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建築士事務所憲章

建築士事務所憲章

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

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
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栃木県総合運動公園武道館
　武道館は総合運動公園の中心施設の一つとして、弊社
を代表企業とする県内3社JVが設計を担当し計画を行っ
た。
　公園利用者が外部から館内の様子が見えることで気軽
に武道に触れる場とし、日本古来の武道が持つ凛とした
美しさと迫力を身近に感じられる「開かれた武道館」と
している。
　外観は主構造のコンクリートの素材感を生かした打放
し仕上げとし、無駄な化粧は行わず「武道の殿堂」とし
て相応しいデザインとしている。
　また、屋根は栃木の山並みのイメージにもつながるお
おらかな表情のむくり屋根としている。
　内部のいたるところに県産材・県産品を効果的に活用
し、栃木らしさが感じられる武道館として計画した。

AIS・フケタ・田村特定建築設計業務共同企業体　原山尚徳
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年頭ご挨拶

年頭ご挨拶

明けましておめでとうございます。年頭にあたり、謹ん
でご挨拶を申し上げます。

平素は当協会の事業活動につきまして日頃より格別のご
協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

昨年は、天皇陛下が御即位され、御即位に伴う国の慶祝
行事を国民がお祝いするなど慶賀に堪えませんでした。ま
た、ラグビーのワールドカップの自国開催での日本チーム
の活躍は、記憶に新しいところです。

当協会では、賛助会の企業の皆様にご協力いただいたAP
展・建築展の単独開催での大盛会や、BIM普及の為日事連
と共催し、学生だけでなく社会人まで門戸を広げた「とち
ぎ建築プロジェクト2019」の成功など、新しい時代の幕
開けは慶事も尽きませんでした。

しかしその一方で、台風15号や特定非常災害に指定され
た台風19号の度重なる襲来や、首里城の火災、京都での放
火事件など多くの人々が心を痛める出来事も数多く発生し
た激動の一年でした。

会員の皆様にご協力をいただき設計三会で共同提案した
建築士受験資格の見直しによる建築士法が改正され、現在
実務要件の見直しなどの具体的検討がなされています。ま
た昨年、告示第98号が施行されました。新担い手三法の改
正内容も含めた建築士事務所の働き方改革には、適正な業
務報酬が不可欠であり、将来の定期的見直しも見据え、内
容の確認・普及活動を進めて参ります。

日本各地で自然災害が頻発しています。このような自然
災害に対し、我々建築に携わる者がどう対処していかなけ
ればならないか、国土強靭化基本計画と相まって真剣に取
り組んでいかなければなりません。建築界全体で地震や津
波災害だけでなく、様々な自然災害に対し、建築が出来る
ことを探求していきたいと思います。

このように、建築界は防災・減災による人命の保護や、
経済社会システムの維持・成長を目的とした国土強靭化基

本計画への対応、人口減少社会における地方の活性化、働
き方改革関連法や新担い手三法への対応等、解決に向け取
り組まなければならない大きな課題に直面しています。

さらに、我が国のエネルギー需給逼迫の構造的解消や、
地球温暖化対策に係る「パリ協定」の目的達成のため、建
築物省エネ法が一部改正され、建築士から建築主への説明
義務等が加わり強化されました。

また、今年度から、重要な取り組みである、官民が一体
となったBIMの活用を推進し、建築物の生産プロセス及び
維持管理における生産性の向上を図るため、学識経験者や
関係団体からなる建築BIM推進会議が発足しました。これ
は位置付けとしては、ICT、IOT、AIなどのデジタル革新に
より、社会が抱える様々な課題を解決する第5期科学技術
基本計画で示されたスマート社会の概念であるソサエティ
5.0の社会実装のため、建築分野の制度改革としてBIMの
早期普及を図るものです。

そのような建築界が取り組まなければならない課題がよ
り高度化する中で、我々は法定団体として、建築士事務所
の業務の適正な運営と健全な発展、建築主の利益の保護、
公共の福祉に寄与すること、そして持続可能な社会の実現
のために、設計監理業務の適正な執行と、職業倫理遵守の
徹底を、次世代へと継承して参ります。

今年の7月から東京オリンピック・パラリンピック2020
が開催されます。また、その2年後の2022年には栃木国
体が行われます。スポーツゾーンの施設建設が着々と進む
一方、宇都宮市ではLRTの工事が着工し、駅東の開発が始
まるなど建築界が活性化している中で、我々協会員は全力
で栃木県民が全国に誇れるまちづくりを推進していく所存
です。

本年も皆さま方のご指導ご鞭撻をお願い申し上げますと
共に、建築界の発展を祈念いたしまして、年頭のご挨拶と
させていただきます。

一般社団法人 栃木県建築士事務所協会

会　長　佐々木　宏　幸
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令和２（2020）年　新年知事あいさつ

令和２（2020）年　新年知事あいさつ

一般社団法人栃木県建築士事務所協会会員の皆様、あけ

ましておめでとうございます。年頭に当たりまして、私の

所信を申し上げます。

知事４期目の任期の仕上げの年となりました。私は、就

任以来、現場主義を徹底するとともに、県民中心・市町村

重視を基本として県政を進めて参りました。今後とも、県

民や市町等の声に真摯に耳を傾け、県民にとって何が最善

かを考え、前例にとらわれることなく、県政が抱える課題

の解決にスピード感を持って取り組んで参ります。

さて、昨年は令和元年台風第19号に伴う記録的な豪雨に

より、県内でも尊い人命が失われたほか、家屋や店舗、工

場等の浸水をはじめ、河川・道路等の公共施設、農地や森林、

農作物等に甚大な被害が発生しました。一日も早い被災者

の生活の安定と被災地の復旧・復興のために、国や市町を

はじめ関係機関と緊密に連携し、生活や生業の再建を全力

で支援して参ります。

現在、本県が目指す将来像「人も地域も真に輝く 魅力あ

ふれる元気な“とちぎ”」の実現に向け、来年度に計画期間

の最終年度となる栃木県重点戦略「とちぎ元気発信プラン」

の総仕上げを行うとともに、人口減少・高齢化、気候変動

などに起因する諸課題に対応するため、中長期的な展望に

立って次期プランの策定を進めております。

また、今年３月に策定する栃木県版まち・ひと・しごと

創生総合戦略「とちぎ創生１
い ち ご

５戦略」に続く次期戦略では、

これまでの取組の成果等を踏まえて施策の改善・強化を図

るとともに、新たな視点に基づく施策を推進して、人口減

少問題の克服と地域の活力の維持に努めて参ります。

具体的には、本県の地理的優位性を生かし、とちぎの未

来を担う若者の東京圏からのＵＩＪターンや、将来的な移

住にもつながる「関係人口」の創出・拡大に取り組むとと

もに、Society 5.0の実現に向けて、あらゆる分野におけ

る未来技術の導入を促進し、企業等の生産性や県民生活の

利便性の向上等を図るほか、防災・減災、国土強靱化の推

進により安全・安心なとちぎづくりにもつなげて参ります。

３月には、本県において東京2020オリンピック聖火リ

レーが実施されます。また、夏に開催される東京2020オ

リンピック・パラリンピック競技大会に向け、ハンガリー

選手による事前トレーニングキャンプの実施が予定され、

多くの外国人観光客が来日することが予想されることから、

拡大するインバウンド需要を取り込むほか、その２年後に

本県で開催する第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国

体」及び第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とち

ぎ大会」につきましても、県民総参加で感動を共有できる

大会となるよう、各種取組を着実に進めていきたいと考え

ております。さらに、本県の魅力・実力を、デジタル技術

を活用して国内外に発信するなど、とちぎブランドの確立

により一層努めて参ります。

県民の皆様が未来に希望を抱き、ふるさとに誇りを持て

るとちぎを創るため全身全霊で取り組んで参りますので、

建築士事務所協会の皆様のより一層の御理解と御支援をお

願いいたします。

本年が会員の皆様にとって素晴らしい年となりますこと

をお祈り申し上げまして、新年のごあいさつといたします。

令和２（2020）年１月　 

栃木県知事

福　田　富　一
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令和２年　新年会開催される

佐々木宏幸会長 栃木県議会議員　当協会顧問
木村好文 様

栃木県県土整備部参事兼建築課長
竹久保洋　様

令和２年　新年会開催される
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日本工業経済新聞（R2.1.24）

琴尺八演奏

中締め

宇都宮市
市長　佐藤栄一 様

当協会賛助会
会長　藤井昌一 様

栃木県建設産業団体連合会
会長　渡邉勇雄 様

（一社）栃木県建設業協会
会長　谷黒克守 様

令和２年　新年会開催される
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第 43 回建築士事務所全国大会　福島大会

令和元（2019 年）10 月 4 日（金）、福島市とうほう・

みんなの文化センターにおいて、『七転び・八起き』～福島

からのメッセージ～を大会テーマに、第 43 回建築士事務

所全国大会（福島大会）が開催されました。

大会は、「新生ふくしま 復興・創生への挑戦 2019」と

題したオープニング映像に始まり、日事連佐々木宏幸会長

が感謝と今後の決意について挨拶し幕が開けました。その

後 2 部構成による座談会が行われ、第 1 部は「震災からの

復興・創生」、第 2 部は「ふくしまの未来」と題し、福島

ゆかりの 4 人の出演者が福島の復興に向けた歩みと今後に

ついて幅広く語り合いました。

続いて式典では、年次功労者表彰及び会員増強単位会表

彰、日事連建築賞等各種表彰が行なわれ、当協会では新井

孝さんが年次功労者表彰を受賞されました。

第43回 建築士事務所全国大会　福島大会
広報・渉外委員会　　　　　　

副委員長  酒井　　誠
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栃木県建築士事務所協会からは総勢 32 名の会員が参加

し、会員相互の連携と友情を深めあうことができました。

また、大会前日には「未来設計図」～共に築く未来のま

ちづくり～をテーマに若手建築士を中心とした青年話
わ

創
そう

会

も開催されました。

次の日は、実際の震災の状況と復興の取り組みを確認し

ようと、南相馬市消防・防災センターへ向かいました。

東日本大震災の教訓を後世に残していくために建てられ、

多くの方々が犠牲になったこの地域の記憶の場として広く

市民に開放されています。地元の震災ボランティアガイド

に案内され入っていくと、そこは３階までの吹き抜け階段

になっており、被害状況や災害対応等の記録、災害への対応・

対策、防災に関する情報などが展示され、２階は地震対策

マニュアルや防災マニュアルがタッチパネルで映せるモニ

ターもあり家庭や学校での防災の取り組みに利用する事が

できる防災教育ゾーンとなっていました。その吹き抜け階

段には、実際に津波が到達した高さが立体的に表現されて

おり、津波の大きさが見て取れ凄まじさを物語っていまし

た。

その後は、東京電力廃炉資料館に向かいました。

福島第一原発より南に約 9km 離れた場所に位置し、震

災の前は福島第二原発の PR 目的のエネルギー館として使

われていた施設を改装したそうです。

「反省と教訓」「廃炉現場の姿」などを映像やパネル展示

により原子力事故の状況と廃炉事業の全容を伝えていまし

た。現実を直視しとてもやるせない思いに駆られ、二度と

このような事故が起こらないよう願うばかりでした。

最後は、復興・地域活性化という目的で 2019 年 4 月

20 日に全面再開された J ヴィレッジ内のホテルでの昼食

となりました。

ナショナルトレーニングセンターとしての再開だけでは

なく、復興へのシンボルとしての役割も担っており、東京

オリンピックの聖火リレーのスタート地点として選定され

るなど、今後人々が集う場所として大いに期待されていま

す。

福島の魅力ある風土・歴史・文化に触れ、「復興を必ず成

し遂げる」という福島の強い決意が感じられ、震災から復興・

創生に向けて着実に進んでいることを実感致しました。

また我々建築士は、日々建築技術の向上に努め、豊かで

安定した社会づくりに貢献していくことこそが使命である

と改めて気づかされた２日間でした。

次年度第 44 回建築士事務所全国大会は、令和 2 年 10

月 9 日（金）に福井県で開催されます。

第 43 回建築士事務所全国大会　福島大会

会津彼岸獅子

2020.1    No.110
TOCHIGI  ARCHITECT  OFFICE  ASSOCIATION  BULLETIN

8



とちぎ建築プロジェクト 2019・マロニエ BIM 設計コンペティション

とちぎ建築プロジェクト2019・マロニエBIM設計コンペティション
とちぎ建築プロジェクト実行委員会　　

副委員長  中村　清隆

とちぎ建築プロジェクト 2019
令和元年 11 月 26 日（火）、宇都宮東武ホテルグランデに

おいて「とちぎ建築プロジェクト 2019」が開催されました。
今年度から、日本建築士事務所協会連合会との共催となりま
した。

第1部　最終公開審査が行われたBIM設計コンペティショ
ンは、応募資格を変更し、学生と社会人(日事連会
員)に拡大すると共に、BIM設計コンペ応募要項に
ついても新たな審査システムを構築しました。

第2部　BIM設計コンペの審査委員である建築家のヨコミ
ゾマコト氏（東京藝術大学教授）とコンピュテー
ショナルデザインの第一人者である石澤宰氏（竹
中工務店設計本部）による基調講演が行なわれま
した。

鼎　談　2013年の初回より当企画のアドバイザーでもあ
る建築家の池田靖史氏（慶應義塾大学教授）が
コーディネーターを務め、パネリストとしてヨコ
ミゾマコト氏、石澤宰氏による鼎談が行なわれま
した。最新のBIM技術の動向や建築設計の展望な
どについて、建築界の第一線で活躍されている建
築家としての多様な視点や発想など貴重なお話を
お聴きすることができました。

懇親会　審査委員の先生方やコンペ受賞者、学生や建築関
係者など多くの方に参加いただき、和やかな雰囲
気の中で盛大に行われました。

マロニエ BIM 設計コンペティション
今回の BIM 設計コンペの特徴は、学生と社会人が同一の課

題を BIM を使って 72 時間で作成し、提出された BIM の 3
次元データにより審査を行なうことです。使用される BIM ソ
フトに制限がないため、提出物は IFC フォーマットに変換さ
れた BIM データ及び作品の魅力を表現した 5 枚の画像データ
とし、審査は BIM-IFC データをビューワーで閲覧して行なわ
れました。1 次審査では、コンペ実施要領を満たして提出さ
れた 41 作品について審査が行われ、学生 5 作品、社会人 5
作品の入選作品が選考されました。入選者は、最終審査用の
プレゼンテーション動画を提出し、とちぎ建築プロジェクト
2019 当日に行なわれた動画による公開審査の結果、各賞の
受賞者が決定されました。

BIM設計コンペ最終公開審査会場

講師：ヨコミゾマコト氏

講師：石澤宰 氏

■基調講演−1
　講　師：東京藝術大学教授、建築家
　　　　　aat＋ヨコミゾマコト建築設計事務所取締役
　　　　　　ヨコミゾ マコト 氏
　テーマ：文化的地域遺伝子としての建築

■基調講演−2
　講　師：㈱竹中工務店設計本部アドバンストデザイン部
　　　　　コンピュテーショナルデザイングループ課長
　　　　　　石澤　宰 氏
　テーマ：BIM・コンピュテーショナルデザイン・データ
　　　　　が紬ぐ未来
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とちぎ建築プロジェクト 2019・マロニエ BIM 設計コンペティション

■コンペの概要（コンペ応募要項より抜粋）
〇設計課題：宇都宮市森林公園サイクルロードセンター

宇都宮市森林公園は、毎年、世界的な自転車ロードレー
スである「ジャパンカップ」が開催され、ロードサイクルファ
ンにとっては「聖地」といえる場所です。本建物は、ジャパ
ンカップ開催時にセンターエリアとして、スタート・フィニッ
シュ地点の観客席となる部分を、通常時にはロードサイクル
愛好家及び宇都宮市民の憩いの施設として仮想の計画をす
るものです。
〇応募要項

応募資格：学生及び社会人（日事連会員事務所の所員）
エントリー期間：2019 年 10 月 1 日～ 10 月 31 日
設計条件（機能プログラム）の発表：2019 年 11 月 3 日
実施期間：2019 年 11 月 3 日正午～ 11 月 6 日正午

〇提出物及びデータ形式
１次審査：BIM-IFC データ、画像データ、設計趣旨
最終審査：1 次審査通過作品の動画による公開審査
　　　　　mp4、mov、wmv

〇審査委員
審査委員長：ヨコミゾマコト（東京藝術大学教授）
審査委員：池田靖史（慶應義塾大学教授）

石澤　宰（竹中工務店設計本部　アドバンス
トデザイン部　コンピュテーショ
ナルデザイングループ課長）

　　　　　川村定男（とちぎ建設技術センター常務理事）
　　　　　佐野吉彦（日本建築士事務所協会連合会理事）

○優秀賞
　ヨコミゾマコト賞
　　「Wrap」　林　直哉
　　 ［麻生建築＆デザイン専門学校（福岡県）］
　ヨコミゾマコト賞
　　「グランゲート」　本橋範一
　　 ［株式会社フケタ設計（栃木会）］
　石澤宰賞
　  「走り抜ける織込みの隙間」　樺　浩太
　　 ［熊本大学大学院（熊本県）］
　石澤宰賞
　  「〜PIN BIM〜」　鈴江佑弥
　　 ［㈱安井建築設計事務所（大阪会）］
　池田靖史賞 
     「空気感」　深浦　天
　　 ［麻生建築＆デザイン専門学校（福岡県）］

池田靖史賞
　「未来のにぎわいをつくるBIM」 　番屋陽平
　　［㈱安井建築設計事務所（東京会）］
とちぎ建設技術センター理事長賞
　「ＣＹＣＬＯＩＤ」　松本大知
　　［宇都宮大学大学院（栃木県）］
日本建築士事務所協会連合会会長賞
　「UTSUNOMIYA Rin Rin Park」　上村哲也
　　［宇都宮大学大学院（栃木県）］
日本建築士事務所協会連合会会長賞
　「サイクルステーション“みちしるべ”」　中岡進太郎
　　［㈱安藤設計（栃木会）］

■最優秀賞、優秀賞受賞者
○最優秀賞 
  「宇都宮市森林公園サイクルロードセンター」阿部仁祐
　［養清堂アーキテクツ建築設計事務所（神奈川会）］

３氏による鼎談

受賞者と審査委員による記念撮影

■鼎談
　コーディネーター：池田 靖史 氏
　パネリスト　　　：ヨコミゾ マコト 氏・石澤 宰 氏

■ＢＩＭ設計コンペ表彰式
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とちぎ建築プロジェクト 2019・マロニエ BIM 設計コンペティション

〇最優秀賞

　「宇都宮市森林公園サイクルロードセンター」　阿部 仁祐［養清堂アーキテクツ建築設計事務所（神奈川会）］

〇優秀賞（ヨコミゾマコト賞）
　「Wrap」　林　直哉［麻生建築＆デザイン専門学校（福岡県）］

【講評：ヨコミゾマコト 氏】　一次審査において自分は、コンセプト、造形性、祝祭性と日常性、計画性、表現力などの観点から各提案を拝見し
た。その中で阿部案は、当初それほどの高得点ではなかった。しかし公開審査におけるプレゼンテーションビデオと応募者本人へのインタビュー
により、大きく評価が変わった。ご息女が造った粘土模型の３D スキャンデータが元になっていること、72 時間一人作業でその建築化をめざ
したトライアルの結果であること、この２つの点が明らかになった時点で、それまでの評価軸は一気に形骸化し、他案に対し圧倒的な存在感を持っ
て最優秀賞が確定した。このような人間味ある作品に出会えたことは、テクノロジー進展の望ましい方向性を確認できたという点で大きな喜び
だった。

【講評：ヨコミゾマコト 氏】　ロードレースのクライマックスのあり方は、選手と観客両者にとっていかにあるべきか、という問いかけからコン
セプトを組み上げ、フィニッシュ地点を四方から囲み、選手を歓声で包み込むことのできる造形を生み出した。その設計アプローチは十分な説
得力を持っていたし、他者にはない独自性のある提案だった。短い制作時間であったにも関わらず、空間の構成や場の高揚感など、伝えるべき
こともしっかりと表現されていた。もし、行き止まりを作らない観客動線の回遊性が付加されていれば、さらに良い案になっていたと思う。

■受賞作品・講評
※紙面の関係上受賞10作品の内、５作品を掲載させていただきました。
　マロニエBIM設計コンペティションの受賞者及び最終公開審査プレゼンテーション動画は、（一社）栃木県建築士事務所
　協会ホームページにてご覧いただけます。　http://www.tkjk.or.jp/
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とちぎ建築プロジェクト 2019・マロニエ BIM 設計コンペティション

〇優秀賞（ヨコミゾマコト賞）
　「グランゲート」本橋 範一［株式会社フケタ設計（栃木会）］

【講評：ヨコミゾマコト 氏】熟度の深い職人と浅い職人では、同じロボットアームを使っても、出来上がるものが全く違うという話を思い出した。
提案は、単純な門型のシェルターだが、構造部材だけでなく手摺やルーバーなど、各部の太さや厚みなどに破綻がなく、素材と強度によるプロポー
ション、光と影による透明感など、基礎的な空間感覚がしっかり身についている方の提案だと思った。BIM や AI が労働としての設計作業環境
を変えていくことは確実だが、そのような感覚は設計者やデザイナーにとって益々重要なものになるに違いないと考えさせられた。

〇優秀賞（とちぎ建設技術センター理事長賞）
　「CYCLOID」　松本大知［宇都宮大学大学院（栃木県）］

【講評：川村定男 氏】今回は、プレゼンの方法などが変わったことからか、表現方法に様々な工夫がみられ、学生の皆さんの表現力に改めて感
心しました。本作品は、サイクルロードセンターとして各機能の配置がうまくまとめられており、大会時を想定したひと工夫があればと思うと
ころはありましたが、高さを抑えながら、自転車の車輪をイメージしたサイクロイドを活用した屋根など、日常の自然豊かで静かな森林公園周
辺の自然環境や山並みに溶け込んだ計画となっていました。

〇優秀賞（日本建築士事務所協会連合会会長賞）　
　「サイクルステーション “ みちしるべ ”」　中岡進太郎［株式会社安藤設計（栃木会）］

【講評：佐野吉彦 氏】設計の日常とは、限られた予算やスケジュールの中で最大の成果を挙げるための奮闘である。その中で研ぎ澄まされた感
覚が、多忙な社会人がこのコンペに立ち向かう時に如何なく発揮される。中岡案はＢＩＭにある明瞭さ・統合性などをうまく活用することによっ
て、建築の中で最も重点とすべき空間を魅力的に計画した。内外部を通してロードレースの持つ爽快感も宿らせており、要求条件を巧みに読み
解きながら、熟達度の高い成果を導き出している。
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台風 19 号における被災地報告

台風19号における被災地報告

佐野市（葛生地区） ――――――――――――――――――――
報告者：有限会社 新井建築構造設計事務所　新井　孝

11 月６日 ( 水 )、栃木県建築課職員に同行して、佐野市葛生地区のロー
ラー調査を行った。

佐野市葛生地区は、東武葛生駅の南北数百メートル、東側数百メートル
の範囲、約 200 軒程。葛生駅南東方向の低地域において、床上浸水１件、
床下浸水数件を確認した。

また葛生行政センター北側、小曽戸川沿いの地域で、床上浸水１件、床
下浸水数件を確認した。更に、国道 293 号線の小曽戸川沿い築地町辺り
で床上浸水２件を確認した。

宇都宮市道の大谷橋付近

鹿沼市道の黒川橋付近

大田原市
矢板市

那須塩原市

日光市

那須町

那珂川町

那須烏山市

茂木町

益子町

塩谷町

宇都宮市

高根沢町

芳賀町
市貝町

真岡市
上三川町

下野市

壬生町

小山市

鹿沼市

栃木市

野木町

佐野市

足利市

災害対策本部（県庁）

2019年10月12日（土）大型で強い台風19号が栃木県を直撃し、同時に広域・多発的に災害が発生し大きな爪痕を残し
た。宇都宮地方気象台は、同日19時50分に宇都宮市ほか13市町に大雨特別警報（土砂災害、浸水害）を発表し、約6時間後
の翌13日（日）2時20分同警報を解除した。この大雨により県管理の13河川27ヵ所で堤防が決壊し、32河川40ヵ所で水
があふれ洪水による被害が多発し、土木施設・農作物等に多大な影響を及ぼし浸水により多くの方々が犠牲となりました。

当協会会員は、栃木県及び栃木県豊かな住まいづくり協議会の要請により被災住宅に関する無料相談会及び被災住宅戸別訪
問相談（地域別ローラー作戦）に参加し対応にあたりました。ここでは、支援活動にあたった建築士の方々に被害状況や活動
状況について報告していただきましたので紹介いたします。

葛生駅北側　安養院の塀のずれ（佐野市葛生）

写真提供：日本工業経済新聞社
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台風 19 号における被災地報告

日光市 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
報告者：有限会社 翔建築設計事務所　中村　清隆

日光市には国交省管轄の大型ダムが４つある。（五十里・川俣・川治・湯西川）今回の台風では、放流警報がテレビのテロッ
プに何度も表示され、その都度恐ろしさを感じた。五十里ダムが放流されると、鬼怒川が増水し下流の宇都宮方面に大きな被害
が出ただろう。

中禅寺湖から流れる華厳滝は水量が６倍になった。県内で最も面積の広い日光市は、山間部を中心に120 ヵ所に避難所を設け、
55 ヵ所に 800 人弱が避難した。

佐野市 B 地区（旧 50 号線以南） ――――――
報告者：株式会社 茂木設計　山﨑　直人

11 月１日 ( 金 )　午前９時 30 分より、栃木県建築課職
員に同行し、佐野Ｂ地区の状況調査及び現地相談を行った。

佐野市内を東西に走る主要地方道桐生岩舟線から南へ１
㎞程度、南北方向に流れる秋山川から西に 300 ｍ程度離れ
た主要地方道佐野行田線から数百メートル西の範囲におい
て、午前と午後を合せ 100 件程度を回ることが出来た。

被害状況として、6 割は床上浸水しており、2 割程が床
下浸水となっていた。残りの 2 割についてはかろうじて建
物への影響が少なかったという状況である。

栃木市 ――――――――――――――――――――
報告者 : 株式会社 池澤設計　池澤　康知

台風 19 号の被災地の人々の苦しみを思うとすぐにでも
いかなければならないという気持ちにかられ、家族の心配
をよそに参加の返事をした。

その後、日程表、準備するものなどの連絡があり、それ
らを用意した。

11 月 5 日午前 9 時に栃木土木事務所に集合。出発ミー
ティングを終え、気持ちを引き締め県の職員の運転する車
に乗り込む。

被災地住宅戸別訪問相談は 2 人 1 組で行いました。まず、
住宅地図に記入されている家を確認し、次に被災者に支援
情報の説明及び被災者からの相談を受けました。このよう
な流れで、割り当てられた地域の住宅を午後 4 時まで訪問
して回りました。

実際に行うのは初めてであり、また短時間ということもあ
り活動が思うように進みませんでした。

活動して気付いたことは、ごみの処分に困っている方が多
かったことです。被災した家具や家電、生活ごみなどが庭
の殆どを埋めつくしてしまっている住宅も少なくなかったで
す。また、被災者に対してのメンタルケア面も勉強しておく
必要があると思いました。

最後に、無我夢中で活動を行いましたが、県の職員の御
指導、気配り、そして、同行した皆さんのご協力がなかったら、
私もこのような活動が出来なかったと思い、心より感謝申し
上げます。そして、なによりも、被災地の一日も早い復興を
心よりお祈り申し上げ、感想及び報告とさせて頂きます。

足利市 ―――――――――――――――――――
報告者：有限会社 新井建築構造設計事務所　新井　孝

　台風 19 号　足利市役所対策本部発表の被害状況による
と、10 月 23 日 17 時現在
人的被害　　３名 : 死亡 1 名、中等症（生命の危機はない
　　　　　　が入院を要する）2 名
住宅被害　　床上浸水 162 件、床下浸水 83 件、
　　　　　　その他 13 件、一部損壊等 6 件　計 264 件
道路冠水等　136 件
その他　　　日住宅被害 24 件、崖（土砂）崩れ 38 件、
　　　　　　河川被害 46 件、橋梁被害 5 件、
　　　　　　排水・用水棟溢水 46 件、車両 19 件、
　　　　　　その他 70 件　　計 248 件
被害総数 648 件

鹿沼市（粟野） ―――――――――――――――――
報告者 : 神谷建設株式会社一級建築士事務所　尾竹　和明

　思川の堤防決壊が約 3 カ所で起きて、旧役場周辺から柳
橋周辺まで広範囲で被害を受けた。柳橋南部の住宅より応
急修理等の依頼があったので、鹿沼市との「応急救助」手
続き対応をしながら現地の確認に行ったところ、その地区
の住宅の約 70％が床上・床下浸水という状況であったとい
うことです。中には 2 階建て住宅の基礎下がえぐられ、住
居人もどう直したら良いか苦慮しているという話も聞きまし
た。いろいろな人から①新築、②曳家、③基礎下をコンクリー
トで埋める等々の意見があったそうです。建築士の皆様は
どう思いますか。
1、床上浸水（鹿沼市の応急修理対象）

2、基礎下空洞被害
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１．はじめに
本稿では、これまで、主に瑕疵に関する損害賠償の議論

を紹介してきましたが、今回は、建築設計図面の著作物性

に関する知的財産高等裁判所平成27年5月25日判決を紹

介します。

２．事案の概要
事案は、渋谷区内のＡマンションの建て替えに関するも

のです。Ａマンションの区分所有者Ｙ２ら（被告、被控訴人）

は、建て替えを等価交換事業（地権者が土地持分を、ディ

ベロッパー（共同事業者）が資金をそれぞれ出資し、出資

比率に応じて新たに建築する建物の専有面積を取得する事

業）を企図しました。

設計会社Ｘ（原告、控訴人）は、ディベロッパーの候補

者であったＢ社から依頼され「Ａマンション建て替え計画」

と題する図面（表紙及び面積計算部分のほか、「１、２階平

面図」、「３、４階平面図」、「５、６階平面図」、「７～９階

平面図」及び「断面図」から構成される基本設計図）をＸ

社代表者名で制作し、これを、Ｂ社を通じてＹ２らに提示

しました。

ところが、Ｙ２らは、Ｂ社提案の事業計画を不服として、

結局、Ｂ社への建て替えの依頼は見合わせ、建替えをＹ３

（ディベロッパー、被告、被控訴人）に依頼することとしま

した。Ｙ３から依頼を受け、Ｙ１社（被告、被控訴人）が、

Ａマンションの建て替えのための新マンションの設計図面

を制作することとなり、Ｙ１社はＹ２らとの協議を踏まえ

た上、Ｙ１社代表者名の設計図面を制作しました。Ｙ１図

面は、各階平面図のほか、「８・９階平面図」、「Ｒ階平面図」、

「南西立面図」、「北西側立面図」、「北東側立面図」、「南東側

立面図」、「Ａ－Ａ断面図」、「Ｂ－Ｂ断面図」など15枚の図

面の実施設計図でした。その後、Ｙ３によりＹ１図面に基

づく新マンションが建築されました。

Ｘ社は、Ｘ図面に依拠してＹ１図面が製作されたとして、

Ｘ図面の著作権を侵害した共同不法行為であると主張し、

Ｙ１・Ｙ２・Ｙ３に対し設計料相当額である損害金及び遅

延損害金の支払いを求めました。

第一審判決は、Ｘ図面における作図上の工夫や図面によ

る表現それ自体に創作性に係るものがあるとは認められな

いから著作物性があるとはいえないと判断して、Ｘの請求

をいずれも棄却しました。Ｘは、原判決を不服として控訴

しました。

３．判決の内容　
知財高裁は、以下のとおりＸの控訴を棄却しました。

Ｘ図面は本件建物の設計図面であるから、著作権法第10

条第１項の「学術的な性質を有する図面」に該当するもの

と解されるところ、建築物の設計図は、建築士としての専

門的知識に基づき、依頼者からの様々な要望、及び立地そ

の他の環境的条件と法的規制等の条件を総合的に勘案して

決定される設計事項をベースとして作成されるものであり、

その創作性は、作図上の表現方法やその具体的な表現内容

に作成者の個性が発揮されている場合に認められると解す

べきである。もっとも、その作図上の表現方法や建築物の

具体的な表現内容が、実用的、機能的で、ありふれたもの

であったり、選択の余地がほとんどないような場合には、

創作的な表現とはいえないというべきである。

これを本件についてみると、まず、作図上の表現方法に

ついては、一般に建築設計図面は、建物の建築を施工する

工務店等が設計者の意図したとおり施工できるように建物

法律シリーズ

No.59
判例の紹介（建築設計図面の著作物性）

弁護士法人新江進法律事務所
　　弁護士　新　江　　学

  Ｘ ：原告　設計会社
Ｂ社：当初予定されていたデベロッパーでXに設計を依頼した会社
Ｙ１：被告　Ｙ３から依頼を受けた設計会社
Ｙ２：被告　マンションの区分所有者でB社案が不服なためにＹ３
　　　　　　社に計画を依頼
Ｙ３：被告　Ｂ社に代わって新たにマンションの建て替えを依頼さ
　　　　　　れたデベロッパー

関係表

法律シリーズ　№ 59　判例の紹介（建築設計図面の著作物性）
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の具体的な構造を通常の製図法によって表現したもので

あって、建築に関する基本的な知識を有する施工担当者で

あれば誰でも理解できる共通のルールに従って表現されて

いるのが通常であり、作図上の表現方法の選択の幅はほと

んどないといわざるを得ない。

次に、Ｘ図面に係るマンションは、通常の住居・店舗混

合マンションであり、しかも旧マンションを等価交換事業

として建て替えることを予定したものであるところ、この

ようなマンションは、一般的に、敷地の面積、形状、予定

建築階数や戸数、道路、近隣等との位置関係、建ぺい率、

容積率、高さ、日影等に関する法令上の各種の制約が存在

し、また等価交換事業としての性質上、そのような制約の

範囲内で、敷地を最大限有効活用するという必要性がある

上、住居スペースの広さや配置等は旧マンションにおける

住居面積、配置、住民の希望や建築後の建物の日照条件等

に依ることもあり、建物形状や配置、柱や施設の配置を含

む構造、寸法等に関する作図上の表現において設計者によ

る独自の工夫の入る余地は限られているといえる。

もっとも、上記住民の希望に沿った建物の全体形状、寸

法、及び敷地における建物配置並びに建物内部の住戸配置、

既存杭を前提とした場合の合理的な位置の選択の幅は狭い

とはいえ、各部屋や通路等の具体的な形状や組合せ等も含

めた具体的な設計については、その限定的な範囲で設計者

による個性が発揮される余地は残されているといえるから、

Ｘの一級建築士としての専門的知識及び技術に基づいてこ

れらが具体的に表現されたＸ図面全体については、これに

作成者の個性が発揮されていると解することができ、創作

性が認められる。

ただし、以上に説示したところからすれば、本件におい

ては設計者による選択の幅が限定されている状況下におい

て作成者の個性が発揮されているだけであるから、その創

作性は、その具体的に表現された図面について極めて限定

的な範囲で認められるにすぎず、その著作物性を肯定する

としても、そのデッドコピーのような場合に限って、これ

を保護し得るものであると解される。（下線著者）

Ｘ図面とＹ１図面は、各部屋や通路等の具体的な形状及

び組合せは異なる点が多くあり、もともとＸ図面の各部屋

や通路の具体的な形状及び組合せも、通常のマンションに

おいてみられるありふれた形状や組合せと大きく相違する

ものではないことを考慮すれば、Ｘ図面及びＹ１図面が実

質的に同一であるということはできない。

４．考察
本判決は、本件は建て替え事案であり、選択の幅が狭かっ

たことなどから、デッドコピーのような場合にのみ侵害を

肯定するとしています（設計図一般につき、デッドコピー

のみを著作権侵害とみなすというものではありません（金

子俊哉・平成27年度重要判例解説269頁））。つまり、本

判決を前提とするような通常のマンションなどの特殊性が

低い建物の設計図については、著作権侵害が肯定される事

案は局限されると考えられます。

以　上　
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女性にもてるためのワイン講座（12）
広報・渉外委員会　副委員長　新井　　孝

❶
❷

❺
❻
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❽

❾










❸

❹
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(Baden)
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(Baden)

ヴュルテムベルク
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ラインファルツ
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ヘシッシェ・
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ボーデン湖ボーデン湖

コラム　女性にもてるためのワイン講座（12）

日々熱心に建築設計の仕事に取り組んでいる、栃木県建築士事務
所協会員に、女性にもてるためのワインの共通仕様を伝授したいと
思います。

今回は、マニアシリーズの９回目で、テーマはドイツのワインで
その後編です。
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ウンストルート河ウンストルート河
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■ライプチヒ■ライプチヒ
■マイセン■マイセン
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❶ラインガウ
　(Rheingau)

❷ラインヘッセン
　(Rheinhessen)

❸ラインファルツ
　(Rheinpfalz)
❹ナーエ
　(Nahe)

❺アール
　(Ahr)
❻ミッテルライン
　(Mittelrhein)

❼モーゼル・ザール・ルーヴァー
　(Mosel-Saar-Ruwer)

❽ヘシッシェ・ベルクシュトラーセ
　(Hessische-Bergstrasse)

❾フランケン
　(Franken)

❿ヴュルテムベルク
　(Württemberg)

⓫バーデン
　(Baden)

⓬ザーレ・ウンストルート
　(Saale-Unstrut)

⓭ザクセン
　(Suchsen)
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コラム　女性にもてるためのワイン講座（12）

ここで簡単に、前編のおさらいをします。
ドイツワインの分類は３つの等級に分類され、その１番下がターフェルヴァイン、次がクヴァリテーツヴァイン・ベシュ

ティムター・アンバウゲビーチ（略してＱｂＡ）、３番目がクヴァリテーツヴァイン・ミット・プレディカート（略して
QmP）で、更に、QmP はぶどうの糖度の高さによって 6 段階に格付けされる。

6 段階は、①カビネット Kabinett  ②シュペートレーゼ Spätlese　③アウスレーゼ Auslese　④ベーレンアウス
レーゼ Beerenausles　⑤アイスヴァイン Eiswein　⑥トロッケンベーレンアウスレーゼ Trockenbeerenauslese　
①から⑥に向かって甘くなる。

ドイツの代表的なぶどう品種 4 種
　リースリング、シルヴァーナー、ミューラー・トゥルガウ、トラミーナー

ドイツワインの名産地 13 地域
１．ラインガウ　２．ラインヘッセン　３．ラインファルツ　４．ナーエ　５．アール　６．ミッテルライン
７．モーゼル・ザール・ルーヴァー　８．ヘシッシェ・ベルクシュトラーセ　９．フランケン
10．ヴュルテムベルク　11．バーデン　12．ザーレ・ウンストルート　13．ザクセン

ラベルの読み方の一例（ドイツ）
銘柄名（村名・畑名）
キートリッヒャー　ヴァッサーロース（キートリッヒ村ヴァッサーロース畑産の意）

ぶどう品種名
リースリング 指定栽培地域名

ラインガウ

収穫年度
1989年

生産者の名称
ロバート ヴァイル醸造所

生産者元詰め表示

生産者の所在地

アルコール度数
容量表示

Ａ・Pナンバー
（公的検査認可番号）

該当する格付け名
カビネット

等級の表示
クヴァリテーツヴァイン・ミッ
ト・プレディカート
（高級ワインのQ.m.P.クラス）
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コ  ラ  ム

コラム　女性にもてるためのワイン講座（12）

ドイツワインの新しい流れ――《カルタワイン（Charta Wein）》
　ラインガウのリースリングワインは、古くから白ワインの中でも最も高く評価されているものの一つでした。しかし、
20 世紀の２つの大戦により上質の辛口のラインガウワインを楽しむ贅沢なライフスタイルが廃れてしまいました。こう
した傾向を憂いたラインガウの生産者たちが、辛口で生き生きとした酸をもち、長い熟成を楽しめる伝統的なスタイル
復活のために、1984 年にカルタワイン同盟を結成して、ドイツのワイン法よりも厳しい自主的基準を設け《カルタワ
イン》の栄誉ある名を冠して、独特なボトルに詰めて世に送り出しています。背の高いボトルと、瓶肩の二重窓のレリー
フが目印です。

ドイツワインの代名詞「リープフラウミルヒ」の元祖ファルケンベルク《マドンナ》
　ドイツで最も有名なワインといえば、言うまでもなく《リープフラウミルヒ》です。元来は聖母教会で修道士たちが作っ
ていたおいしいワインに付けられた名前でしたが、これがあまりに評判が高くなったために、真似するものが次々に現れ、
ライン地方の高級ワインの一つのタイプになってしまいました。このため、19 世紀初頭から、本家のブドウ園の大半を
所有しているファルケンベルク社では自社のリープフラウミルヒに特に《マドンナ》と呼称して、他社のワインと区別し
ています。ファルケンベルク社はラインヘッセンとモーゼルにも製造所を持つドイツを代表するワイン商として、広く知
られています。

―――――――――――――――
リープフラウミルヒ

〈マドンナ〉　白□
’90/750㎖　1,300 円
’90/375㎖　   800 円
’90/187㎖　   400 円　
―――――――――――――――
ラインヘッセン地域のぶどう園から
生み出される白ワイン。

「聖
リープフラウミルヒ

母の乳」という名前が示すよう
に、天然の甘味からくる飲みやすさ
が好評です。この名前の由来の聖母
教会のぶどう園の持主ファルケンベ
ルク社では、特に〈マドンナ〉と称
して他社のリープフラウミルヒとは
区別しています。

―――――――――――――――
〈マドンナ〉
シュペートレーゼ　白□

’90/750㎖　2,000 円
’90/375㎖　1,100 円　
―――――――――――――――
ライン河流域のラインヘッセン地域
のぶどう園から生み出される白ワイ
ン。シュペートレーゼとは遅摘みの
ぶどうからつくられたワインの意味
で普通のワインより糖度の高いぶど
うからつくられ、味わいにも深いも
のがあります。天然の風味が巧みに
生かされた飲みやすいワイン。

―――――――――――――――
〈マドンナ〉
カビネット　白□

’90/750㎖　1,500 円
’90/375㎖　   900 円　
―――――――――――――――
ファルケンベルク社の〈マドンナ〉
の上級品。「リープフラウミルヒ」
の名は QbA クラスにのみ使用が認
められているため、〈マドンナ〉の
ラインナップでも、カビネット以上
のワインには「リープフラウミルヒ」
の表示はありません。

―――――――――――――――
〈マドンナ〉
アウスレーゼ　白□

’90/750㎖　2,700 円　
―――――――――――――――
ライン河流域のラインへッセン地域
のぶどう園から生み出される白ワイ
ン。アウスレーゼとは完熟したぶど
うの房を選んでつくったワインの意
味で、普通のワインよりずっと糖度
の高いぶどうからつくられます。食
後のワインとして飲まれることが多
く、柔和で味わい深いワイン。

―――――――――――――――
〈マドンナ〉
アイスヴァイン　白□
’89/750㎖　10,000 円
’90/750㎖　10,000 円
’86/375㎖　  5,200 円　
―――――――――――――――
アイスヴァインは、厳冬下、凍りつ
いたぶどうの房を早朝に収穫。氷が
解けないうちにしぼり、得られたご
く少量の果汁が醸されます。フレッ
シュな果実を彷彿とさせるブケーの
中にもアイスヴァイン特有の甘味と
酸味の凝縮した味わいがお楽しみい
ただけます。

―――――――――――――――
〈マドンナ〉
ベーレンアウスレーゼ　白□

’89/750㎖　7,000 円　
―――――――――――――――
気候条件の厳しいドイツではぶどう
の糖度も上がりにくいのですが、ボト
リティス・シネレア菌が熟した果実に
付着すると果皮のロウ質が溶かされ、
水分が蒸発して糖度が極めて高くな
ることがあります。この貴腐ぶどうか
らつくられる甘美な香りのワインは、
それだけに大変貴重な存在です。

〈
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ン
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―――――――――――――――
ピースポーター
ミヘルスベルク
リースリング
シュペートレーゼ　白□
’89/750㎖　2,500 円
―――――――――――――――
モーゼルのワインは適度の甘味とバ
ランスのとれた爽やかな酸味、リー
スリングのすっきりとした香りで広
く親しまれています。ピースポー
ト付近はローマ時代からのワイン産
地で多くの遺品が出土しています。
シュベートレーゼ特有の芳醇な風味
が特徴です。

―――――――――――――――
ツェルティンガー
ヒンメルライヒ
リースリング カビネット　白□

’89/750㎖　1,900 円
―――――――――――――――
モーゼル地方の有名ぶどう畑が集ま
るベルンカステル地区のツェルティ
ンゲン村のワイン。ヒンメルライヒ
は「天の王国」、高い位置にあるよ
い畑の意味ですが、「小さな丘の沢
山ある畑」に由来するとも言われま
す。130ha とアインツェルラーゲ

（単一畑）としては大きい方に属し
ます。

―――――――――――――――
ピースポーター
ゴールドトレップフェン
リースリング
シュペートレーゼ　白□
’89/750㎖　3,500 円
―――――――――――――――
ミッテルモーゼルの上流域ピース
ポート村のゴールドトレップフェン

（金のしずく）ぶどう畑産のワイン。
ゴールド（金）はコル（岡）の転じ
たもの、もしくは雲母を含んだ岩に
由来したといわれます。しっかりし
た酸味、香り高くコクのある風味で
大変に人気の高いワインです。

〈
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コラム　女性にもてるためのワイン講座（12）

参考文献：World Wine Catalogue 1992 by Suntory

フランケン

ぶどう園元詰めワイン/ラインガウ

ビュルガーシュピタール醸造所

ロバート ヴァイル醸造所

ドイツきっての醸造地ラインガウのキートリッヒ村に
1867年創設。「皇帝ヴィルヘルムⅡ世がこよなく愛し
た白ワイン」として名声を博し、以来トップクラスの醸
造所として光を放ち続けています。所有畑jはグレーフェ
ンベルク、ヴァッサーロース他合計32haで、リースリ
ング種を主に栽培。1988年より名門シュロス フォル
ラーツのマテュシュカ＝グライフェンクラウ伯爵とサン
トリー（75％出資）とで共同経営を開始。幸運にも翌
'89年以降ビッグ・ヴィンテージに恵まれています。

〈
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――――――――――――――
キートリッヒャー
グレーフェンベルク
リースリング
シュペートレーゼ

〈カルタワイン〉　白□
’89/750㎖　5,500 円
――――――――――――――
香りには杉や檜を思わせる刺激的
なニュアンスがあり、味わいは複
雑で豊かな深みを感じさせます。
シュペートレーゼらしい濃縮され
たエキス分が酸味を包み込み、独
特の世界を造りあげています。少
なくともあと 1 ～ 2 年の熟成を待
ちたいタイプです。

――――――――――――――
キートリッヒャー
ヴァッサーロース
リースリング
アウスレーゼ　白□
’88/750㎖　10,000 円
――――――――――――――
'88 年にはたっぷりと甘味を含ん
だ、味わい豊かなぶどうが実りま
した。収穫期を前に貴腐菌の発生
も見られ、いく分酸味のおだやか
な女性的なワインが生まれました。
ヴァッサーロース畑ならではのみ
ずみずしく、きめ細やかな酸味が
心地よく感じられます。

――――――――――――――
キートリッヒャー
グレーフェンベルク
リースリング　
アウスレーゼ　白□
’89/750㎖　10,000 円
’89/375㎖　 5,500 円
――――――――――――――
アウスレーゼとしては類まれなほ
ど豊かで繊細な酸味に恵まれてお
り、甘美さの上にみずみずしい味
わいの世界が広がります。グレー
フェンベルク畑の特徴がよく表れ
た一瓶です。ハンブルクで開催さ
れた「Wein91」のアウスレーゼ
部門で第１位に選ばれるなど、ま
た一歩「皇帝が愛したワイン」に
近づきました。

――――――――――――
ヴュルツブルガー
シュタイン リースリング
シュペートレーゼ
トロッケン　白□
’88/750㎖　6,000 円
――――――――――――
ヴュルツブルク市シュタイン
畑 / 85ha の一部を所有。
シュタイン畑の土壌は石灰分
によく恵まれており、ワイン
に特有の個性を与えていま
す。厚みが十二分に感じられ、
口に含むと少しスモーキーな
香りが広がります。年を経る
ごとに、なおその世界が奥行
きの深いものとなっていきま
す。

――――――――――――
ヴュルツブルガー
シュタイン・ハルフェ
リースリング
ベーレンアウスレーゼ　白□
’76/700㎖　22,000 円
――――――――――――
ヴュルツブルク市シュタイン
畑 / 8ha の一部を所有。
フランケンを代表する銘醸畑
シュタイン・ハルフェの実力
が十二分に発揮されています。
近年まれなほど天候に恵まれ
た ’76 年の素晴らしい貴腐ワ
インです。このワインには、
この年の特徴である酒石が多
く見られます。

――――――――――――――
ロバートヴァイル
リースリング
ベーレンアウスレーゼ　白□

’89/750㎖　40,000 円
――――――――――――――
貴腐香が非常に美しく立ちのぼり、
トース卜したような複雑味のある
香りとあいまって、特有の世界を
醸し出しています。酸味と甘味の
バランスは絶妙。ボトリティス薗
からくるほのかな苦味が、心地よ
いアクセントになっています。

――――――――――――――
キートリッヒャー
ヴァッサーロース
リースリング
アイスヴァイン　白□
’89/750㎖　35,000 円
――――――――――――――
ロバート ヴァイルの畑の中でも
特にアイスヴァインに適している
ヴァッサーロース畑産。透明感
のある香り、美しい酸味がまっす
ぐに通り 、畑名から連想される
Wasserrose ＝水蓮にも似た高貴
な味わいの世界が広がります。

――――――――――――――
キートリッヒャー
グレーフェンベルク
リースリング
トロッケンベーレンアウス
レーゼ　白□
’89/750㎖　80,000 円
――――――――――――――
ロバート ヴァイル醸造所では、
1959 年以来、実に 30 年ぶりに
収穫に成功したトロッケンベーレ
ンアウスレーゼです。貴腐ワイン
特有の複雑で深みある香りと味わ
いの世界に、グレーフェンベルク
畑ならではの、柔らかくキメ細や
かな持ち味が加わり、きわめて完
成度の高いワインに仕上がってい
ます。
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　ドイツワインの持ち味は上品な甘さです。上品な甘さの女性と出会えた人は幸せです。
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設備産業の営繕部門建築士への影響
設備産業を支える多くの企業において、建築技術職と

して採用した社員は、これまで既定の実務経験年数を経
て建築士の試験を受けてきました。

この場合の実務経験年数の証明は、直接建築士事務所
登録をしている本社の設計部門の社員であれば何の問題
もありませんが、支店や親会社の事業所に配属されてい
て、本社から発注された工事の監理や、調査・企画業務
を現場の事業所で担当していれば、本社の設計部門の管
理職が、この現場の申請者の実務経験の証明を行う事は
これまで普通に行われていました。

日本の多くの設備産業では、戦後からの高度成長期に
於いて、事業決定の迅速化を図るために建築技術者を内
部組織で抱えていましたが、高度成長が止まり事業の効
率化を求められるようになると、多くの企業で事業部化
や子会社化が図られるようになり、企業内建築組織も同
じ道を歩むこととなりました。

現在多くの設備産業に於いて「○○ファシリティーズ」
の様な子会社が誕生していますが、今回の建築士登録に
関し影響が大きいのはこのような会社だと思われます。

建築士法第 23 条と今回の実務経験対象範囲
の関係

国土交通省から発表された「新たな実務経験の対象範
囲」によると、実務経験の解説文章に「建築士事務所で
行われる」との表現が多用されているのが分かります。
つまり、建築士試験に合格した社員が、建築士事務所登
録が行われている組織に所属し、その組織の社員として
の実務経験でなければ、今回改定された実務経験の範囲
として認められない事を意味しますので、先ほどの支店
や親会社の事業所に配属されて業務を行っている場合に
は、この実務経験の対象になりません。

ただし、今回の改正では、建築士事務所に所属してい
なくても建築士事務所の下請け業務として行った実務に
ついては、委託を出した建築士事務所の実務経験証明が
有効であると認められる事になりました。

そもそも、建築士法第 23 条には、建築士事務所登録
が必要な業務を「一級建築士、二級建築士若しくは木造
建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応
じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する
事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しく

は鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規
定に基づく手続の代理」と規定していることから、例え
親会社からの発注工事でも、法人格が別であり受託業務
としてこの業務を社員である建築士に担務させる場合に
は、今回の法改正以前から建築士事務所登録が必要でし
た。

しかし現実には、製造業や設備産業、商社などに於け
る子会社の支店や事業所にあっては、建築士事務所登録
がなされていないのものが多く存在すると思われ、各社
の組織図などから見ても、所在地の都道府県に建築士事
務所登録が出されていない事は容易に確認できます。

またこれらの子会社ではなくグループ会社の本社に所
属し、自社建物以外の子会社やグループ会社の施設につ
いて、調査や企画、工事発注管理等の業務を行う企業内
建築組織に於いても、同様にこの問題が抵触します。

建築関係業務を本来業務としない企業に於いて、本社
の総務部などに建築士を置き、各事業所に対する施設管
理の指導や次年度予算計画、設備投資計画、修繕費の適
正化などの業務を行っている建築士は各社に多数存在し
ますが、そこに後任の育成のため建築士試験に合格した
新入社員を採用し、育成を行おうとしても、現在の組織
が建築士事務所登録をしていなければ、実務経験の対象
として認められる組織とはなりませんので、既に建築士
として登録済みの人を中途採用するしか方法はありませ
ん。

この様な事例は設備産業に関わらず様々な業種に於い
ても、建築士を雇用している会社で発生している可能性
が高いと思われます。

今回の建築士法改正に伴い免許登録要件の記載につい
ては、その記載内容責任者が明確に規定され、管理建築
士や所属建築士以外が証明できない場合は法人による証
明が必要となりますが、この場合の法人による証明業務
とは、行政での実務や大学での研究などを想定したもの
ですので、建築士事務所登録の無い一般企業はこの法人
証明の対象とはなりません。

これにより実務経験に関する記載内容についての責任
が明確になり、虚偽記載の場合の証明者に対する罰則規
定も設けられますので、建築士資格の取得・登録と新入
社員の育成環境については改めて検討が必要です。

コ  ラ  ム

建築士法改正に伴う留意点
広報・渉外委員会　副委員長　大髙　宣光
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上図の場合で、緑色の範囲の建築関係業務を、建築士
を雇用している会社が自社の業務として実施している場
合にあっては、「他人の求めに応じて」には当たらないた
め、建築士事務所登録は不要です。しかし、この場合は
実務経験の証明を出せる組織とはなりませんので、社員
が建築士試験に合格していても建築士の登録はできませ
ん。

保存すべき図書の範囲の拡大
これまで建築士事務所の開設者は、一定の図書につい

て 15 年間の保存が義務付けられていましたが、今回そ
の図書の範囲が拡大され、新しい基準は下記に示す範囲
となりました。

まず全ての建物についての保存すべき図書の範囲とし
て、配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上
の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、
構造計算書等、工事監理報告書となり、更に下記の 3 分
類により「構造計算書等」についての詳細範囲が異なっ
ています。

①　設計が建築基準法第6条第1項第2号又は第3号に係
る図書である場合の構造計算書等の範囲として
ａ）仕様規定の適用除外のただし書で必要な構造計

算、燃えしろ計算に係る構造計算等の構造の安
全性を確認するために行った構造計算の計算書

ｂ）壁量計算、四分割法の計算、N 値計算に係る図
書

②　①以外の場合で、建築士でなければできない設計又
は工事監理に係る図書の構造計算書等の範囲として
ａ）仕様規程の適用除外のただし書で必要な構造計

算、燃えしろ計算に係る構造計算等の構造の安
全性を確認するために行った構造計算の計算書

ｂ）壁量計算、四分割法の計算、N 値計算に係る図
書

ｃ）保有水平耐力計算、限界耐力計算、許容応力度
等計算などの構造計算書

③　①②以外の場合(100㎡以下の2階建て木造の建築
物等の設計又は工事監理に係る図書)として、保存
すべき図書が「全ての建物について」として新たに
指定されました。

専業事務所と兼業事務所と建築士事務所協会
建築士事務所協会は建築士のための唯一の法定団体で

す。この事は、建築士事務所協会の正会員が専業事務所、
建材・設備メーカーや建設会社が賛助会員と区別される
との意味ではありません。

建築士を雇用し、建築設計業務に関わらず調査・企画
提案等の業務を行っていれば、建築士事務所登録を行い、
建築士事務所協会の正会員として登録して頂くことを、
この機会に見直していただく様にお願いします。

事業会社Ａ

Ａ社工場
Ａ社支店

事業会社B

B社工場
B社本社

共通系業務
代行会社C
（建築士）
C社支店建物

持ち株会社

本社建物

建築士事務所登録が必要な業務の範囲

子会社 事業部Ａ 事業部B 子会社C

本　社
（建築士）

Ａ工場 B工場 子会社建物

子会社

顧客D

共通系業務代行会社Cに所属する建築士が、持
ち株会社、事業会社Ａ、事業会社Bの建物に関
する管理、監理、調査提案、契約等の業務を行
う場合。

本社総務部に所属する建築士が、子会社C及び
Bの顧客Dの建物に関する管理、調査提案等の
業務を行う場合。
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親日国「台湾」の歴史
広報・渉外委員会　委員長　中村　清隆

知らなかった台湾事情
東日本大震災の時、真っ先に義援金 200 億円を供出

してくれた親日国台湾。

20 年ほど前、日光市（旧今市市）の小さな村で、診

療所の医者が不在となり全国公募したことがあった。驚

いたことに、手をあげた医者は東大医学部出身で東大病

院に勤務する青年医師Ｒ氏だった。転勤希望の理由は、

我が子の教育には東京より自然豊かな田舎が良い、との

ことと記憶している。台湾生まれの優秀な台湾人である。

そのころ下野新聞社主催で、すぎなみ政経懇話会があ

り、毎月講師を迎えて講演会が催されていた。（現在は「し

もつけ 21 フォーラム」に集約されている）当時話題に

なっていたこともあって、Ｒ医師が講演者となり、私が

台湾に興味を持つきっかけとなったのだ。

　講演の内容は、概ね次の通り

１．終戦までの50年間、台湾は日本が統治していた。

その期間に日本人の努力により台湾のインフラ、教

育が急速に進み、当時の日本と変わらない生活がで

きるようになった。

２．終戦の昭和20年に蒋介石の軍隊が進出してきて中

華民国の統治に変わった。中華民国軍は文化レベル

生活レベルが低く、日本統治では絶対になかった賄

賂社会が始まった。また、38年もの長きに渡って

戒厳令が敷かれ、日本式に育てられた知識人達が何

万人となく粛正され死んでいった。教育も反日教育

で、Ｒ氏自身もその中で育った。日本語をしゃべっ

ただけで警察に引っ張られ、暴力を受けたり粛正さ

れた。

３．しかし、反日教育を信じる台湾人はだれもいない。

台湾人は日本が台湾に残した有形無形の業績を高く

評価し、その日本人そのものが大好きだ。先生のよ

うに慕っている。

４．ところが、日本は中国と友好条約を結び、台湾を一

顧だにしない。我々は親から、祖父母から、日本の

日本人の功績を聞いているので反日教育を信じな

い。しかし、今後の若い世代が代々反日教育を受け

続けると、日本がきらいになってくるのではないか

心配だ。日本は、台湾にもっともっと目を向けて欲

しい。

私は台湾のことを何も知らない一人だった。そこで台

湾のことを少しづつ調べてみた。地図を広げれば、海洋

戦略上重要な国であることは誰でも分かる。日本と中国、

台湾の３国で領有を主張している尖閣諸島は台湾のすぐ

隣にある。また、私の研究分野の二宮尊徳ゆかりの人を

見つけたので後述する。

台湾の近代史
1683 年　清国領土となり福建省台湾府となる。

1885 年　台湾省となる。

大陸の女性は国外に出ることが許されていなかっ

たので、大陸に愛想をつかした独身男性が鋤鍬を持っ

て渡ってきた。漢民族のおじいさんはいても漢民族

のおばあさんはいないということであり、世代を追

うごとに漢民族の血は薄まっていった。一番近い遺

伝子はマレーポリネシア系。

1895 年　日清戦争　下関条約により台湾は日本領と

なる。

1945 年　第二次大戦終戦　台湾は中華民国に接収さ

れる。

1949 年　中華人民共和国建国。中華民国政府が台北

に遷都。戒厳令施行。

1951 年　サンフランシスコ平和条約締結。

1952 年　日華平和条約調印

1972 年　米ニクソン大統領訪中。日華平和条約破棄、

日中平和友好条約締結。

1975 年　蒋介石死去。

1978 年　蒋経国、総統就任。（蒋介石の息子）

1987 年　戒厳令解除。（38 年ぶり）

コラム　親日国「台湾」の歴史
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1988 年　蒋経国死去。本省人初の李登輝総統就任。

1996 年　李登輝、直接選挙実施、総統に再任。（台湾

民主化の確立）中台危機勃発。

2000 年　民進党の陳水扁、総統に就任。

2012 年　国民党の馬英九、総統就任。（８年ぶり国民

党総統奪還。）

2016 年　民進党の蔡英文、総統就任。（初の女性総統

誕生。）

2020 年　民進党の蔡英文、総統に再任

日本統治 50 年間の台湾
台湾人は、清国領土になっていたことがあるが、血も

気質も中国人や朝鮮人とは大きく異なるアイデンティ

ティを持つ。戦後なだれ込んできた中国人を外省人、そ

の他を本省人と呼ぶ。38 年に及ぶ戒厳令の間、総人口

の 16％でしかない外省人に政治経済の主要ポストを押

さえられていた。

日本領であった 50 年間に何があったのか。日本の地

としてインフラ整備に力を入れ、同じ日本人として教育

にも力を入れ、就学率は 92％に達した。400 年オラ

ンダの植民地だったインドネシアがわずか３％だったこ

とと比較すると、雲泥の差がある。

いかに日本が台湾の国作りに心血注いだかは、50 年

の間赴任した 19 人の台湾総督の顔ぶれで見て取れる。

桂太郎、野木希典、児玉源太郎、明石元二郎・・・司馬

遼太郎の「坂の上の雲」の登場人物が次々と日露戦争前

後に総督として就任している。

1898 年、台湾開拓・整備予算として４千万円を獲

得している。日本の国家予算が２億２千万円の時代にで

ある。この資金を元に、第四代総督児玉源太郎ー後藤新

平総督府民政長官のラインで台湾の近代化整備が急ピッ

チで進められた。幅の広い道路、南北縦貫鉄道、この産

業基盤の上に製糖業をはじめとする産業が育っていっ

た。日本が作った建造物は100年経ってもそのまま残っ

ており、今も使われている。新渡戸稲造殖産局局長（５千

円札の肖像になった人、「武士道」の作者）は、台湾に

製糖業を殖産すべく力を注いだ。精糖産業は 1960 年

代まで台湾経済を支え続けた。台湾精糖㈱の初代社長が、

日本の精糖の第一人者鈴木藤三郎である。

日本人が台湾に持ち込んだ無形文化財が、台湾で「日

本精神」と呼ばれるサムライ精神である。

「日本精神」は４つの精神を言う。規律・清潔・正義

感・冒険心である。規律は、時間・法・礼節を守ること。

清潔は、外面だけでなく内面も美しい生き方をすること。

正義感と冒険心は、弱きを助け強きをくじく精神。こう

した「日本精神」をかつての日本人は備えていて、それ

に台湾人は憧れたという。

もともと「日本精神」が伝わる気質が台湾人にはあっ

たのだろう。同じ島国という環境が似ているからか。

戦時中、中国で日本軍と戦っていたのは蒋介石の国民

党軍である。戦力が消耗したところを、毛沢東の共産党

軍に押され、蒋介石軍は台湾に渡って「中華民国」とし

たのだ。蒋介石は、台湾で戦力を整えて再び中国に舞い

戻って共産党軍と戦おうとしたが、残念ながらその夢は

コラム　親日国「台湾」の歴史

児玉　源太郎
1852.4.14－1906.7.23

第４代台湾総督
陸軍大将、子爵

日露戦争時の満州軍総参謀長
（写真：国立国会図書館HP）

新渡戸　稲造 
1862.9.1－1933.10.15

国際連盟事務次官
東京女子大初代学長

著書「武士道」を英文で広めた
（写真：新渡戸記念館HP）

後藤　新平
1857.7.24－1929.4.13
医師・官僚・政治家、伯爵

台湾総督府民政長官
東京市第７代市長

（写真：国立国会図書館HP）

鈴木　藤三郎
1855.12.26－1913.9.4

発明家・実業家・政治家（代議士）
「日本精糖業の父」
（写真：臺灣士商名鑑）
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果たせなかった。

終戦になって台湾の日本人は、50 年間費やした公共

インフラ資産と私有財産を台湾に残し、手荷物だけ持っ

て故郷日本に帰ってきたのだ。

本省人の李登輝総統の時代になって、やっと台湾の民

主化が進んだ。軍部独裁の解体、戦後より改選のない万

年議員の解散、立法院（国会）の全面改選、総統直接選

挙の実施等である。

製糖王　鈴木藤三郎
明治の時代、砂糖は高級品で日本は海外の粗悪品まで

全て輸入に頼っていた。藤三郎は遠州森町（現静岡県

森町）で菓子屋を営む鈴木家に４才の時養子入りした。

21 才の頃、報徳の教えを知り、その信奉者となった。

家業で報徳の「荒地の力を以て荒地を開く」を実践して、

計画経営で５年後に売上げを 10 倍にのばす。発明家で、

160 もの特許を取っている。1890 年（明治 23）日

本で初めて純白の精製糖の製造に成功する。

1900 年（明治 33）国策会社である台湾精糖株式会

社が設立し、精糖業に精通した藤三郎に白羽の矢が立ち

社長に就任する。台湾の精糖業殖産は、サトウキビの育

つ気候と広大な土地とを有する台湾の主力産業になり得

る事業と大いに期待されていた。推進役を果たしたのは、

井上馨蔵相 — 児玉源太郎総督 — 後藤新平民政長官 — 

新渡戸稲造殖産局長 — 三井物産 — 鈴木藤三郎社長の

ライン。

台湾の砂糖生産高は、1900 年３万 t、1905 年６万 t、

1940 年 160 万 t、台湾の主力産業となった。現在も

遺構を見ることができる。

鈴木社長は、農民に利益を与え、同時に会社も利益を

あげてさとうきび農業を進歩させる「両得農業法」を考

え出し、実践した。

実は、今市二宮神社に鈴木藤三郎から歴史に残る贈り

物が残されている。1905 年（明治 38）二宮尊徳翁没

後 50 周年祭の時、尊徳翁の遺著１万巻が戊申戦争の際

相馬に避難して残されていることを知り、翌 39 年１月

から 41 年 11 月までの３年間、筆生 20 人を雇い総数

9014 巻の原本を報徳全書 2500 冊に筆写させ、石蔵・

鳥居とともに 1909 年（明治 42）報徳二宮神社に奉

納した。これにより、二宮尊徳が各地で行った仕法や日

記・書簡類が散逸せずに現代に残されている。現在、今

市報徳二宮神社宝物館２階に保存されている。さらに、

昭和になって故佐々井信太郎先生により「二宮尊徳全集」

（全 36 巻）として刊行された。日光市二宮尊徳記念館

にその初版本が展示されている。

参考図書
　「台湾人と日本精神」　蔡

さい

焜
こん

燦
さん

　「武士道解題」　李登輝
　「台湾を見ると世界が見える」　藤井厳喜＋林建良
　「報徳産業革命の人」報徳社徒鈴木藤三郎の一生　地福進一
　「台湾論」　　　小林よしのり
　「台湾紀行」　　司馬遼太郎

鈴木籐三郎が奉納した石蔵 奉納された2500冊の一部

台湾
台北

桃園 基隆

新竹

台南

高雄

台中

嘉義

屏東 台東

花蓮
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コラム　『業界の部活・ゴルフ部』第２回コンペ

コ  ラ  ム

『業界の部活・ゴルフ部』第２回コンペ
ゴルフ部　部長　竹石　昭厚

約２年の充電期間を経て、ゴルフ部の活動が再開！
第2回目となる活動を11月29日(金曜日)、参加者10名にて宇都宮カンツリークラブで行いました。

少し肌寒い感じでしたが、ゴルファーにはうれしい快晴・無風の中、今回は北→中コースの18ホールペリア方式にて

和気あいあいと腕を競いました。さすがの名門コース、アンジュレーションのあるフェアウェイ、芝目のきついグリー

ンに悩まされながらでしたが、よく整備された綺麗なコースを満喫することが出来ました。

成績は以下のとおりです。桜井様おめでとうございました！

第２回ゴルフコンペ成績表

順　位 氏　　名 会　社　名

優　勝 桜　井　英　男 株式会社　桜井建築設計事務所

準優勝 竹　石　昭　厚 竹石建設株式会社一級建築士事務所

３　位 金　田　　　剛 株式会社　カネダ

そして、１９ホール目ともいえる懇親会は、県庁前通りにある大きな暖簾が目印の『割烹醉心』で行いました。

店内は落ち着いた雰囲気の和室で、プレー後の疲れもありましたが、個室ということで、皆さんリラックスした感じ

で昼間のプレー談議で大変盛り上がりました。今回は、元気よく２時間飲み放題付きのコース料理。飲み物メニューが

充実しており、日本酒の銘柄を多少チョイス出来るなどサービス満点。料理は新鮮な刺身、脂の乗った焼き魚、きりた

んぽ鍋など、仲居さんのサービスも素晴らしく、どれも美味しく頂きました。

次回の日程は未定ですが、より多くの方々に参加していただきたいと思っておりますのでよろしくお願い致します。

［文責：安楽敏康］
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異常気象と向き合う
有限会社　日事連サービス 
アドバイザー  中　川　孝　昭

線状降水帯
「線状降水帯」という言葉を初めて耳にしたのは、テレビ

のニュースの中でした。一昨年の豪雨災害の報道で、気象

予報士の方が豪雨の原因を図解しながら説明していた時で

あったと、壊れかけのわが記憶装置に保存されています。

最近ネットでこの言葉を調べたところ、バックビルデイ

ング現象という、またまた、聞いたことのないカタカナ語

に遭遇することとなりました。線状降水帯を生み出す現象

を英語でこのように表現するようなのですが、「風の収束や

地形効果の作用で積乱雲が発生する。そして雨を降らせな

がら移動するが、次々とその場所で積乱雲が生まれる。」条

件がそろえば、似た地形の別の場所でも起こると予測され

るそうです。気象衛星のおかげで、いずれは台風の進路予

想なども精度が上がり、減災が図れるようになるのでしょ

う。

いずれにせよ、こうした現象のそもそもの原因は地球の

温暖化であり、その元凶はということになると二酸化炭素

の排出であり、森林の伐採ということになりそうです。

それにしても、被災したその地域にとっては確かに50年

に一度かもしれないのですが、翌年は遠く離れた別の場所

で、50年に一度が発生するのです。困ったことに、このと

ころその繰り返しです。そして、もたらされるのは大雨に

よる洪水や高潮、がけ崩れだけではなく、竜巻や台風であっ

たりもします。日本列島全体でとらえるならば、毎年のよ

うに日本のどこかで50年に一度の災害が発生していると

言っても過言ではないでしょう。もはや気象をめぐるトラ

ブルには「想定外」という逃げ場がなくなりつつあるので

はないかと思えてなりません。責任問題が気になります。

建賠保険は台風被害に対応
日事連・建築士事務所賠償責任保険（建賠保険）ではそ

の普通保険約款の中で、直接被害であるか間接被害である

のかを問わず「地震、噴火、洪水、津波または高潮」と列

記して免責扱いとし、昔から天災リスクからの逃避を図っ

ています。

ところが、ここには竜巻や台風が出てきません。という

ことは、設計業務上の配慮不足で起こったことが証明でき

さえすれば、台風により吹き飛んだ屋根の補修工事を建賠

保険を使って実施できるということになりそうです。ただ

し、その費用の中で保険により支払われるのは「原状回復」

までの費用です。再発防止策として、補強部材を使ったこ

とにより膨らんだ費用は対象外とされます。

ところで、免責であると列挙されたリスクに関しては、

そもそも人間業ではとても防ぎきれない限界があり、つぎ

込める対策費にも限りがあります。また、一般的には発生

した被害に関して、賠償請求などということには至らない

はずです。もし請求されたとしても「不可抗力」による事

故という抗弁が成立して、責任を免れることが出来るはず

です。ですから、みなさんにとっては、たとえ保険がお役

に立たなくとも、異常気象を原因とする事故についてはあ

まり心配していただく必要はないと思われます。

「不可抗力」の線引き
保険屋が気楽なことを言っているとお叱りを受けそうで

すが、すべては事前のリスク対策を万全にした上での話と

なります。現実的には当然多くの問題をはらんでおります。

風速60メートルに耐える建物を建てるということは、みな

さんにとって技術的にはさほど困難なことではないでしょ

う。しかし、現実はというと経済効率から考えて、50メー

トルで計算を立てることになったり、念のため65メートル

を想定して万全な計画とするなど、選択肢はたくさんあり

ます。

こうした選択肢を押し付けるのではなく、発注者の意思

に委ね、念のためのベター、ベストの計画もあることをき

ちんと理解してもらいます。ぎりぎりのプランを選んだこ

とによって生ずるリスクを丁寧に説明し、その結果責任は

発注者が自ら負担し、解決してもらうことにします。そう

した打合せ記録を残すことが大切なことです。コピーを作

成し、発注者に渡しておく必要があります。発注者の暮ら

し向きから推測して、最高のプランの実現はとても無理だ

と最初から説明を省略するようなことはしないことです。

ところで、この「不可抗力」が成立するかどうかの線引

異常気象と向き合う
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きをどのようにするのか、ということについて考えて見る

ことにしましょう。有斐閣の法律用語辞典によりますと、

「外部から発生した事故で、取引上あるいは社会通念上普

通に要求される一切の注意や予防方法を講じてもなお防止

し得ないもの。その事故が予期しえたか否か、また、自然

力に出たか人為に出たかを問わない。不可抗力があると、

債務不履行責任や不法行為責任を免れると解されており、

義務の免除、軽減を受ける場合もある。なお、金銭債務の

不履行については、不可抗力をもって抗弁とすることはで

きない（民四一九②）」

と説明されています。内閣法制局法令用語研究会編となっ

ていますから、法律用語に関しては一番信頼のおける辞典

なのではないでしょうか。不可抗力の線引きに役立つ大切

な資料となります。

ところで、民法改正を受けて改定作業が進行中ですが、

みなさんが日ごろ使用されている2013年２月１日改正「四

会連合協定　建築設計・監理等業務委託契約約款」には、

不可抗力による事故を免責とする規定自体がありません。

ただし、その第21条「乙の債務不履行責任」の条文の中で、

「乙がその責めに帰すことができない事由によることを証明

したときは、この限りでない。」と証明責任を背負い込んだ

形で規定しています。建築物の引渡し後の瑕疵*に対しての

責任のあり方が、どのようなことになるのかは見えてきま

せん。（*民法改正により「契約適合性」と表現されるよう

になります。）

保険会社の真似をする
そこで、万一の事態に備え気が進まないところですが、

保険会社の真似をすることにします。

｢直接であるか間接であるかにかかわらず、地震、噴火、

津波、洪水、高潮、竜巻、地すべり等の天災を原因として

発生した損害については、賠償の責めに任じません。｣

このように契約書中に付記してみてはどうでしょう。つ

いでに、降雨、降雪等についても、その規模が過去の記録

を大幅に超え、想定外の事故となったとき、責任問題とな

らないよう、説明を加えておく必要があると思います。「契

約自由の原則」が認められる中で、専門家として、特に不

当な契約条件を相手に突きつけることにはならないはずで

す。

異常気象と向き合うはずでしたが、残念ながら真正面か

ら戦える相手とは思えません。言わば「柳に風」と受け止

めながら、避難場所を確保しておくことにいたしましょう。

いずれにせよ、安全な建築物を完成させることは、トラブ

ルをなくし、結果的に、みなさんご自身の安全を確保する

ことになるという発想がとても大切だと思います。

異常気象と向き合う

国土交通省認定 H グレード

鋼構造物工事・耐震補強鉄骨工事
豊鉄工建設株式会社
〒321-3221 栃木県宇都宮市板戸町 3048-1
TEL 028-667-1693　FAX 028-667-6479
yutaka@yutaka-tk .co . jp

国土交通省認定 H グレード

鋼構造物工事業
氏家工業株式会社

〒321-0403 栃木県宇都宮市下小倉町 3725
TEL 028-674-3291　FAX 028-674-2895
kawasaki_uji ie@syd.odn.ne. jp

次 代 の 都 市 づ く り
        環 境 づ く り を 目 指 し て
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新入会員の紹介
氏 名 

事 務 所 名

T E L / F A X

管 理 建 築 士 事務所登録

金久保雅之  （かなくぼ　まさゆき）

一級建築士事務所 株式会社ＯＧＯ 〒323-0022 小山市駅東通り２丁目11番１号

TEL.0285－38－6800 FAX.0285－38－6808 
１級第336279号　金久保雅之　　　　   A第3617号

新賛助会員の紹介

旭化成建材株式会社
村井　達朗東京構造資材営業部長

住　所　〒101-8101 東京都千代田区神田神保町1丁目105番地
　　　　　　　　　　　神保町三井ビルディング
Ｔ Ｅ Ｌ　03-3296-3515　 ＦＡＸ　03-3296-3518
H　  P　http://www.asahikasei-kenzai.com/
E-mail　iwamoto.nb@om.asahi-kasei.co.jp（担当　岩本）

営業品目・取扱商品名
●鉄骨構造資材（ベースパック・フリードーナツ・ファ
ブラックス・ＥＧアークタブ）
●建築/住宅資材（ALC：ヘーベル～アートミュール/NC
フリーデザイン・ヘーベルライト・ヘーベルパワーボード）
●断熱材（ネオマフォーム～ネオマジュピー/ネオマゼウス）
●基礎杭（EAZETイーゼット・ATTコラム）

営業地域　日本全国

株式会社 諸鹿彩色
諸鹿　大介代表取締役

住　所　〒321-0111 宇都宮市川田町1048-5
Ｔ Ｅ Ｌ　028-688-8618　 ＦＡＸ　028-688-0668
H　  P　https://moroga.info
E-mail　saisyoku.moroga@gmail.com

営業品目・取扱商品名
●塗装工事・防水工事・各種注入工事

営業地域　栃木県及び関東一円

新入会員の紹介・新賛助会員の紹介

〒321-0404 栃木県宇都宮市芦沼町字湯殿神社前3827番地
                   TEL（028）674-1558㈹　FAX（028）674-1557
                   E-mail :  tetukinn@hyper.ocn.ne.jp

ANEDA
栃木県鉄筋工事業協会会員栃木県鉄筋工事業協会会員

株式会社 カ ネ ダ
代表取締役　金　田　　剛

鉄筋工事で地域社会に貢献する

 　 　 　 　 　 　 
 広 告 の ご 案 内 

（単位：円）消費税別

区  分 規　　格 正会員・賛助会員 ★　一　般
バ ナ ー 広 告 縦 50 ピクセル　横 160 ピクセル 10,000 ／６ヶ月 12,000 ／６ヶ月

印 刷 広 告
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

★ 折 込 広 告 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！

2020.1    No.110
TOCHIGI  ARCHITECT  OFFICE  ASSOCIATION  BULLETIN

29



○背景
４号建築物及び建築確認の不要な建築物であっても、建

築基準法令等の定める基準に適合することが義務づけられ

ており、建築士は適切に設計し、構造安全性を確かめるこ

とが当然に求められています。これまでも、建築士事務所

の開設者には一定の図書の保存が義務づけられていました

が、木造建築物の構造安全性を確かめるための重要な計算

である壁量計算、四分割法の計算及びＮ値計算に係る図書

や、構造安全性を確かめることで一部の仕様規定を適用し

ないこととするための構造計算等に係る図書については保

存が義務づけられていませんでした。

このような状況を踏まえ、仮に建築物に係る構造安全性

について疑義が生じた場合であっても、構造安全性が確保

されていることを建築士が対外的に立証できるようにする

とともに、設計等業務の委託者の保護を図る観点から、建

築士事務所の図書保存の制度が見直されました。

○改正の概要
全ての建築物について、配置図、各階平面図、二面以上

の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小

屋伏図、構造詳細図、構造計算書等（※）、工事監理報告書

の保存を義務づけることとしました。

（※）構造計算書等とは、

①保有水平耐力計算、限界耐力計算、許容応力度等計算な

どの構造計算書

②仕様規定の適用除外のただし書で必要な構造計算、燃え

しろ設計に係る構造計算等の構造の安全性を確認するた

めに行った構造計算の計算書

③壁量計算、四分割法の計算、Ｎ値計算に係る図書

（構造計算書等に関しては、改正の施行日(令和２年３月１日)まで
に国土交通省ホームページにて詳細を掲載予定です。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_
house_fr_000092.html）

設計が建築基準法第６条第１項
第２号又は第３号に係る図書で
ある場合

左記以外の場合

建築士でなければできない設計又は工
事監理に係る図書である場合

左記以外の場合（100㎡以下の２
階建て木造の建築物等の設計又は工
事監理に係る図書である場合）

保存図書の追加
●構造計算書等の一部（上記②

及び③）

保存図書の追加
●基礎伏図　　●各階床伏図
●小屋伏図　　●構造詳細図
●構造計算書等（上記①、②及び③）

新規義務付け
●上記波線部の全ての図書

建築士事務所の図書保存の制度の見直しについて

建築士法により建築士事務所の開設者は一定の図書について 15 年間保存すること

が義務づけられています。このたび建築士法施行規則を改正し、保存の対象となる図

書を拡大しました。

建築士事務所の図書保存の制度の見直しについて
（建築士法施行規則第21条関係 ） 国土交通省住宅局建築指導課
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 ８月
  2・栃木県建設産業団体連合会第1回建設生産システム委員会 栃木県建設産業会館会議室で開催 （山崎良知副会長・藤田公行事務局長）
  5・広報・渉外委員会開催　　　　　　　 協会会議室で開催
  6・とちぎ建築プロジェクト2019実行委員会開催 協会会議室で開催
  8・日事連青年ＷＧ 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長・本澤崇理事出席）
20・とちぎ建築プロジェクト2019実行委員打合せ会議開催 日事連会議室で開催
 （佐々木宏幸会長・田村哲男副会長・本澤崇・阿久津修平・横松邦明理事出席） 
21・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
　  ・広報・渉外委員会開催 協会会議室で開催
　  ・総務委員会開催　　　　　　　 協会会議室で開催
　  ・「第2回住宅フェア2019調整会議」並びに「とちぎの家づくりサポート部会」
 栃木県庁6階会議室で開催 （渡邉有規常務理事出席）
29・日事連法制度対応特別委員会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
　  ・第2回次世代創造委員会専門職種セミナー開催 豊鉄工建設株式会社ゆいの杜工場で開催 （参加者19名）

 ９月
  3・とちぎの元気な森づくり県民会議企画員会議 栃木県庁北別館会議室で開催 （君島広之常務理事出席）
  4・日事連正副会長会議・常任理事会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
  5・とちぎ建築プロジェクト2019実行委員打合せ会議開催 グラフィソフトジャパン株式会社会議室で開催
  （田村哲男副会長・本澤崇・阿久津修平・横松邦明理事・桂貴樹委員出席）
10・第3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（参加者31名）
11・会員交流委員会開催 協会会議室で開催
12・日事連理事会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
　  ・令和元年度第Ⅱ期建築士定期講習開催 パルティとちぎ男女共同参画センターで開催 （参加者22名）
13・とちぎ建築プロジェクト2019実行委員会開催 協会会議室で開催
18・日事連教育・情報委員会 協会会議室で開催 （Ｗeb会議：山崎良知副会長出席）
　  ・業務運営委員会開催 協会会議室で開催
19・栃木県住宅耐震推進協議会運営委員会 協会会議室で開催
20・耐震診断事前審査会開催 協会会議室で開催
25・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
　  ・とちぎ建築プロジェクト2019実行委員会開催 協会会議室で開催
26・次世代創造委員会 協会会議室で開催
27・耐震判定会開催 協会会議室で開催

 10月
  1・令和元年度官公需確保対策地方推進協議会　　 栃木県庁北別館会議室で開催 （柴田隆子職員出席）
　  ・とちぎ建築プロジェクト2019実行委員会開催 協会会議室で開催
  3・日事連青年話創会2019福島大会 クーラクーリアンテ サンパレスで開催 （本澤崇理事以下3名参加）
  4・日事連第43回建築士事務所全国大会（福島大会） とうほう・みんなの文化センターで開催 （佐々木宏幸会長以下32名参加）
  8・宇都宮市との意見交換会 宇都宮市役所会議室で開催 
 （佐々木宏幸会長・山崎良知・田村哲男・安藤寛樹副会長・小林基専務理事
  ・渡邉有規・君島広之・岡田裕常務理事・藤田公行事務局長出席）
10・栃木県鋼構造建築技術協議会総会 宇都宮東武ホテルグランデで開催 
  （山崎良知・田村哲男副会長・藤田公行事務局長出席）
15・とちぎ建築プロジェクト2019運営会議 日事連会議室で開催
  （佐々木宏幸会長・田村哲男副会長・阿久津修平・塩田真吾理事出席）
16・令和元年度建築技術検定・建築製図検定問題作成委員会 建設産業会館会議室で開催 （小林基専務理事出席）
　  ・会員交流委員会開催 協会会議室で開催
17・技術研修委員会開催 協会会議室で開催
19 ～ 20・とちぎ住宅フェア開催 マロニエプラザで開催 （参加者延2979人）
23・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
　  ・とちぎ建築プロジェクト2019実行委員会開催 協会会議室で開催
24・次世代創造委員会開催 協会会議室で開催
26・住宅相談会 さくら市ゆめ・さくら博会場で開催 （小林基専務理事出席）
29・日事連青年ＷＧ 日事連会議室で開催 （本澤崇理事出席）

協 会 日 誌

協会日誌
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 11月
  6・日事連建築士事務所の業務環境改善ＷＧ 協会会議室で開催 （Ｗeb会議：田村哲男副会長出席）
  7・総務委員会 協会会議室で開催
　  ・とちぎ建築プロジェクト2019実行委員会開催 協会会議室で開催
  8・建築相談会 協会会議室で開催
　  ・広報・渉外委員会 協会会議室で開催
11・日事連関東甲信越ブロック協議会会長会議 東京会会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
12・日事連総務・財務委員会協会 会議室で開催 （Ｗeb会議：本澤崇理事出席）
15・マロニエ建築賞表彰式 栃木県庁東館講堂で開催 （田村哲男副会長・柴田隆子職員出席）
20・管理建築士講習開催 パルティとちぎ男女共同参画センターで開催 （参加者12名）
　  ・日事連正副会長会議・常任理事会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
　  ・会員交流委員会開催 協会会議室で開催
　  ・次世代創造委員会・とちぎ建築プロジェクト2019実行委員会合同開催　協会会議室で開催
21・第4回新技術研修会 パルティとちぎ男女共同参画センターで開催 （参加者31名）
　  ・令和元年度栃木県建設雇用改善推進大会 ホテル東日本宇都宮で開催 （佐々木宏幸会長出席）
　  ・定例常任理事会開催 協会会議室で開催
22・耐震診断事前審査会開催 協会会議室で開催
　  ・県南支部総会開催 ホテルサンルート栃木で開催 （出席者21名）
24・関東学生景観デザインコンペティション公開審査会 前橋市芸術文化れんが蔵で開催 （佐々木宏幸会長出席）
26・とちぎ建築プロジェクト2019・マロニエＢＩＭ設計コンペティション開催
 宇都宮東武ホテルグランデで開催 （参加者250名）
27・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）
28・日事連理事会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
29・宇都宮電設会忘年会 宇都宮東武ホテルグランデで開催 （山崎良知副会長出席）

12月
  2・耐震判定会開催 協会会議室で開催
  3・日事連青年ＷＧ 日事連会議室で開催 （本澤崇理事出席）
  4・定例常任理事会（16:00～）・定例理事会（17:00～）開催　　 ホテル東日本宇都宮で開催
  5・日事連全国会長会議 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）
  9・栃木県設備業協会との意見交換会 宇都宮東武ホテルグランデで開催

（佐々木宏幸会長・山崎良知・田村哲男・安藤寛樹副会長・小林基専務理事・藤田公行事務局長出席）
11・会員交流委員会開催 協会会議室で開催
12・栃木県住宅耐震推進協議会運営委員会開催 協会会議室で開催
13・令和元年度第Ⅲ期建築士定期講習開催 パルティとちぎ男女共同参画センターで開催 （参加者26名）
　  ・建築相談会開催 協会会議室で開催
18・栃木県県土整備部建築課との意見交換会開催 宇都宮東武ホテルグランデで開催 

（佐々木宏幸会長・山崎良知・田村哲男・安藤寛樹副会長・小林基専務理事・藤田公行事務局長出席）
19・業務運営・次世代創造合同委員会開催 ただおみ温泉で開催
20・広報・渉外委員会開催 協会会議室で開催
25・日事連関東甲信越ブロック協議会 東京会会議室で開催 
  （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）

協会日誌

生コンクリート製造、販売、骨材、砕石、砂利、
骨材（RC）再生骨材、地盤改良（タフロック）

《営業地域》栃木県及び関東地区
《営業科目》コンクリート

菊一生コン株式会社
代表取締役社長    菊地　伸克

本社　〒321-0913 宇都宮市上桑島町 2100

生コンクリート製造、販売、骨材、砕石、砂利、
骨材（RC）再生骨材、地盤改良（タフロック）

《営業地域》栃木県及び関東地区
《営業科目》コンクリート

生コンクリート製造、販売、骨材、砕石、砂利、
骨材（RC）再生骨材、地盤改良（タフロック）

TEL 028-656-6075　FAX 028-656-8038
E-mail：kikuichinamakon@indigo.plala.or.jp

《営業地域》栃木県及び関東地区
《営業科目》コンクリート
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協 会 活 動 通 信

第２回次世代創造委員会専門職種セミナー
８月29日(木)豊鉄工建設株式会社ゆいの杜工場で開催され
ました。
受 講 者：19名
講習時間：15:00～
講習内容等：【鉄骨・構造編】『S造におけるよいおさめ
　　　　　　方』～みんなの立場と都合～
　　　　　　工場見学、UT検査実演、セミナー、懇親会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和元年度 第３回新技術研修会
９月10日（火）、パルティとちぎ男女共同参画センターに
おいて開催されました。
参加者：31名
１．丸宇興業(株)
　●排水からの熱回収について
２．い木いき建築工房二級建築士事務所
　●熱回収、温暖化、冷房、エコについて
３．積水テクノ成型(株)
　●貯留槽について
　●グロスウェーブについて
４．青山特殊鋼（株）
　●露出型固定柱脚「ハイベース工法」について
　●低剛性柱脚「ＰＩＮベース工法」について

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和元年度
「一級／二級／木造建築士定期講習」
９月12日（木）、パルティとちぎ男女共同参画センターに
おいて開催されました。
受講者：22名
講習時間：9:30～17:30

第３回青年話創会（福島大会）
10月３日（金）、クーラクーリアンテ サンパレス（福島
市）において開催されました。
参 加 者：３名
開催時間：15:00～20:00
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第43回建築士事務所全国大会（福島大会）
10月４日（土）、とうほう・みんなの文化センター（福島
市）において開催されました。
参 加 者：32名
開催時間：13:00～20:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
住宅フェア
10月19、20日マロニエプラザにおいて開催されました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和元年度「管理建築士講習」
11月20日（水）、パルティとちぎ男女共同参画センター
において開催されました。
受 講 者：22名
講習時間：９:30～17:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和元年度 第４回新技術研修会
11月21日（木）、パルティとちぎ男女共同参画センター
において開催されました。
参 加 者：31名
講習時間：13:30～16:30
１．北星商事(株)

●コンクリート製置敷式ＯＡフロアであるネットワーク
フロアの、製造技術を応用した床下地材「自在マッ
ト」について

２．(株)三誠東日本支店北関東営業所
●杭-柱一体型工法 ECS-TP工法について 
●空気で家を浮かせるエアー断震システムについて

３．日本住宅パネル工業協同組合東日本支所埼玉・北関東
　　営業所

●パネル工法について　　●台形集成材について
●不燃木材について 　　  ●木製手摺etc.

４．(株)カナメ建築設計事務所
●公共施設屋根の長寿命化改修工法について
●通気断熱横葺改修方法について

協会活動通信
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県南支部栃木市内研修会および総会
並びに懇親会
日時：令和元年11月22日（金）17:00～ 
場所：見学会　－栃木市内観光研修　
　　　　　　　　参加者： ７名 
　　　支部総会－ホテルサンルート栃木　平安東の間
　　　　　　　　参加者：21名 
　　　懇親会　－ホテルサンルート栃木　平安東の間
　　　　　　　　参加者：19名 

支部活動報告

とちぎ建築プロジェクト2019・マロニエ
ＢＩＭ設計コンペティション
11月26日（火）、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：250名
開催時間：13:００～20:00
●ＢＩＭ設計コンペ最終公開審査会
●基調講演
　〇講師：東京藝術大学教授
　　　　　aat＋ヨコミゾマコト建築設計事務所取締役
　　　　　建築家　ヨコミゾマコト氏
　　演題：「文化的地域遺伝子としての建築」
　〇講師：㈱竹中工務店設計本部アドバンストデザイン部
　　　　　コンピュテーショナルデザイングループ課長
　　　　　石澤 宰氏
　　演題：「BIM・コンピュテーショナルデザイン・デー
　　　　　　タが紬ぐ未来」

●鼎談（ていだん）
　パネリスト：ヨコミゾマコト氏、石澤宰氏
　コーディネーター：建築家・慶應義塾大学政策メディア
　　　　　　　　　　研究科教授　池田靖史氏
　テーマ：①BIMの功罪 
　　　　　②BIMと地方創生 
　　　　　③BIMにより設計事務所の業態がどう変わって
　　　　　　いくか 
●ＢＩＭ設計コンペ表彰式
　結果：https://www.tkjk.or.jp/pro2019_kekka.html
●懇親会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和元年度
「一級／二級／木造建築士定期講習」 
12月13日（金）、パルティとちぎ男女共同参画センター
において開催されました。 
受 講 者：26名
講習時間：9:30～17:30

令和元年度
「一級／二級／木造建築士定期講習」

日　　時：令和２年３月５日（木）受付９:00 ～ 
講習時間：９:30 ～ 17:30
場　　所：とちぎ福祉プラザ

開設者・管理建築士のための建築士事務所の
管理研修会 
日　　時：令和２年３月10日（火） 
講習時間：９:30 ～ 16:10
場　　所：栃木県総合文化センター 

お知らせ

【見学会】

【総　会】

【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 / 鮎澤浩・岩村克己・菅沼徹・中原淳一・福田二一

安藤：新年あけましておめでとうございます。
　　　今年もよろしくお願いいたします。
中村：令和になりました。本年もよろしくお願いします。
　　　暖冬で、日光の有名な氷室もかなり苦戦しているそうで

す。
大髙：建築士法改正でどれだけ受験者が増えるのか、建築士の

高齢化は本当に深刻です。

新井：例年通り、年明けは会報コラムで慌ただしいです。
酒井：今年も、よろしくお願いいたします。
　　　マイペースでボチボチと・・・
栗原：令和２年もよろしくお願いします。
鮎澤：まだまだ寒い日が続きますが、スキー場には雪が少ない

みたいですね。
　　　皆様も、風邪などひかないよう頑張りましょう。

編集後記

お知らせ・支部活動報告・編集後記
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広告

宇都宮本社：栃木県宇都宮市明保野町 2-10
　　　　　　TEL.028-634-6010
東京事務所：東京都港区浜松町 1-21-4　崇城大学会館ビル
　　　　　　TEL.03-5402-4181
埼玉事務所：埼玉県さいたま市中央区鈴谷 2-794
　　　　　　TEL.048-829-9196
鹿沼営業所  /  大田原営業所  /  茨城営業所  /  盛岡営業所

建築の質の向上を目指して 総合運動公園武道館 

ISO

9001・
14001

取
得
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広告

あなたの夢、応援します。

令和の新時代も
努力を結果に結びつける

宇都宮校 TEL：028-637-5001 小山校 TEL：0285-31-4331

皆さまの合格実績に支えられ

日建学院
平成30年間の合格実績

（1989年～2018年）

平成の30年間に誕生した1級建築士の
半分以上が日建学院生です！

1級建築士 90,284人

当学院の1級建築士
合格者占有率

57.0%

（全国累計 158,307人※）

2級建築士累計 142,565人
宅建士累計 91,008人

※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（1989～2018年）のデータです。

1級建築士 合格実績
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広告

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

〒321-0943 宇都宮市峰町570-1　TEL 028（634）6560　FAX 028（635）0928

株式会社 大場工業

電気設備・設計施工
営業品目

http://www.bikodenki .com

株式会社

美工電気
代表取締役  冨塚　典孝

本　　　社　〒321-0104 栃木県宇都宮市台新田1丁目14番4号
　　　　　　 TEL.028-658-6121㈹　FAX.028-658-2938

馬頭営業所　〒324-0615 栃木県那須郡那珂川町松野923番地 
　　　　　　 TEL.0287-92-5101㈹　FAX.0287-92-5085

小川営業所　〒324-0512 栃木県那須郡那珂川町谷田391番地
　　　　　　 TEL.0287-96-4434㈹　FAX.0287-96-4405

内 線 電 気 設 備 工 事
受 変 電 設 備 工 事
弱　 電 　設 　備 工 事
自 動 火 災 設 備 工 事
一 般 電 気 設 備 工 事
一 般 空 調 設 備 工 事
計 　 装 　 設 　 備 工 事
プ ラ ン ト 電 気 工 事
電 力 監 視 シ ス テ ム
ＬＥＤ照明リニューアル
発 電 機 設 備
クリーンルーム電気工事
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広告

建設コンサルタント登録　測量業登録
一級建築士事務所登録

執行役員  　     津 田 　秀 文

株式
会社

建設コンサルタント登録　測量業登録
一級建築士事務所登録

技術士　都市及び地方計画

執行役員  　     津 田 　秀 文

 〒320-0036  栃木県宇都宮市小幡1丁目3番16号
 TEL 028-650-3030　FAX 028-650-3034

株式
会社
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広告

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。

タイル工事、石工事、住宅リフォーム工事

本　　　社　栃木県大田原市南金丸2000　　　　　  TEL 0287‒24‒0010㈹　FAX 0287‒24‒0015
東京営業所　東京都北区赤羽台3‒2‒20 高尾ビル1F　TEL 03‒5963‒6685　　FAX 03‒5963‒6686
東北営業所　宮城県仙台市青葉区愛子東1‒15‒24　　TEL 022‒226‒8455　　FAX 022‒226‒8456

代表取締役社長　橋　本　　徹

確かな品質、豊かな技術、地域に愛される企業を目指す、渡辺建設

渡辺建設株式
会社

代表取締役社長　渡 辺 眞 幸
本社　宇都宮市今泉新町180番地
　　　TEL０２８（661）5551（代表）
Ｆａｃｅｂｏｏｋ：https://www.facebook.com/nabeken5551/
ホームページ：http://www.watanabekensetsu.jp/
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