、ヴィ
ンテージ、ノン・ヴィンテージとして区別します。これ
は優れたぶどうが収穫されたときにそのぶどうのみで造
られるか、複数年のぶどうから造るか、違う品種を用い
るか、異なる畑のものをブレンドするかによります。プ
レスティージュとは各製造所のプライドをかけた最高級
シャンパンのことです。また甘辛度によって７段階の表
記があります。1 超辛口：ブリュット・ナチュール（Brut
Nature）
、 パ・ド ゼ（Pas dose）
、ド サ ー ジ ュ・ゼ ロ
（Dosage zero）
、2 極辛口：エクストラ・ブリュット
（Extra Brut）
、3 辛口：ブリュト（Brut）
、4 やや辛口：
エクストラ ドライ（Extra dry）
、5 やや甘口：セック
（Sec）
、6 甘口：ドゥミ・セック（Domi Sec）
、７極甘口：
ドゥー（Doux）です。

ランソン社

地下ワインセラー

同伴女性と、シャンパンを傾けながらの食事の時間は、
まさに夢心地のひと時でしょう。

コラム

女性にもてるためのワイン講座（9）
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総合管理計画から個別施設計画へ
広報・渉外委員会

個別施設計画とは
全国の自治体が作成した総合管理計画により、自らの
自治体の施設がこのままでは維持できなくなる可能性が

副委員長

大髙

宣光

なっています。しかしこれには更に大きな問題があり、
自らの発注者能力が不足している事で、今何が起きてい
るのかに気がついていない自治体が多いと言う実態です。

高い事は理解できたものの、その後の街づくりに直接関
係する事となる夫々の建物について、今後どの様にマネ
ジメントしていくのかを決める事が個別施設計画です。

今回の調査の中では、防火区画も竪穴区画も防煙区画
も無い建物に対して、躯体の耐震補強工事のみが済んで

総合管理計画の策定にあたっては、多くの自治体が外

いる建物がありました。この建物は今回の調査による指

部への委託で資料を作成したところが多かったのですが、

摘が無ければ、町は安全にこのまま使い続けられる建物

この作業を外部への委託で済ませた自治体では、今度は

だと当然思っていました。他にも排煙窓の改修設置を行っ

個別施設計画の策定のためとして、耐用年数を超えて長

た後に、それを塞ぐ風除け室が作られていた事例など、

期間建物を使い続ける為に今後必要となる保全計画の作

そもそもこれらの改修工事を設計した設計事務所や受託

成を、これもまた外部委託としている自治体が出てきま

した施工会社から、これらの問題提起が無かった事に驚

した。

くばかりですが、そもそも 12 条点検が適切に行われて

今後人口が減り、自治体の予算も減る事が想定されて

いれば把握できていたはずの問題点です。

いる中で、単に今ある建物の長寿命化計画を作成するだ
けで、個別施設計画が出来上がると思っている自治体が
多いことに驚きを隠せません。

その様な中でも、全ての施設で消防設備の点検は全て
行われていました。これは消防組織が機能している証で

30 年後、50 年後のために、今後のあるべき街の姿に

すが、保健所の機能には大きな問題があるようです。多

ついてはこれまでも検討がなされてきているはずですの

くの食品を扱う施設で毎日行うように指導されるべきグ

で、このマスタープランと現状の建物の診断結果を突き

リストラップのゴミかごの清掃や、週に一度以上の清掃

合わせて、マスタープランの作り直しから始める事にな

を指導されるべき浮き油の除去も全く行われておらず、

るはずです。これには街作り計画全体の見直しを伴う作

年に一度の清掃を指導されるべき厨房排気設備のダクト

業になりますので、今ある建物ついて単に長寿命化計画

清掃も新築以来全く行われていない建物が大半で、民間

を作成するだけの資料とは全くの別物です。

の施設管理についての指導はしていても、身内の施設に
ついては点検・指導も行われていない実態が浮かび上が

建物診断で分かった事

りました。

この７月に、東北のある町の建物診断を行う機会が有

19
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り、地方自治体で起きている現状の問題点に触れる事が

高槻市で起きたブロック塀の倒壊死亡事故も同様です

できましたので今回書き留める事にしました。上記の個

が、今回の調査で上がった指摘事項の多くは、そもそも

別施設計画に当たっての対応にも既に現れていますが、

12 条点検を行っていれば把握できていたはずのものば

多くの自治体に於いて発注者能力の向上が大きな課題と

かりでしたが、建築の技術者が居ない町では 12 条点検

総合管理計画から個別施設計画へ
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の必要性を理解している方も少ないのが実態ですので、
多くの人命を預かる公共施設の安全管理に当たっては施
設管理に関わる発注者能力の向上は緊急の課題です。

継続できる体制作り
個別の施設の運営には※ PPP や PFI などの手法が採
用されていますが、発注者能力の向上についても同様に、
自治体の立場で発注仕様の作成支援や管理指導の支援を

更に調査を進める中で、積雪寒冷地にも関わらず、そ
れに対応したディテールとなっていない事例や、これに

行う業務を民間に委託する事は、今すぐにでも出来る手
法だと思います。

適した材料が使われていない事例が多く見られた事は、

地元にこの委託に適した実績のある会社が無くても、

やはり発注者能力の向上を求める事はもちろんですが、

建築技術者が配置できない小さな自治体規模であれば、

積雪寒冷地のディテールには経験値に基づく過去の実績

そもそもこれらの業務は常時継続的にあるわけではあり

が一番頼りになる技術であることから、設計者に対して

ませんので、委託先の会社が地元である必要も無く、年

この技術レベルを評価する事は一般の自治体では不可能

間の作業日数と交通費を見込むだけですので、小額な委

でしょう。求められなければ応えない設計者・施工者側

託費で大きな効果を得る事が可能です。

の姿勢が続けば、現在の入札による制度のままでは解決
が難しい問題です。

但し委託にあたっては、単に設計監理の実績を問うの
ではなく、この実績に合わせてファシリティマネジメン
トの実績にも精通した会社を選び、最低でも３年から５

マスタープランの作成と情報共有
今後の街づくりのマスタープラン作成が、個別施設計
画の策定に当たり最も重要な手順である事は、基本設計
があって実施設計があるのと同様ですので、マスタープ
ラン作成の重要性は理解して頂けると思います。
これまでの縦割り行政の中で進められてきた施設整備
計画を、このマスタープラン作りに反映させるためには、
縦割りの枠を超えて建物診断の結果を各部課と共有する
事が必須と成ります。これによりこれまでの建物の用途
を超えての統廃合の検討が可能になりますが、なかなか
他の部門の建物との統廃合にまで口出しできないのが実

年の委託期間として、同じ目線で継続して街作りの課題
に対応できる体制作りが必要でしょう。
※日本 PFI・PPP 協会ホームページより
｢PPP｣ とは公民が連携して公共サービスの提供を行うス
キームを PPP（パブリック・プライベート・パートナーシッ
プ：公民連携）と呼ぶ。PFI は、PPP の代表的な手法の一つ。
PPP の中には、PFI、指定管理者制度、市場化テスト、公設
民営（DBO）方式、さらに包括的民間委託、自治体業務のア
ウトソーシング等も含まれる。
「PFI」
（プライベイト・ファイナンス・イニシアティブ）と
は、公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の
資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で
行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図る
という考え方です。

態でしょう。
今回建物調査を行った町では、管理すべき建物がある
かないかに関わらず、将来を担う町の職員の代表として、
全ての課の係長が一堂に集められ、点検結果を共有して
検討をすすめるプロジェクトチームが組まれました。こ
れは日本の自治体にあっては画期的な事だと思います。

コラム
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コ ラ ム
西郷隆盛と報徳仕法のつながり
広報・渉外委員会

ＮＨＫで現在放映中の大河ドラマ『西郷（せご）どん』

委員長

中村

清隆

る農村荒廃を嘆き、その復興策を探していた。
「西郷どん」

がおもしろい。毎週楽しみに見ている。私が所属する一

でもそんな場面が何度もあった。しかし、当時尊徳との

円会（二宮尊徳の報徳道を研究する会）で歴史に詳しい

面会は実現せず明治維新を迎えてしまう。西郷は、それ

皆さんとドラマの話になり、報徳仕法と西郷との意外な

でもあきらめなかった。尊徳の後継者として富田高慶が

結びつきが明らかになった。そこで今回は西郷隆盛と二

いることを知った西郷は、高慶に会って、その教えを仰

宮尊徳の報徳仕法について掘り下げてみた。

ごうとしていた。

内村鑑三の「代表的日本人」の中で、西郷隆盛、上杉

富田高慶との会談では、報徳仕法の継続を実現するた

鷹山、二宮尊徳、中江藤樹、日蓮の５人を挙げているが、

め、関係者に働きかけることを西郷は約束してくれた。

ここではその内の２人が登場する。

西郷はそのとき、東は相馬から、西は鹿児島から報徳仕
法を展開して、全国的に押し広めようと、将来的な構想

●西郷隆盛と報徳仕法

を高慶と語り合ったのである。
「南の鹿児島から、尊徳先

おきのえ ら ぶ じま

西郷が沖永良部島に流され、赦免され薩摩に帰る時に、
せっぽう

同じく島流しになっていた薩摩藩の学者川口雪 蓬より、
餞別代わりに書物を渡された。書物は細井平洲の書いた
い せい しゃ

生の報徳仕法を実行したい」
西郷は、そのあと天皇の行幸のお供で鹿児島に出かけ、
７月に帰ってきた。そしてその夏、約束を果たすべく大

本で、その中の「為政者は民の父母である」との一文に

蔵省の渋沢栄一や大隈重信などへ、報徳仕法存続につい

深く感動したと言う。

て申し入れた。また鹿児島への仕法導入についても、県
の幹部に働きかけた。その一方、富田高慶が願った相馬

二宮尊徳は西郷よりも40歳も上で、会う機会はなかっ

藩の報徳仕法は、廃藩置県のあおりを受け、存続するこ

た。だが、尊徳の人物性向は伝え聞いていて尊敬してい

とがかなわなかった。西郷が政府に掛け合っても、実現

たようだ。明治５年３月、西郷が参議のとき、尊徳の高弟・

できないことがあったのである。

富田高慶が西郷を訪ねてきた。西郷はハダシのまま座敷
を下りて庭に出て、手をとって迎えた。彼は富田から尊
徳の報徳仕法を熱心に聞いた。富田は「二宮先生の教え

斎藤高行は、富田高慶のおいに当たる。後世、高行は

を政府の力で全国に広めていってほしい」と西郷に願っ

富田高慶、福住正兄、岡田良一郎と併せて二宮門下の四

た。

大人と称せられている。報徳研究者にとっては超有名な

西郷はこの面談以前に高慶の人と業績を承知していた。

相馬藩は740年にわたって福島県相馬（６万石）の地を

とき面識を持った水戸藩の藤田東湖から二宮尊徳のこと

治めた日本でも珍しい名家の藩である。ちなみに、600

を教えられたという。西郷は、若い頃から薩摩藩におけ

年以上続いた名家は島津氏（鹿児島県）
、
相良氏（熊本県）
。

西鄕

コラム

人物である。富田高慶、斎藤高行の２人は相馬藩の藩士。

安政元年(1854)、西郷は江戸に滞在していたが、この

隆盛

（1828.1.23 - 1877.9.24）
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尊徳

（1787.9.4 - 1856.11.17）
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高行

（1819.12.9 - 1894.6.12）
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また、現場主義の二宮尊徳が現地に行かず、藩士と起

命じ、入用として年々 50俵を与えた。

居を共にしての教えのみで藩を立て直すことができたの

高行はこの中より年々 10俵の飯米と１両２分をもら

は、相馬藩のみである。立派な藩主と立派な家臣が揃っ

い、残り全部を仕法種金として推譲（寄付）したので、

ていたということで驚きである。報徳仕法が「再現性が

高行の特別推譲金が新たにできた。これが積もりに積もっ

ある」ことを示した実例でもある。

て安政４年より明治３年まで貸し付けた総額は1168両

日光御神領（日光市）の仕法役所には、仕法見習い修

余の巨額に達した。

行を兼ねた相馬藩士が常に数人起居し、日光御神領再興

維新後は相馬の興復局総裁に任じられ、少参事に叙せ

の大きな力になった。又、相馬藩は日光仕法のために現

られたが、これも受けずにその格をもって事業を継続し

在の金で５億円を供出している。尊徳も自分の財産５億

た。

円を出し、金欠の幕府に代わって土台金を捻出している。
大変な恩を受けていることを忘れてはならない。

当時相馬の仕法は100余か村に及び、さらに戊辰戦争
後のため、その実務は容易なことではなかった。高行は

尊徳は、
「道徳のない経済は罪悪であり、経済のない道

これを双肩に担って活躍したが、廃藩置県のあおりを受

徳は寝言だ」と言っているように、農業ビジネスで大き

け、相馬藩の事業を磐前県に引きつぎ、仕法は終結して

な財産を作り、それをまた農業ビジネスに投資している

しまった。そこで上京してその旨を旧主に報告した。

のである。
さて、相馬藩の仕法に斎藤高行がどう関わっていたの
かを簡単に説明する。
弘化２年（1845年）
、相馬で仕法を開始することに

叔父の高慶を助けて、相馬領復興に従事すること前後
20年、仕法引き継ぎ後はじめて上京して旧藩主に面会し、
仕法終結の状況を報告した。そのころ旧藩の要人は東京
にいた。

なり、弟子入りしていた高慶は尊徳の元を去って帰国し、
仕法実施に当たることになった。そのころはまだ尊徳の

●西郷は斎藤高行にアプローチ

仕法雛形は完成していなかった。尊徳は、高慶の不在中

当時西郷隆盛、伊地知正知などは、相馬の仕法を鹿児

に替わるものとして、斎藤高行を招こうと相馬侯に相談

島県に移し、これを実行しようと尽力中だった。そこで

した。

斎藤高行に猛アプローチが始まった。島津公は高行を招

相馬侯もまた、相馬仕法を始めるに当たって高慶を助

いて面会し、高行は報徳仕法の大要を説明した。また島

けるものが必要と感じ、高行を尊徳の門下生にして修行

津公よりいろいろの質問があったので、相馬の実例を引

させようと考えていた。斎藤高行は書の達人である。

き、報徳仕法が非常に有効な手段である理由を説明した。

それ以来七年の間、高行は江戸又は桜町において、尊

島津公は感服し、高行を政府の高官に推挙しようとした。

徳の仕法発業に従事して、内では書類作成に、外では村々

ところが・・・高行は逃げてひそかに相馬に帰ってしまっ

の育成の実務に勤めたが、嘉永４年（1851年）老母の

た。

介助の理由で帰国した。それからは高慶の指揮を受け相
馬の仕法に努力することになる。
安政３年（1856年）尊徳は今市の地で亡くなった。
尊徳の逝去後、今市の仕法実施中には高慶の手が必要

島津公は驚いて官吏に命じて、高行を追うが引き戻す
ことはできなかった。
斎藤高行の晩年は、居を相馬中村町に定め旧興復館跡
に一小草屋を建てた。ここで報徳の教えを書き残し、後

なものが多く、高慶は従来のように相馬の仕法に専念す

世に伝えようと昼夜熱心に努め励んだ。明治27年６月、

ることが出来なかった。そこで尊徳の長男尊行は、高行

76年の生涯を終えた。

を高慶の代人として相馬の仕法にあずからせることにし
た。
高行は出世や高給にはまったく欲がない男だった。藩
主の命で、高行を仕法頭取、奉行格とし食録50石を給し

参考文献
「二宮尊徳とその弟子たち」宇津木三郎著
「西郷隆盛のすべて」浜田尚友著

ようとしたが、固く辞して受けない。やむをえず職録を
見合わせ、高慶の代理のまま仕法用務を勤務することを
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コ ラ ム
『業界の部活・釣り部』第３回釣行

青物釣れたか
総務委員会 委員長
釣り部 部長

菅又

守

昨年発足しました『業界の部活』、通算３回目の釣行模様をお伝えします。
◎平成30年７月21日（土） 日本三景の日。
（三景を絶賛した林鵞峰の誕生日：1618年)
場

所：大洗港。04時集合・04時半出港。大洗沖。

潮回り：長潮・干潮：04時45分60㎝・満潮：11時00分104㎝。
天

候：晴れ・最高気温34度・風０～３ｍ程度。

釣り物：根魚五目釣り・時々ジギング。
今回は６月のゴルフ大会の日程上、７月に繰り上げま
したが、選抜高校野球や夏祭り等が重なり、参加者は正
会員の３名（阿久津様・菊島様・ワタクシ菅又）となり、
左舷、大艫より陣取りました。船全体では、他に乗り合
いで７名、船長、漁労長の計12名で出港です。

◎まずは大洗マリンタワーが見えるあたりで。
港を出て15分程度でしょうか、近場で竿出し。水深約
20ｍの海は若干グリーン掛かり、底にはベラがはびこり、
付け餌が取られる。右舷側ではソーダガツオが上がる。
出港前の健清丸さんでの様子。
（顔が起きむくれてます）

メンバー２人には、小真鯛、ベラ、サバ。ワタクシは自

ちなみに３人共、釣行会『なぎさ★ＧＵＭＩ』メンバー

作仕掛けで鈎も大きめなため、当たりはあるが乗りませ
んでした。当たりも遠のき移動です。

です。
沖合いに出ると、徐々に日が昇り、妖艶な色合い。

◎初心者へのアドバイス。
ワタクシの右側３人。どうやら初心者のようで、第１
投目からライントラブル。なので、
竿の持ち方・ベイトリー
ルの使い方・棚の取り方・根掛かり時のラインの引っ張
り方など、その都度アドバイスしてあげました。
（他、妙
な咳をしている時はリバースの前兆。案の定、初心者２
人が撒き餌してました。船酔いまではアドバイスできま
せんな。でも最後まで釣りは頑張ってましたよ。偉い・・）

◎那珂湊沖に移動です。
皆さんが順調にベラを釣ってる中、ちょっと誘ったら、
ゴゴゴっとベラとは違う感じ。慎重に巻き上げ、獲物を
確認してぶち抜く。ま～ま～のサイズのショウサイフグ
でした。速攻、漁労長にお願いし下処理していただきま
した。その後はまたしてもベラの猛攻です。
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◎沖上がり間近はまた近場に移動。
11時近くになると、船は帰港の準備に入りますので近
場に移動します。最後の場所は根が、かなりキツく、錘
４個ロスト。
（その内１回は仕掛け投入時に糸絡みでブ
チッ）でもなんとかカサゴをゲットしました。帰港は12
時半ごろとなりました。陸に上がるとじんわりと汗が出
始める。海上はやはり涼しく、ほとんど汗をかきません
でした。
ワタクシの釣果は、ベラ４匹（塩焼き）
・カサゴ２匹（煮
付け）
・沖メバル２匹（煮付け）
・ホウボウ１匹（刺し身）
・
ショウサイフグ１匹（刺し身）
、計10匹でした。ギリギ
リ５目達成です。っで、他のメンバーの釣果は・・・御
本人からお聞きください。

◎沖の深場に移動しましたが。
浅場に見切りをつけ、船長のアナウンスで深場に移動
です。深場と言っても水深40ｍ弱。期待するが沈黙が続
く。そして突如、竿先が暴れる。上がってきたのは沖メ
バル。２連掛けでしたがその後はベラのツンツンな当た
り。餌のチェックをし仕掛けを入れ直し、手持ちで流し
気味にしてみました。すると当たり。頭を振ってる感じ
です。もしかして真鯛か？ 上がってくる魚影は赤いが・
・
・
むなびれ

違った～。色鮮やかな胸鰭のホウボウでした。
（自分的に
は初物なので嬉し）

合間を見て、
五目仕掛けの竿はセッ
トしたまま、ジギングやタイラバやっ
てみました。青物がいれば食ってく
るはず、鯛が泳いでいれば追ってく
るはず。でしたが、買ったばかりの
40ｇのジグは…地球を掛けて海底

ご参加いただきましたメンバーの皆様、大変お疲れ様
でした。
（帰港時撮影)
ちなみに11 ～ 12月ごろの予定はマダコ釣り（手釣り）
予定です。

に逝ってしまいました。
（泣）
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過失割合
有限会社

日事連サービス

アドバイザー

5月に同級生のゴルフ仲間のトップを切って、とうとう

中

川

孝

昭

１.立 地 条 件、 ２.デ ザ イ ン、 ３.建 築 費、 ４.施 工 技 術、

喜寿を迎えることとなりました。会社での役職名もこのほ

etc. 建築物が人間のあらゆる活動の場であり、トラブルの

ど変わりました。怪しげなカタカナ表記になっていますが、

要因も文字通り千差万別となるのも止むを得ません。立地

これは税務対策上の措置でもあります。そして、運転免許

条件を例にとっても、気候風土の多様性はもちろんのこと、

の返上という話題も、現実のものとなりつつあります。そ

地盤調査にも限界があります。事故との因果関係が複雑に

れにしても、高齢ドライバーのブレーキとアクセルの踏み

絡み合います。

間違いによる事故が後を絶ちません。
ところで本誌読者の皆様のほとんどが、日ごろ車の運転

最近では「50年に一度の豪雨」の様に、人間ワザでは防
ぎきれない不可抗力が作用する事故も多く見受けられます。

をされていることと思います。「過失割合」という言葉を耳

先般西日本を襲った豪雨もそうですが、不可抗力による被

にされ、あるいは、実際に接触事故などを起こし、過失の

害であれば、本来は責任問題になるはずがないのですが、

程度を巡って、いやな思いをされた体験をお持ちの方があ

現実には「消費者保護」の理論が支配するところとなるこ

るかもしれません。自慢ではありませんが、私はこれまで

とも多く見受けられます。

に４回もそうした体験を持ちます。そして、そのすべてが

デザインにこだわって、施工者が危ぶむ仕上げになると

「100：0」での解決です。面倒くさいので、こちらがすべ

いうような事態もあります。施工者が、当方は設計図通り

て悪いことにしたのが２回。こちらは何の過失も犯してい

仕上げただけだと言い張ります。「朱鷺メッセ」(新潟市)の

ない、どうすればよけられたのか教えろと言い張って、相

連絡歩道橋の落下事故は、そうしたことを背景として起こっ

手側が100％悪いとしたことが2回です。いずれも私がま

たのだと保険屋の私は見ています。この事故は解決までに

だ若くて元気なころの話です。

10年余の歳月を要しましたが、大きなプロジェクトで問題
が発生すると、関係者が多いため、責任者の特定すら難し

責任はつくり手側に押し付けられがち
今日では、自動車保険の世界は、年間の事故件数が対人

25

い事態となる局面もあります。建築訴訟が長引く原因の一
つとも考えられます。また、責任者が特定されたとしても、

事故だけでも47万余件（平成29年度中・警視庁交通局・

支払い能力がなく、事故の修復がままならず、他の関係者

平成30年2月15日発表）というべら棒な数に上るので、

に負担をかけながら、被害者である発注者も泣く泣く費用

衝突の状況から、ほとんど過失割合はパターン化されてお

負担を強いられる、という事態になることすらあります。

ります。頑張ったところで、査定マンから、統計データを

一方で、保険会社は、一般的に、お客様とのトラブルを

信用しないのかと迫られることになります。ところが日事

嫌います。当事者同士の話し合いで、折半にするという結

連・建築士事務所賠償責任保険（建賠保険）の場合は、そ

論が出れば、基本的にはそれを尊重してくれるはずです。

もそもデータが少ない上に、設計ミスが損害に対してどの

事情を斟酌し、なるべく穏便に片付けようとするのが常で

程度の割合で寄与したのか、ということを量る必要もある

す。その意味では、私が常日頃言い募っている「設計図書

わけですから、それこそケースバイケースで結論が異なっ

を施工図に置き換えた後は施工責任90％」という尺度を、

てくるといっても過言ではありません。

保険会社が持ち出すことは、今のところありません。

過失割合

2018.8

No.107

TOCHIGI ARCHITECT OFFICE ASSOCIATION BULLETIN

過失割合10：90

施工のプロは施工者です。「設計図通りに仕上げただけ！」

設計者は建築物の安全性を確保するうえで、最も重要な
役割を演じる専門家です。事故が起こった際の責任も、そ

などと逃げ口上を言わせておいてはいけません。
最終的に90％の責任を負わされるのであるとすれば、施

の分重大なはずで、本来、設計料の多寡は関係ありません。

工者の仕事に取り組む緊張感も高まり、結果的により安全・

とはいえ最近では、建て替えを迫られる事件もしばしば発

安心な建築物が生まれ、トラブルも減るはずです。本誌第

生しています。設計者の手にする報酬は、工事予算の数％

104号で「より良い慣行を定着させる」と題し、報酬に

に過ぎません。そもそも、工事全体の経済的なリスクなど

関する慣行の定着について申し上げたばかりです（本誌第

負えるはずがありません。だから建賠保険といいたいとこ

104号 25ページ参照）。その繰り返しになりますが、業

ろですが、保険の現状は、残念ながら、100％寄りかかっ

界の慣行を作り上げることは、皆さんにしかできないこと

ていただけるほど万全とは言い難いものです。

です。建築瑕疵の過失割合は「設計者10：施工者90」と

そこで、私は数年前から「施工責任90％」と少し乱暴な

いうことにしてしまってはいかがですか？

ことを言い出したのです。かつて雨漏りで有名な建築家の

いずれにせよ、「過失割合」の心配などしないで済むに越

先生がおられました。一度たりとも、責任追及を受けた話

したことはありません。日ごろから「安全・安心」を心掛

を聞きません。やればできると思ったのです。計画段階で、

けていただくことです。

「施工責任90％」と高らかに主張しておくとよいでしょう。

次代の都市づくり
環境づくりを目指して
国土交通省認定 H グレード

国土交通省認定 H グレード

豊鉄工建設株式会社

氏家工業株式会社

〒 3 2 1 - 3 2 2 1 栃木県宇都宮市板戸町 3048-1
T E L 0 2 8 - 6 6 7 - 1 6 9 3 F AX 0 2 8 - 6 6 7 - 6 4 7 9
y u ta k a @ y u t a ka - t k . c o . j p

〒3 2 1 - 0 4 0 3 栃木県宇都宮市下小倉町 3725
TE L 0 2 8 - 6 7 4 - 3 2 9 1 FAX 0 2 8 - 6 74- 2895
k a wa s a k i _ u j i i e @s y d . o d n . n e . j p

鋼構造物工事・耐震補強鉄骨工事

鋼構造物工事業

過失割合
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新賛助会員の紹介
ベリーコンサルタント
住 所
ＴＥＬ
H
P
E-mail

代表

積水テクノ成型株式会社
住 所
ＴＥＬ
H
P
E-mail

栃木営業所
代 表 取 締 役社長

山下

浩之

〒321-0905 宇都宮市平出工業団地31
028-680-6163 ＦＡＸ 028-680-6164
http://sekisui-techno-molding/jp/index.html
oohashi037@sekisui.com（担当 大橋祐二）

明治鋼業株式会社
住 所
ＴＥＬ
H
P
E-mail

宇賀神達也

〒320-0853 宇都宮市下欠町650
080-4832-8716 ＦＡＸ 028-348-2034
http://berry-c.jp
tatsuya@berry-c.jp

栃木営業所
所長

山本

〒327-0812 佐野市町谷町2944-2
0283-20-5691 ＦＡＸ 0283-22-8761
http://www.meiji-kohgyo.co.jp
yamamoto-t@meizi-kogyo.co.jp

剛

住 所
ＴＥＬ
H
P
E-mail

宇都宮営業所
所長

橋本

貴広

〒321-0151 宇都宮市西川田町915-4
028-684-1616 ＦＡＸ 028-658-3360
https://group.nagawa.co.jp/company/outline.html
takahiro.hashimoto@nagawa.co.jp

株式会社ゴール
住 所
ＴＥＬ
H
P
E-mail

直樹

〒983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町二丁目2-16 安達ビル101
022-794-7040 ＦＡＸ 022-794-7041
http://tohoku-r-energy.co.jp
info-m@tohoku-r-energy.co.jp

株式会社ナガワ
住 所
ＴＥＬ
H
P
E-mail

尾形

東京支店
東 京 支 店長

佐佐木英幸

〒108-0022 東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー10階
03-3452-6341 ＦＡＸ 03-3452-6347
http://www.goal-lock.com
tokyo-si@goal-lock.com

青山特殊鋼株式会社
住 所
ＴＥＬ
H
P
E-mail

27

代 表 取 締 役社長

青山

信一

〒104-8262 東京都中央区新川２丁目９番11号 PMO八丁堀新川
03-3552-5254 ＦＡＸ 03-3553-1270
http://www.aoyamasteel.co.jp
miyazaki@aoyamasteel.co.jp（担当 宮崎弘行）

新賛助会員の紹介

営業地域

日本全国

営業品目・取扱商品名
●雨水貯留槽「クロスウェーブ」
●仮設道路「プラロード」

営業地域

日本全国

営業品目・取扱商品名
●合成デッキプレート
●軽量形鋼

営業地域

一般社団法人東北再生可能エネルギー協会
代 表 理事

営業品目・取扱商品名
●航空写真撮影
●赤外線建築物診断
●３次元データ作成

全国・栃木県内

営業品目・取扱商品名
●再生可能エネルギーに関する補助金・コン
サルタント業務
●再生可能エネルギー関連の設計・機器販売
及び工事
営業地域

東日本

営業品目・取扱商品名
●モジュール建築の設計・施工
●ユニットハウスの製造・販売

営業地域

栃木県内

営業品目・取扱商品名
●錠前・排煙装置の製造及び販売

営業地域

関東甲信越、沖縄

営業品目・取扱商品名
●センクシア製 露出固定柱脚ハイベース、
ハイリング、スマートダイア

営業地域

栃木県、富山県、新潟県、愛知県
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協会日誌
4月
3・日事連関東甲信越ブロック協議会会長会議

日事連会議室で開催

4・定例常任理事会開催

協会会議室で開催

6・日事連第10回青年Ｗ・Ｇ

日事連会議室で開催

（佐々木宏幸会長出席）
（本澤崇理事出席）

13・耐震診断検討業務Ｗ・Ｇ開催

協会会議室で開催

14・国土交通省住宅局建築指導課打合せ

国土交通省会議室で開催

（佐々木宏幸会長出席）

15・日事連基本問題検討特別委員会

日事連会議室で開催

（佐々木宏幸会長出席）

16・栃木県建設産業団体連合会正副会長会議

栃木県建設産業会館で開催

（佐々木宏幸会長出席）

17・日事連建築士事務所の業務環境改善ＷＧ

日事連会議室で開催

（佐々木宏幸会長出席）

協会会議室で開催
・日事連第3回全国大会実行特別委員会

（Ｗeb会議：田村哲男副会長出席）

日事連会議室で開催

18・耐震診断事前審査会開催

協会会議室で開催

・業務運営委員会開催

協会会議室で開催

・平成29年度事務所協会会計監査実施

協会会議室で開催

（佐々木宏幸会長出席）

（会計監事2名他役員3名）

19・第1回新技術研修会開催

パルティとちぎ男女共同参画センターで開催

23・宇都宮市建設産業団体連絡協議会理事会

栃木県建設産業会館で開催

		
24・栃木県建設産業団体連合会常任理事会・理事会合同会議
・耐震判定会開催

（参加者 43 名）

（佐々木宏幸会長・夏目公彦副会長・安藤寛樹副会長出席）

栃木県建設産業会館で開催

（佐々木宏幸会長・夏目公彦副会長出席）

協会会議室で開催

25・常任理事会（14:00 ～）・理事会（15:00 ～）開催

協会会議室で開催

26・次世代創造委員会開催

協会会議室で開催

５月
7・栃木県建設産業団体連合会団体長会議

栃木県建設産業会館で開催

8・那須塩原市要望活動

那須塩原市役所で開催

		
9・会員交流委員会開催
・日事連人事会議

（佐々木宏幸会長・君島広之常務理事・藤田公行事務局長出席）

協会会議室で開催
日事連会議室で開催

10・定例常任理事会開催

協会会議室で開催

16・宇都宮まちづくり推進機構平成30年度第1回理事会

栃木県産業会館で開催

・業務運営委員会開催
17・平成30年度栃木県震災建築物応急危険度判定協議会総会

（山崎良知専務理事・藤田公行事務局長出席）

（佐々木宏幸会長出席）
（佐々木宏幸会長出席）

協会会議室で開催
栃木県庁北別館会議室で開催

（小林基常務理事出席）

・宇都宮市建設産業団体連絡協議会理事会

栃木県建設産業会館で開催

・技術研修委員会開催

協会会議室で開催

・栃木県鉄構工業会通常総会

ホテルニューイタヤで開催

（田村哲男副会長出席）

栃木県庁研修館で開催

（田村哲男副会長出席）

日事連会議室で開催

（佐々木宏幸会長出席）

栃木県総合文化センター会議室で開催

（夏目公彦副会長出席）

ホテルニューイタヤで開催

（安藤寛樹副会長出席）

18・栃木県マロニエ建築賞運営委員会
・日事連総務財務委員会
21・とちぎの元気な森づくり県民会議定期総会
・栃木県産業資源循環協会総会後の懇親会
22・定例常任理事会（14：00～）
･定例理事会（15：00～）開催
・定時総会（16:00 ～）・懇親会（17:00 ～）開催
23・栃木県土地家屋調査士会定時総会
・国土交通省告示改定委員会

（夏目公彦副会長・渡邉有規常務理事出席）

宇都宮東武ホテルグランデで開催
宇都宮東武ホテルグランデで開催
きぬ川ホテル三日月で開催
建築技術教育普及センター会議室で開催

24・日事連正副会長会議（10:30 ～）・常任理事会（13:30 ～）日事連会議室で開催
・次世代創造委員会開催
25・住宅フェア栃木実行委員会理事会・総会

（出席者59名・委任状86名）
（君島広之常務理事出席）
（佐々木宏幸会長出席）
（佐々木宏幸会長出席）

協会会議室で開催
パルティとちぎ男女共同参画センターで開催

（佐々木宏幸会長出席）

・栃木県宅地建物取引業協会定時総会懇親会

ホテル東日本宇都宮で開催

（小林基専務理事出席）

・栃木県設備設計事務所協会通常総会懇親会

ホテルニューイタヤで開催

（山崎良知副会長出席）

・広報渉外委員会開催

日光市内で開催

28・栃木県建設業協会総会
・宇都宮まちづくり推進機構平成30年度通常総会
30・栃木県建築士会平成30年度定時総会

宇都宮グランドホテルで開催

（山崎良知副会長出席）

宇都宮東武ホテルグランデで開催

（佐々木宏幸会長出席）

栃木県建設産業会館で開催

（佐々木宏幸会長出席）

協会日誌
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31 ・ 栃木県建設産業団体連合会通常総会

栃木県建設産業会館で開催
（佐々木宏幸会長・山崎良知・田村哲男・安藤寛樹副会長・藤田公行事務局長出席）

・栃木県豊かな住まいづくり協議会・栃木県木造住宅生産体制推進協議会総会
とちぎ福祉プラザ会議室で開催
・東京都建築士事務所協会設立70周年記念祝賀会

（渡邉有規常務理事出席）

明治記念館で開催

		

（佐々木宏幸会長・山崎良知・田村哲男・安藤寛樹副会長出席）

6月
1・宇都宮市管工事業協同組合通常総会懇親会

ホテルニューイタヤで開催

（佐々木宏幸会長出席）

5・日事連理事会

日事連会議室で開催

（佐々木宏幸会長出席）

栃木県木材業協同組合連合会会議室で開催

（田村哲男副会長出席）

・栃木県木材需要拡大協議会通常総会
6・定例常任理事会開催

協会会議室で開催

8・親睦ゴルフ大会開催
・親睦会開催

新宇都宮カントリークラブで開催

（参加者117名）

宇都宮東武ホテルグランデで開催

（参加者149名）

11・広報渉外委員会

協会会議室で開催

13・日事連建築士事務所の業務環境改善ＷＧ

日事連会議室で開催
協会会議室で開催

・会員交流委員会

（佐々木宏幸会長出席）
（Ｗeb会議：田村哲男副会長出席）

協会会議室で開催

14・国土交通省告示改定委員会

建築技術教育普及センター会議室で開催

15 ～ 16・第154回日事連関東甲信越ブロック協議会

千葉県野田市クリアビューゴルフクラブ＆ホテルで開催

（佐々木宏幸会長出席）

（佐々木宏幸会長・田村哲男副会長・小林基専務理事・君島広之常務理事・柴田隆子職員参加）
20・業務運営・次世代創造合同委員会開催

協会会議室で開催

21・技術研修委員会開催

協会会議室で開催

22・「とちぎ木づかい促進協議会」設立総会・第1回実務者会議 県庁会議室で開催
26・平成30年度第1期建築士定期講習開催

（山崎良知副会長出席）

栃木県教育会館で開催

（参加者62名）

・日事連常任理事会

銀座東武ホテルで開催

（佐々木宏幸会長出席）

・平成30年度日事連定時総会・全国会長会議

銀座東武ホテルで開催
（佐々木宏幸会長・山崎良知副会長・藤田公行事務局長出席）

27・定例常任理事会（14：00～）･ 定例理事会（15：00～）開催 協会会議室で開催
28・次世代創造委員会開催

協会会議室で開催

7月
6・日事連事務局連絡会議
・建築三会業務報酬会議
11・日事連正副会長会議・常任理事会
・会員交流委員会開催
12・栃木県住宅耐震推進協議会総会開催
・東京都建築士事務所協会青年部会活動報告会
13・建築相談会開催
・広報・渉外委員会開催
19・第2回新技術研修会開催

銀座東武ホテルで開催

（佐々木宏幸会長出席）

日事連会議室で開催

（佐々木宏幸会長出席）

協会会議室で開催
協会会議室で開催
東京会会議室で開催

（本澤崇理事・阿久津修平理事出席）

協会会議室で開催
協会会議室で開催
パルティとちぎ男女共同参画センターで開催

19・豊かな住まいづくり協議会「とちぎの家づくりサポート部会」 建設産業会館会議室で開催
24 ～ 25・ＡＰ展開催

栃木県総合文化センターで開催

25・日事連建築士事務所の業務環境改善ＷＧ

日事連会議室で開催
協会会議室で開催

26・日事連理事会

（柴田隆子・高田祥子職員出席）

日事連会議室で開催

日事連会議室で開催

（参加者39名）
（渡邉有規常務理事出席）
（参加者

175名）

（佐々木宏幸会長出席）
（Ｗeb会議：田村哲男副会長出席）
（佐々木宏幸会長出席）

・常置委員会委員長並びに担当役員会議開催

協会会議室で開催

・栃木県管工事業協同組合連合会通常総会懇親会

ホテル東日本宇都宮で開催

（山崎良知副会長出席）

日事連会議室で開催

（佐々木宏幸会長出席）

31・業務報酬改定委員会

・既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会2018年度第1回全体委員会
東海大学校友会館で開催

29
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協会活動通信
平成29年度
「既存住宅状況調査技術者講習」[新規講習 ]

親睦ゴルフ大会
６月８日、新宇都宮カントリークラブにおいて栃木県建築

２月27日、パルティとちぎ男女共同参画センターにおいて

士事務所協会親睦ゴルフ大会を開催し、参加者117名と盛

開催されました。

大に行われました。

参加者37名

主な順位とスコアは次のとおりです。

講習時間：９：30～17：00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成29年度
「一級／二級・木造建築士定期講習」

３月２日、とちぎ福祉プラザにおいて開催されました。
参加者36名

講習時間：９：20～17：30

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

開設者・管理建築士のための
建築士事務所の管理研修会

３月15日、栃木県総合文化センター３階第１会議室におい
て開催されました。
参加者85名

講習時間：９：30～16：10

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成30年度

第１回新技術研修会

４月19日、パルティとちぎ男女共同参画センターにおいて

優

勝

堀

和弘

71.4

準優勝

穂坂

昌英

71.6

３

林田

鐵弥

72.2

位

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

正会員及び賛助会員親睦会

６月８日、宇都宮東武ホテルグランデにおいて開催されま
した。
参加者149名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成30年度
第一期「一級／二級・木造建築士定期講習」
６月26日、栃木教育会館において開催されました。
参加者62名

講習時間：９：20～17：30

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

開催されました。

平成30年度

第２回新技術研修会

参加者43名

７月19日、パルティとちぎ男女共同参画センターにおいて

１．㈱新日本通信

開催されました。

・「緊急呼出コールシステム」について

参加者39名

・介護施設・サービス付高齢者住宅・在宅介護向けの

１．エスケー化研㈱宇都宮営業所

緊急呼出コールシステムについて
２．岡部㈱ベースパック事業部
・木造筋交い用接合金物・耐震改修用フレームについて
３．㈱ケービールーフ工業
『建築物省エネ法』と遮熱材について

・耐火グレーゾーン＆耐火被覆材・断熱材について
２．㈱山登塗装工業
・コンクリート打放し仕上げ意匠復元（模様描画）工
法について
３．㈱ＬＩＸＩＬ

北関東支社栃木支店

・建築士事務所のためのＢＩＭ導入に向けての基本的
概要の説明

親睦ゴルフ大会

正会員及び賛助会員親睦会

協会活動通信
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お知らせ
平成30年度「適合証明技術者業務講習」

平成30年度

日

時：平成30年８月29日(水)

受付１２：４５～

日

時：平成30年11月７日(水)

場

所：栃木県総合文化センター

３階

場

所：パルティとちぎ男女共同参画センター

第１会議室

第三期管理建築士講習
受付９：００～

第304研修室

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成30年度
第二期「一級／二級・木造建築士定期講習」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日

時：平成30年９月６日(木)

日

程：平成30年11月14日（水）〜 19日（月）

場

所：とちぎ福祉プラザ

場

所：ローマ・フィレンツェ

受付９：００～

第２研修室

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成30年度

第３回新技術研修会

日

時：平成30年９月13日(木)

受付１３：００～

場

所：パルティとちぎ男女共同参画センター
第301研修室

提供・内容：

海外研修・親睦旅行

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

とちぎ建築プロジェクト2018・第５回マロ
ニエ学生ＢＩＭ設計コンペティション
日

時：平成30年11月27日(火)

場

所：宇都宮東武ホテルグランデ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成30年度

１．ハシモ株式会社

第４回新技術研修会

特殊建築物の定期調査報告における外壁の外装仕上

日

時：平成30年11月29日(木)

受付１３：００～

材等の調査報告について

場

所：パルティとちぎ男女共同参画センター
第301研修室

２．栃木アンカー工業建築士事務所
建築工事等で発生する建築汚泥の造粒固化による再

提

供：１．株式会社アイレック
２．パスキン工業株式会社

資源化について

３．ニチハ株式会社宇都宮営業所

３．栃木キヤノン事務機販売株式会社

４．株式会社栄住産業北関東営業所

サイバー攻撃の脅威と効果的対策について
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日

時：平成30年９月27日(木)

日

時：平成30年12月６日(木)

場

所：とちぎ福祉プラザ

場

所：宇都宮東武ホテルグランデ

佐々木宏幸氏 日本建築士事務所協会連合会
会長就任祝賀会
受付１７：００～

開会１８：００～

平成30年度
第三期「一級／二級・木造建築士定期講習」
受付９：００～

第２研修室

4階（松柏）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

住宅フェア
日

時：平成30年10月13日(土) 〜 14日（日）

場

所：マロニエプラザ

全国圧接業協同組合連合会・関東圧接業協同組合
公益社団法人日本鉄筋継手協会正会員
優良圧接会社認定・A級継手圧接施工会社認定

株式会社
〒321-0943 宇都宮市峰町570-1
31

お知らせ

大場工業

TEL 028（634）6560

FAX 028（635）0928
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頑私
張も
り日
ま建
しで
た
！
は 皆さまの

合格実績 に支えられ、
もうすぐ50周年。

1級建築士合格／平岡里奈子さん

1983～2017年 合格者累計
日建学院 1級建築士

努力を結果に結びつける
1級建築士 合格実績

113,712人

全国累計1級建築士 197,391人

※

当学院合格者の
1級建築士占有率

57.6%
この35年間の１級建築士の
半分以上が
日建学院出身者です。

2級建築士
合格者数

173,239人
＊1980～2017年累計

宅地建物取引士 102,328人
合格者数

＊1978～2017年累計

※上記全国累計は
（公・財）
建築技術教育普及センター
発表試験結果
（1983～2017年）
のデータです。

あなたの「夢」応援します

宇都宮校
小山校

TEL.028-637-5001

TEL.0285-31-4331

広告
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広告
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操作性

安全性

拡張性

1画面に機能が集約し
直感的な動作で
ストレスフリー

情報を埋め込み、
ログイン不要。
情報漏洩を防ぎます

国内防犯専門会社の
開発だから柔軟な対応と
機能の拡張が可能

広告
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鉄筋工事で地域社会に貢献する

株式会社

カ ネ ダ
代表取締役

金

田

剛

〒321-0404 栃木県宇都宮市芦 沼町字湯殿神社前3 8 2 7番 地

ANEDA

TEL（028）674- 1558㈹

FAX（028）674- 1557

E - m a il : te tu k in n @ h y p e r.o c n .n e .jp

栃木県鉄筋工事業協会会員

あ な た の 想 い 、カタチ にします

Creating from Images.

株式
会社

松井ピ・テ・オ・印刷

本社/
〒321-0904
栃木県宇都宮市陽東五丁目9番21号

phone.028（662）2511（代）
fax.028（662）4278
URL : http://www.pto.co.jp/pto/
E-mail : s@pto.co.jp

「 こ ん な チ ラ シ を つ く り た い 。」

「 あ ん な パ ン フ レ ット が で き た ら い い の に 。」

想 い が あ る の な ら 、是 非 私 ど も に ご 相 談 く だ さ い 。
紙 媒 体 、映 像 、ホ ー ム ペ ー ジ 作 成 。

あ な た の 想 い を カ タ チ に す る 、お 手 伝 い を い た し ま す 。

広告のご案内
今般、次のとおり新たに折込広告を開始し、また一般の方々にも広く活用していただけるよう範囲を拡大いたしました。
是非、この機会に貴社のＰＲ活動の一環として各種広告をご活用いただきたくご案内申し上げます。
区

分

規

バナー広告

縦 50 ピクセル

印 刷 広 告
★折込広告

格

正会員・賛助会員

横 160 ピクセル

（単位：円）消費税別

★

一

般

10,000 ／６ヶ月

12,000 ／６ヶ月

Ａ４版縦 1P （178mm × 239mm）

50,000

60,000

Ａ４版縦 1/2P（178mm × 116mm）

30,000

40,000

Ａ４版縦 1/4P（178mm × 57mm）

20,000

30,000

Ａ４・Ａ３（二つ折り）

30（10 枚まで）／件数

60（10 枚まで）／件数

詳細はホームページ：http：//www.tkjk.or.jp/ 『広告募集について』をご覧ください！

編集後記

安藤：当協会の佐々木会長が日事連の会長に就任
しました。栃木会も後押ししましょう。
中村：冬は記録的な寒さ、夏も記録的な暑さでし
た。もう一期委員長を務めることになりま
した。よろしくお願いします。
新井：夏の原稿の締は7月末頃、今年の夏は猛暑
でした。

大髙：まだまだ異常気象は続きますので、皆様
ご自愛ください。
栗原：今年は夏休みを利用してFIATで京都へ。
行きは6時間30分ほどで着き、1日目は桂
離宮、三十三間堂、２日目は三千院へ訪れ
ました。

【広報・渉外委員会】担当役員 / 安藤寛樹 委員長 / 中村清隆 副委員長 / 新井孝・大髙宣光・栗原弘・酒井誠

委員 / 岩村克己・齋藤栄・菅沼徹・中原淳一・福田二一
広告・編集後記

36

発行所
一
般
社団法人

栃木県建築士事務所協会
会長

佐々木宏幸

〒320-0032 宇都宮市昭和二丁目5番26号
T E L 028（621）3954

FAX 028（627）2364

HP : http://www.tkjk.or.jp/ E-mail : info@tkjk.or.jp

