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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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天平の丘公園古民家カフェ
　夜明け前・10 picnic tables 天平の丘公園は桜の名所として多くの人が訪れます。

年間を通した賑わいを創出するため、旧民俗資料館と
して公園に移築された江戸時代末期の農家と隣接する旧
展示室に「食と憩い」の機能を加えた古民家カフェ計画
を立てました。

古民家カフェへとコンバージョンするに当たり、土間、
板の間、畳の間から成る農家の空間は活かし、縁側の障
子は全面ガラス戸にすることで、桜の咲く公園に向けて
開放的な空間としています。旧展示室は厨房施設を増築
することで飲食販売の機能を満足させ、公園を媒介とし
てお互いが対峙するレイアウトになっています。

本施設群が公園再整備の起点として、まちづくり、周
辺地域の活性化に貢献するものと期待しています。

株式会社 大森一級建築士事務所　　宮嶋直哉
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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。

会員、賛助会員の皆様方には、当協会の事業活動につき

まして日頃より格別のご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。

建築設計三会で共同提案してまいりました建築士資格制

度改善を柱とする「建築士法の一部を改正する法律案」が、

昨年12月8日に参議院本会議で可決され、実務経験が受験

要件でなくなりました。施行は２年後の2020年度が見込

まれています。平成19年からの10年間で4割も減少して

しまった一級建築士試験受験者の受験機会が拡大し、建築

士を目指す者にとって建築士免許の取得に向けた見通しが

立てやすくなることで、若い世代の建築士が増加すること

を切に願っております。

また、検討を重ねて参りました業務報酬基準（告示第15

号）の改正案が昨年まとまり、公布・施行されました。標

準業務以外の追加的な業務が、ガイドラインにより具体的

に示されましたが、業務量については、中小建築物や共同

住宅、工事・監理等の業務量が減少しています。この基準

を発注者がどのように活用していくかが大きな課題となり

ます。日事連としてこの新告示の普及活動をどう進めてい

くのかを真摯に考え、取り組んでいかなければなりません。

さて日事連では、今年度組織改革として災害対策特別委

員会・法制度対応特別委員会の2つの特別委員会と2つの

ワーキングクループを新設し、既存の委員会等の強化も図っ

ています。

昨年は記録的な猛暑に加え、甚大な被害をもたらした、

西日本豪雨災害や台風の多発、大阪府北部地震、北海道胆

振東部地震と大災害が続きました。このような自然災害に

対し、われわれ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取り組んで

いかなければなりません。災害対策特別委員会では、あら

ゆる自然災害に対し建築ができることを探求していきたい

と考えます。法制度対応特別委員会では、日事連設立の目

的でもある業法の確立と法制度の検討をしてまいります。

BIMと情報環境ワーキンググループではBIMの普及とAI

の導入を含むデータ環境全般の研究、そして会員増強検討

ワーキンググループでは会員増強の具体的活動方法だけで

なく、首都圏の単位会や政令都市を擁する単位会、過疎地

を抱える単位会など多様な各単位会の個別対応にも踏み込

んだ検討をしていかなければならないと思います。各単位

会のため、なお一層の改善に努めてまいります。

さらに働き方改革の実行計画が示されておりますが、働

き方改革の目的とは、長時間労働問題、「正規」「非正規」

という2つの働き方の不合理な処遇の差、副業兼業などの

働き方の多様化などさまざまな課題があることに加え、労

働生産性の向上を阻む多くの問題の克服です。われわれは

一人ひとりの意見や能力、そして置かれた個々の事情等、

設計監理業が内包する個有の「働き方」に対する課題を柔

軟に解決していくことで、生産性の向上に繋げ、設計・監

理業務のあり方を改革していかなければなりません。今後

とも建築の質の向上を使命と考え、活動を続けて参ります。

2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催が

近づいてまいりました。またその2年後には栃木国体が行

われます。スポーツゾーンの施設建設が着々と進んでいる

なか、宇都宮ではLRTが着工し駅東の開発もスタートしま

した。栃木県全体で建築産業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

ともに、栃木県建築士事務所協会の発展を祈念しまして、

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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平成 31（2019）年　新年知事あいさつ

平成31（2019）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期目の任期が折り返しとなりました。私は、就任

以来、「元気」なとちぎづくりに取り組むとともに、これま

で培われてきた栃木県の魅力・実力を磨き上げ、積極的な

発信に努めて参りました。

昨年を振り返りますと、１月15日を「いちご王国・栃木

の日」と宣言し、戦略的なプロモーションを展開するとと

もに、４月から６月までＪＲグループと協働し、市町や関

係機関、県民の皆様とオールとちぎで「本物の出会い　栃木」

デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）に取り組んだほか、

夏には関西圏等における情報発信拠点として大阪センター

を開所するなど、とちぎの魅力・実力を広く国内外にアピー

ルして参りました。

さて、今年は、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」が最終年度を迎えることから、戦略の

総仕上げを行うとともに、４年目となる栃木県重点戦略「と

ちぎ元気発信プラン」に掲げる各プロジェクトの更なる推

進を図ることとし、「①とちぎの未来創生に向けた施策の推

進」、「②安全・安心なとちぎづくり」、「③東京2020オリ

ンピック・パラリンピック競技大会、第77回国民体育大会

『いちご一
いち

会
え

とちぎ国体』と第22回全国障害者スポーツ大

会『いちご一
いち

会
え

とちぎ大会』に向けた着実な取組」の３点

を重点事項として取り組み、栃木県の将来像である「人も

地域も真に輝く　魅力あふれる元気な“とちぎ”」づくりを

一層進めて参ります。

具体的取組といたしまして、とちぎの未来創生に向けま

しては、急速に進行する人口減少社会やグローバル社会に

対応するため、企業等の生産性向上への支援や戦略的な企

業誘致に取り組むとともに、若者のＵＩＪターンの促進や、

女性・高齢者等の多様な働き方への支援、外国人材の活用

等に取り組んで参ります。

また、子どもから若い世代、そして高齢者に至るまです

べての世代にとって安全で安心なとちぎづくりを目指し、

多発する災害から県民の生命や財産を守るべく防災・危機

管理体制に万全を期すほか、誰もが安心して子どもを生み

育てることができる環境の整備や、県民一人ひとりの更な

る健康づくりを推進して参ります。

さらに、来年には、東京2020大会が開催されますので、

事前キャンプの誘致や2020年３月に実施する聖火リレー、

とちぎ版文化プログラムの推進などを通じ、更なる機運を

醸成していくとともに、増加する訪日外国人を本県へ呼び

込むため、インバウンドの取組を強化するほか、栃木県の

魅力・実力を戦略的に発信することにより、とちぎブラン

ドの確立を図って参ります。加えて、その２年後に栃木県

で開催するいちご一
いち

会
え

とちぎ国体等の成功に向け、市町と

連携した競技施設の整備を推進するとともに、競技力の向

上に努めて参ります。

こうした取組を着実に進めることで、活力と魅力あふれ

る“とちぎ”をつくり、県民の皆様一人ひとりが、 とちぎに暮

らしていてよかったと思うとともに、ふるさと“とちぎ”に

愛着と誇りを持っていただけるよう、全身全霊を傾けて取

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、御支援をお願いいたします。

本年が会員の皆様にとって実り多き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。

平成31（2019）年１月 

栃木県知事

福　田　富　一
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平成31年 賀詞交歓会・新年会開催される

平成31年 賀詞交歓会・新年会開催される

佐々木宏幸会長 栃木県議会
議長　五十嵐清 様

栃木県　福田富一知事
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平成31年 賀詞交歓会・新年会開催される

日本工業経済新聞（H31.1.24）

宇都宮市
市長　佐藤栄一 様

新賛助会員紹介賀詞交換会

（一社）栃木県建設業協会
会長　渡邉勇雄 様

（一社）栃木県設備業協会
会長　田中英治 様
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平成 30 年 10 月５日、東京千代田区の帝国ホテルにおいて日本建築士事務所協会連合会第 42 回全国大会が開催されました。
佐々木宏幸会長が連合会会長就任後初めての全国大会で、栃木会からは１5 名が参加しました。

第 42 回建築士事務所全国大会（東京開催）実施に当たり、

ご挨拶を申し上げます。

「時を紡ぐ明日へと～歴史・文化・自然～」と題した昨年

の和歌山大会は、和歌山会の尽力と近畿ブロック等大会を

盛り上げていただいた関係者の皆様のお陰で、大変有意義

なものとなりました。

今年の大会テーマは、「未来に繋ぐ」です。オリンピック

に向けた、またそれ以降の都市構造が変わるような大規模

都市開発が続く東京で、新たな設計プロセスへの移行や、

次世代への継承、建築士事務所が何を目指すべきかを皆様

と共に考えていきたいと思います。

今年は記録的猛暑に加え、甚大な被害をもたらした西日

本豪雨被害や台風の多発、大阪府北部地震、北海道胆振東

部地震と大災害が続きました。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。

日事連では、今年度新設した災害対策特別委員会で地震

や津波災害対策だけでなく、あらゆる自然災害に対して、建

築が出来ることを探求していきたいと考えます。

また、大会開催地である東京や、その他の大都市への人

口集中、そのような流れの中で地方の活性化に対しどう向き

※日事連のホームページに掲載されているものを転載させていただき
ました。

日事連佐々木会長　開催挨拶

合っていくか、建築士事務所の将来像や働き方はどう変わっ

ていくのか、BIM や AI の普及はどうなるのか、そのような

様々な課題に対応するため、日事連では複数の特別委員会

とワーキンググループを増強したところです。

現在、国土交通省において、日事連など建築７団体と共に

告示第 15 号（業務報酬基準）の改定作業を行っております。

今年度末までに改定告示がまとまり、ガイドラインが示され

る予定です。また、日事連が中心となり、設計三会で建築

士資格制度の改善に関する共同提案を行い、各単位会のご

協力を得ながら国会での早期成立を目指しています。建築

界が取り組まなければならない課題が山積である中、それ

ぞれの目的や構成の違う団体が協調・連携することで、より

高度な社会貢献、建築の質の向上を果せるのではないでしょ

うか。

来年の福島大会より、全国大会は通年地方開催に戻り、

福島大会では、「七転び・八起き～福島からのメッセージ～」

を大会テーマとして盛大に開催する予定です。

最後になりますが、本日ご出席いただきました来賓の皆様

に厚くお礼申し上げるとともに、本会の運営等にご協力いた

だきます様お願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

第 42 回 建築士事務所全国大会 東京開催

第42回 建築士事務所全国大会 東京開催
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新賛助会員の紹介

積水ホームテクノ株式会社
東日本支店 関東営業部 関東ウェルス営業所

谷内　裕之所長住　所　〒330-0801
　　　　埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2 JA共済埼玉ビル10F
Ｔ Ｅ Ｌ　048-658-3605　 ＦＡＸ　048-658-3553
H　  P　http://www.sekisui-hometechno.co.jp

営業品目・取扱商品名
●介護用ユニットバス・ユニットバス

営業地域　栃木県・埼玉県・群馬県

〈謝　辞〉 〈中締め〉

日本建築士事務所協会連合会会長就任祝賀会開催

平成 30 年９月２７日、宇都宮東武ホテルグランデにおいて佐々木宏幸会長の日本建築士事務所協会連合会会長就任の祝賀会
を開催しました。出席者は 209 名でした。

日本建築士事務所協会連合会会長就任祝賀会開催
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広報・渉外委員会　　　　　　
副委員長  栗原　　弘

とちぎ建築プロジェクト2018

とちぎ建築プロジェクト 2018

○とちぎ建築プロジェクト2018
平成30年11月27日、宇都宮東武ホテルグランデにて「と

ちぎ建築プロジェクト2018」が開催されました。
前回までは学生参加のBIMコンペティションを行い、建

築家の先生方が審査し講評をいただく、というスタイルで
したが、今回は基調講演、特別講演、鼎談、の３つの構成
で行われました。

当協会・佐々木宏幸会長の挨拶から始まり、(公財）とち
ぎ建設技術センター・印南洋之理事長と続き、建築家・豊
田啓介氏の基調講演、建築家・池田靖史氏の特別講演、鼎
談では池田氏がコーディネーターを務め、パネリストであ
る豊田啓介氏、佐々木宏幸氏の両氏が日本の建築界の現状
と問題点、これからの展望について真剣かつ軽快にトーク
を展開しました。

懇親会では先生方を囲んで和やかな雰囲気の中、盛大に
行われ閉会しました。

○基調講演
テーマ：建築の情報化と建築家の職能
■講師　noiz パートナー　gluon 共同主宰
　　　　東京藝術大学芸術情報センター非常勤講師
　　　　慶應大学 SFC 環境情報学部非常勤講師
　　　　台湾交通大学建築研究所理教授
　　　　　　　　　　　　　建築家　豊田　啓介 氏

都市や我々の環境というものは自分たちの手で創ってい
かなければならない。それには情報だけでもモノだけでも
出来ないもので、それらが上手く重なり合いインタラクショ
ンできるような所を僕たちが創っていかなければ、次の世
代たちが入って来られないという状況になってきている。

我々は「モノ」としての都市の造り方は知っている。ネッ
トの世界、VR を否定する人はいないとは思うが、そのどち
らでもない「モノ」と「情報」が重なり合う所をどう新しく
創るというノウハウを僕らはまだ持っていない。その新しい
領域を設計することを意識的に解釈していかなければなら
ないと思う。

そのためには縦割りの学問領域を繋ぎ合わせるという意
味も含め「建築情報学」を作らざるを得ないのではないか。

（談）
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とちぎ建築プロジェクト 2018 

左から池田氏、豊田氏、佐々木氏

○特別講演
テーマ：デジタル・コンストラクションの
　　　　国際的潮流
■講師　慶應義塾大学院 SFC　政策・メディア研究科教授
　　　　IKDS 代表
　　　　　　　　　　　　　建築家　池田　靖史 氏

仕事の発注形態や生産の仕組みなど、トータルで流れが
変わってきていることから、デザインと建設の新しい姿とし
て「ものづくり」の原点に戻って、もういっぺん考え直して
いかなければならない所にきている。

我々はこれまで、正確さや早さを求めていた。しかしそ
れよりも、自由度が高くても何とかしてしまうことの方が意
味があるのではないか。デジタルのテクノロジーを使うこと、
それが人間の楽しみをを奪ったり人間に置換えてしまうこと
ではなくて、むしろ人間がやることを楽しくする、人間の楽
しみを増やすことに役立つべきである。

コンピューターに我々の不利な所を手伝ってもらいつつ
僕らが楽しいと感じる所はきちんと残しておく、という事が
必要であり大切な事である。何故なら、ものづくりの楽しさ
こそが僕らが持っている幸せのカタチなのではないかと思
うからである。（談）

○鼎談
テーマ：電脳国際化に向けた日本の建築界
●パネリスト
　豊田　啓介 氏　
　佐々木宏幸 氏
●コーディネーター
　池田　靖史 氏　

「今持っているモノを劇的に変えていく必要はない。ただ
持っているものの活かし方を建築界の評価軸だけで見るの
ではなく、視野を広げて新しいチャンネルを増やすことだ」

豊田　啓介 氏（談）

「建築界の領域を広げるということは、様々な結びつきが生
まれコア同士が繋がり新しいモノができる。それには BIM
の普及と人材の育成は不可欠であり急がなければならない」

佐々木宏幸 氏（談）

「建築は相対的な価値であり、技術のリソースというものは
我々に恩恵を与えてくれている。だからこそ社会に対する
人間のデザイン力が大きな可能性を秘めている」

池田　靖史 氏（談）
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昭和 58 年の新婚旅行以来のイタリアでした。協会の承
諾を得て、夫婦同伴での参加ができました。

１日目
11 月 14 日ＪＲ東口を午前８時に出発し、成田発 PM14

時アリタリア - イタリア航空にて、空路イタリアローマへ、
１３時間の旅が始まった。現地19 時に到着し、ホテルチェッ
クイン。ホテル裏路地のレストランで遅めの夕食。身振り手
振りで何とか注文したが、大変おいしかった。

２日目　ローマ市内観光
コロッセオをバックに。

西暦 80 年、ティトゥス
帝が延べ 4 万人の奴隷を
使い、8 年で完成。剣闘
士同士や猛獣を相手にし
た闘技場で、観客席 5 万
人を収容する。

ザハ・ハディド設計の美術館。1999 年に行なわれた設
計コンペから 11 年、総面積 2 万 7000㎡、総工費約 163
億 5000 万円の美術館は、2010 年５月、ようやく開館した。

藤田局長と山崎副会長
1 枚投げるとローマ再訪。
2 枚投げると恋愛成就。
3 枚投げると縁切り祈願。
何枚投げたかな？

ローマ昼食のモッツァレラ
チーズ。ボリュームがあり
美味。

３日目　フィレンツェ市内観光（午前）

サンタ・マリア・
ノヴェッラ教会

ドゥオモ
花の都のシンボル。
13 世紀末に建設され、
フィレンツェ市民の誇
りである。

メルカート・ヌオーヴォ
（幸運を呼ぶいのししの
像）
来年はいのしし年です。
私も年男なので光ってる
鼻をしっかり撫でてきま
した。

チェリーニ像の前にて
貴金属細工の父と呼ばれ
ている。

３日目　フィレンツェ市内観光（午後）

ピサの斜塔
高さ 58 ｍ。内部に 273 段の階段があり、最上階まで上

れる。垂直芯から４ｍほどずれている。

イタリア６日間 会員交流委員会　　　　 　 
委員　菅野　晴夫

平成30年度 海外研修・親睦旅行

平成 30 年度海外研修・親睦旅行
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洗礼堂
ロマネスクとゴシッ
ク様式の融合。彫刻
家ピサーノの設計で、
１２世紀から建設。

フィレンツェ最後の夕食。
レストランサバティーニ。
ステーキでした。白ワイン
もおいしかった。

４日目　サン・ジミニャーノ・シエナ観光
サン・ジミニャーノ

はローマ近くフィレン
ツェ から 50km 程 南
に位置している。街の
発展はフランチジェー
ナ 街 道 の 建 設に 始 ま
る。地理的にフランチ
ジェーナ街道とピサーナ街道の合流地点に位置する流通の
主要拠点であり、また、聖ジミニャーノの遺物「指と指輪」
が安置された聖堂への巡礼者が多く訪れる街として繁栄し
た。街は城壁で取り囲まれ、街そのものが裕福であったた
め芸術家が多く住まい、シエナ派の芸術家を多く輩出してい
る。

シエナ大聖堂
イタリア共和国トスカーナ州中部にある都市であり、その周
辺地域を含む人口約 5 万 3000 人。シエーナ県の県都であ
る。

　　　　シエナ大聖堂内部

カンツオ－ネレストランで夕食
ティラミス大きくてびっくり。血糖値が心配です。

５日目　最終日ローマ市内観光
バチカン市国
ユネスコの世界遺産のひ
とつ。
イタリア・ローマにある
世界最小の国家バチカン
の国土全域が世界遺産と
して登録されている。

パンテオンは、古 代
ローマにキリスト教が布
教される頃よりも前、な
んと紀元前 25 ～ 27 年
頃には建設されたと言わ
れている。しかし、その

後火事で焼失してしまい、現在の姿は 115 ～ 118 年にか
けて再建されたものなのだそう。

ローマ発 PM14:55 帰りもアリタリア - イタリア航空に
て、空路帰国の途へ。（所要：12 時間 15 分）

６日間の旅でしたが、イタリアの歴史に触れローマを再訪
でき、初めてのフィレンツェ ･ ピサを観光できました。なか
なか長い旅程が組めず、ヨーロッパはあきらめていましたが、
思いかけず夫婦で旅が出来て大変楽しかったです。朝・夜
と時間が有れば散策し、ガイドブックに無い場所も経験でき、
おいしいワインも堪能できました。最後に、同行していただ
いた皆様に感謝申し上げ、締めとさせていただきます。

平成 30 年度海外研修・親睦旅行
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はじめに
日本経済の特徴として、高い技術力・生産機能などの

事業価値を持つ中小企業の存在が指摘されて久しい。こ
の日本経済を下支えしているおよそ 400 万社の中小企業
が、社長の高齢化と後継者不在という問題などにより、事
業を継続出来ず廃業する事態に直面しているという。帝国
データバンクの集計によれば、平成 29 年（2017 年）、
債務を弁済できないため法的整理で会社を畳む「倒産」は
8,376 件、それ以外に本業をやめた「休廃業・解散」は、
24,400 件とされる。

国内の中小企業 400 万社のうち、およそ 2/3（約 266
万社）で後継者が決まっていないため、これらの後継者不
在企業は近い将来に廃業リスクに直面する可能性が指摘さ
れており、日本の中小企業が大量に消滅していく事態が懸
念されている。存在価値の高い日本の中小企業が、社長の
高齢化・後継者不在という問題で、事業継続を断念してい
くことは、日本経済全体に大きな損失を与える。

１．なぜ後継者が決まっていない中小企業が
　　多いのか？

かつては社長の子供の誰かが家業を継ぐのが当たり前で
あった時代であったが、現代は多くの経営者は血縁者に会
社を継がせたいと考えていても、本人の意思を尊重し、子
供に遠慮する時代でもあり、子供は大都市の学校に進学、
大手の企業に就職し、家庭を持つ。子供は親の会社を気に
はしても親子・家族間で話し合う機会を持たないまま時が
過ぎ、子供が気がついた時には、親である社長は高齢化し、
経済環境の悪化のもとで、親の会社の経営内容は悪化し、
会社内の雰囲気も沈滞して、継ぐ価値のない、継ぐことが
出来ない、魅力のない会社に変貌してしまっている。更に、

「経営者保証」という「負債の承継」が、承継を躊躇させる。
これが後継者が存在しないため中小企業が廃業に至る典型
的なパターンとなっている。

２．廃業・売却
会社経営者の親族・社員・会社関係者等に適当な後継ぎ

がいない場合は、「廃業」・「売却」が選択肢となる。

「廃業」ということは大変なことで、時間・労力・心労そ
してお金がかかる。従業員全員とその家族、会社関係企業、
金融機関、消費者等に多大な迷惑をかけてしまう。資産を
現金化し、負債を返済し、すべてを精算する大作業が待っ
ている。廃業しても借金だけが残ることも多い。そうして、

「廃業」の作業の中心にいる者は、精神的・身体的にボロボ
ロになってしまう例も多い。いろいろな意味で、「廃業」は
避けたいところである。
「廃業」をしないのであれば、円滑な事業承継を、家族で

よく話し合い、専門家・金融機関等と相談しながら進めるか、
誰かに会社を売る（譲り渡す）ことになる（今回はこれに
は触れない。）。

３．事業承継
経営者が健全な内に早めに事業承継の計画を立て実行す

る必要がある。円滑な事業承継は、特に中小企業の経営者
にとって最大の業務であり、責務である。

社長である親の相続財産は、現金・資産よりも、自社の
株式の占める割合が大きく、優良企業ほど相続時に株式の
評価額が高くなる傾向があり、相続時に自社の株式の評価
が想像以上に高額であることを知って驚くとともに、相続
税を納税するための現金が足りないといった問題が生じる
ことが多い。この納税資金を作るための負担が経営にダメー
ジを与えてしまうことが見受けられる。そこで、相続税額
を下げるために、自社株の評価額を低くする方法が種々考
えられているが、それを実行するタイミングが重要である。

尚、自社株を社長が健全な内に後継者に移転する場合、
また、相続によって移転する場合に、親はえてして家族は
皆仲よく助けあって家業を守り立てていってほしいという
願望、また、子供達は皆平等であるという考えのもとに、
自社株を平等に分けることも多いが、これが後日の紛争の
もとになっている。株式を分散させるのではなく、逆に、
事業承継の際に相応の金員を渡してでも後継者に全ての株
式を集約した方が良い、といわれている。相続時に株式を
保有した者を通して相続発生ごとに相続人が増加し、株式
を買い戻そうとしても収拾がつかないことになる。また、
１株でも株主としての権利があるので、非常に厄介なこと

税務シリーズ

No.26
事業承継税制

久保井会計事務所
久　保　井　一　臣

税務シリーズ　№26　事業承継税制
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になることもある。

４．事業承継税制の特例の創設
オーナー企業の株式にかかる相続税・贈与税が一定の

条件を満たせば納税猶予されていたが、対象は全株式の
2/3、相続では評価額の 80% が上限、相続税の猶予額と
しては 50% 程度であった。また、会社の雇用の維持等の
条件が厳しいため、利用しづらいという評判であった。

国は、中小企業経営者の高齢化・半数以上が事業承継の
準備を終えていない現状を考慮し、円滑な世代交代を通じ
た生産性向上を図るため、10 年間（平成 30 年 1 月 1 日
から平成 39 年 12 月 31 日まで）の時限立法により、特
例措置として、事業承継税制が拡充された。

相続・贈与時に税負担が生じないように、平成 30 年 4
月1日から平成35年3月31日までの間に「特例承継計画」
を作成し、「認定経営革新等支援機関」（商工会、商工会議所、
金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等）の指導・助言
を得て提出して、平成 30 年 1 月 1 日から平成 39 年 12
月 31 日までの間に相続・贈与による納税猶予制度を適用
して事業承継を行う場合は、次の５点が措置された。

⑴対象株式数・猶予割合の拡大
納税猶予の対象は、相続・贈与で取得した非上場株

式等のうち、発行済議決権株式総数の 2/3 に達する部
分までの株式で、納税猶予割合は 80%（贈与の場合は
100%）であったが、改正後は、対象株式数の上限を撤
廃し、経営者が保有する全ての株式を納税猶予の対象と
して、納税猶予割合を 100% に拡大した。

⑵雇用要件の弾力化
雇用要件については、これまで事業承継後の５年間で

平均 80％の維持が求められており、維持出来なかった
場合は、猶予された相続税・贈与税の全額を納付する必
要があった。改正後は、雇用要件を実質的に撤廃し、雇
用要件を満たせない理由と認定経営革新等支援機関の意
見を記載した書類を都道府県に提出すれば、納税猶予を
継続できるようになった。

⑶経営環境の変化に対応した減免制度
相続・贈与による納税猶予制度を適用して事業承継を

行った後、後継者が会社を解散・譲渡を行い、納税猶予
が取り消された場合、事業承継時の株価を基に相続税額・

贈与税額を算定して納税する必要があった。株価が下落
するなど事業承継時の価額と差額が生じた場合、経営環
境の変化を示す一定の要件を満たすときは、解散・譲渡
時の株価を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を
基にした納税額との差額を減免する制度が創設された。
　経営環境の変化を示す一定の要件：

①直前の事業年度終了の日以前３年間のうち２年以上、
赤字である場合

②直前の事業年度終了の日以前３年間のうち２年以上、
売上高がその年の前年の売上高に比して減少してい
る場合

③直前の事業年度終了の日における有利子負債の額が、
その日の属する事業年度の売上高の６月分に相当す
る額以上である場合

④事業が属する業種に係る上場会社の株価（直前の事
業年度終了の日以前１年間の平均）が、その前年１
年間の平均より下落している場合

⑤特例後継者が経営を継続しない特段の理由があると
き　など

⑷適用対象者の拡大
１人の先代経営者から１人の後継者への相続・贈与の

みが納税猶予の対象とされていたが、先代経営者だけに
限定せず親族外を含む複数の株主から、代表者である後
継者（最大３人）への事業承継も対象とされた。複数人
で承継する場合は、議決権割合 10％以上を有し、かつ、
議決権保有割合上位３位までの同族関係者に限られる。

⑸相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合、60 歳以

上の先代経営者（父母または祖父母）から 20 歳以上の
後継者（子または孫）に対する株式の贈与について、相
続時精算課税制度との併用が可能となっていたが、今回
の改正で、贈与税の納税猶予制度を適用している場合に
限り、父母や祖父母以外の 60 歳以上の贈与者からの贈
与についても、後継者が 20 歳以上であれば、相続時精
算課税制度の適用が可能になった。

適用時期：平成 30 年１月１日から平成 39 年 12 月 31
日までの間に相続または贈与により取得する財
産について適用される。

参考文献：「会社を買う売る継ぐ」週刊エコノミスト　9/11 号　2018/ 毎日新聞出版

税務シリーズ　№26　事業承継税制
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１　はじめに
前回は、近年の建築紛争の動向を概観した上で、設計・

監理者の不法行為責任に関する「建物の基本的安全性を損

なう瑕疵」に関する重要な最高裁判決につき説明しました

が、本稿ではそれに関連し、いわゆる「名義貸し」をした

工事監理者の不法行為責任の問題について説明したいと思

います。

工事監理者の「名義貸し」の問題は、建築士の資格を有

する者が無資格者に対し自己の名義を利用することを承諾

して工事監理を行わせるという問題もありますが、本稿で

検討する「名義貸し」とは、有資格者が、施主から工事監

理についての委託を受けていない（工事監理契約を締結し

ていない）のに、建築確認申請書に工事監理者として記載

することを承諾した場合に限定して、説明したいと思いま

す。

２　名義貸しの責任について
前回も述べましたように、不法行為責任の除斥期間は、

20年であります。そのため、現時点では、平成10（1998）

年以降に監理を行った物件の瑕疵につき、不法行為責任を

問われ、損害賠償請求をされる可能性があることになりま

す。

そして、名義貸しは、平成17（2005）年秋のいわゆる

耐震偽造問題に端を発した建築基準法及び建築士法の改正

等以降、罰則が設けられたため、相当少なくなったと思わ

れますが、名義貸しをした工事監理者の不法行為責任につ

いては、その責任を肯定した最高裁平成15年11月14日判

決が出るまでは、これを肯定する裁判例と否定する裁判例

が拮抗しておりました。

そのため、近年、名義貸しに対する賠償責任の有無が不

明確であり、意識が比較的希薄であったと思われる平成10

（1998）年から平成17年ころまでの間に「名義貸し」を

した物件につき、名義貸しをした建築士が不法行為責任を

問われる事案が散見されます。これは、前回に述べた、最

高裁平成19年7月6日判決や最高裁平成23年7月21日判

決により不法行為責任の成立範囲が「建物の基本的安全性

を損なう瑕疵」に広がったことも影響していると思われま

す。

３　責任限定説と非限定説の対立
名義貸しをした建築士の責任については、建物の基本的

安全性を損なう瑕疵があり、当該瑕疵が設計と異なる施工

が行われていたことに起因するのであれば、不法行為に基

づき賠償責任を負うことになります。このことは、前記の

最高裁平成15年11月14日判決からも明らかであります。

ただし、賠償責任の範囲が施工者と同程度かどうかについ

ては、限定説と非限定説の争いがあります。

限定説（安藤一郎「建築家の専門家責任」平沼髙明先生

古稀記念『損害賠償法と責任保険の理論と実務』（信山社出

版、2005）275頁以下など）は、①工事監理者の責任は、

工事施工者の責任とは異なる内容・範囲のものであり、名

義貸しの場合も同じであること、②一般に建築家の監理業

務の報酬は、建築工事費と対比して著しく低額であり、し

たがって、発生する損害額と対比しても著しく低額である

場合が通例であり、この低額は、上記の責任の内容・範囲

の反映ともいえること、などを理由にしております。

これに対し、非限定説は、建築士が注意義務を尽くして

いれば欠陥のある建築が生じなかったのであるから、施工

業者などと比して損害を限定するべき理由はないとします。

筆者としては、建築士法改正により罰則規定が設けられ

る以前の案件については、工事監理については無報酬で名

義貸しをしている案件も多く、施工者と同じ高額の賠償責

任を負わせるのは些か過酷であり、全損害の賠償責任を認

定するには慎重であるべきであると考えています。 

　　以　上

法律シリーズ

No.57
いわゆる「名義貸し」をした工事監理者の
不法行為責任について

弁護士法人新江進法律事務所
　　弁護士　新　江　　学

法律シリーズ　№ 57　いわゆる「名義貸し」をした工事監理者の不法行為責任について
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コラム　『業界の部活・釣り部』通算第 4 回釣行

コ  ラ  ム

今回の遊漁船は仙昇丸さんにお世話になりました。参加者は阿久津様、加藤様と、ワタクシ菅又の3名です。腰痛持ち
のため、揺れの少ない左舷胴の間（中間付近）に釣り座を構え、他の乗り合い客24名と船長の計28名で出航です。こ
の日は風とウネリが強い一日でしたが、船が大きいので釣への影響はさほど無かったように思います。ただ、当たりが
摂り難く苦戦しました。

釣果は船全体で0 ～ 8杯で、タコテンヤ釣りよりも竿釣り(タコ餌木)の方が釣果が上がったようです。
ワタクシは2年ぶりのタコ釣りでしたが、3kg前後を2杯釣ることができました。阿久津様と加藤様は何故かサンマの

開きが釣れました(笑)。来年は数釣りできる10月頃にタコ釣り予定です。

◎今年の磯釣り。
自宅から海まで最短50分(北関東道利用)という好条件のワタクシ。週末はほぼ磯釣りです。今年も黒鯛を狙って海に

通いました。難しい釣りではありますが、それなりに楽しんだ釣果をご覧ください。

平成最後の釣行は、お正月用のタコ（多幸）釣り。

平成30年12月15日（土）：『観光バス記念日』
東京乗合自動車より日本初の定期観光バス「ユーランバス」の運行が開始されました。
場　所：那珂湊港。05時半集合・06時出航。大洗沖。
潮回り：月齢7.8日の小潮・満潮：09時59分112cm・干潮：16時2分80cm。
天　候：晴れ・最高気温10度程度・風4~6m程度。

乗船した仙昇丸さん（ホームページよりお借りしました） 仙昇丸さん前にて

船酔いしないのが一番です

沖上り後、豚汁を頂く

出港。（那珂湊の赤灯台付近） 移動中。（荒れてます）

『業界の部活・釣り部』通算第４回釣行（報告）

菅又　　守
総務委員会　委員長

釣り部　部長

使用したタコテンヤ

黒鯛

釣果のタコ２杯

メジナ

茹で上り

アジ

タコ焼き

真鯛
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平成振り返りノート

平成振り返りノート 作成：広報・渉外委員長　中村　清隆

平成 西暦 世界の出来事 アメリカ大統領 日本の出来事 総理大臣 栃木県の出来事 栃木県知事 建設業界の出来事
栃木県建築士
事務所協会長

貴　社　の　歴　史 売　上　高 税引き前純利益

ベルリンの壁崩壊
米ソが冷戦終結宣言

昭和天皇崩御、自粛ムード蔓延
バブル真っ最中、消費税導入（3％）
リクルート事件

宇野宗佑
海部俊樹

県内スキー場利用者１００万人突破
わたらせ渓谷鉄道営業開始
ロビンソン宇都宮店オープン

横浜ベイブリッジ開通（世界最大）
建設工事受注総額が史上最高額

ペルーでフジモリ大統領誕生
韓国・北朝鮮初の首脳会談
ドイツ再統一

日経平均大暴落（バブル崩壊）
秋山豊寛が日本人で初めて宇宙へ 海部俊樹

壬生～宇都宮　竜巻被害 不動産向け融資の総量規制始まる

湾岸戦争
ソ連崩壊

自衛隊ペルシャ湾派遣（湾岸戦争後）、雲仙
普賢岳噴火
千代の富士現役引退

海部俊樹
宮澤喜一

総合文化センターオープン
日光自然博物館オープン

東京新都庁舎開庁
日米建設合意

ユーゴスラビア内戦
ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争

きんさん・ぎんさん１００歳
就職氷河期突入、毛利衛初宇宙へ
東京佐川急便事件（金丸信失脚）

宮澤喜一
足尾トンネル開通
とちぎ海浜自然の家オープン

建設投資額、過去最大（84兆円）
湯澤　博
田村　忠

ＥＵ発足 ポケベル大流行
記録的冷夏により米不作
自民党が初の野党転落

宮澤喜一
細川護煕

福島空港開港
全国高校総体開催

レインボーブリッジ開通、省エネ法改正
大型工事の一般競争入札導入
ゼネコン会社更生法申請相次ぐ

田村　忠

パレスチナ自治政府設立 若貴ブーム最盛期
村山内閣発足、小選挙区導入
松本サリン事件

細川護煕
羽田　孜
村山富市

福田屋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ宇都宮店ｵｰﾌﾟﾝ
エフエム栃木開局

公取委、公共入札ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ公表
田村　忠
酒井　淳

ＷＴＯ発足
Windows95発売

地下鉄サリン事件、野茂大ﾘｰｸﾞ挑戦
阪神・淡路大震災
沖縄米兵少女暴行事件

村山富市
第１０回国民文化祭・とちぎ９５開催 東京ビックサイトがオープン

工事完成保証人の廃止

在ペルー日本大使公邸占拠事件 O157食中毒騒ぎ
ポケモン大流行、YahooJAPAN開始
スタバ日本１号店オープン

村山富市
橋本龍太郎

パルティオープン
宇都宮環状道路全線開通

ISO14000S（環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）開始
公共工事ｺｽﾄ縮減関係閣僚会議設置

アジア通貨危機、韓国IMF管理下へ
ダイアナ元英皇太子紀が事故死
マザーテレサ死去

山一証券、北海道拓殖銀行経営破綻
神戸連続児童殺傷事件
消費税が５％に

橋本龍太郎
ツインリンクもてぎオープン
パルコオープン、県人口200万人超
とちぎ健康の森オープン

公共工事ｺｽﾄ3年間で10％以上のコスト削減、
前年度比7％減とする、宇都宮美術館開館、東
京湾横断道路完成、京都議定書採択

韓国で日本文化解禁へ
Google創業
Windows98発売

長野五輪
和歌山毒物カレー事件 橋本龍太郎

小渕恵三

那須水害発生 65歳以上人口が14歳以下人口を上回る
実質経済成長率0.7％減戦後最悪記録
ゼネコン会社更生法申請相次ぐ

コソボ紛争 ノストラダムスの大予言
自衛隊が初の海上警備行動
iモード携帯が普及

小渕恵三
日光の社寺が世界遺産登録
とちぎテレビ開局

ＰＦＩ法成立
東京都、予定価格を事前公表
民事再生法制定

分断後初の南北首脳会談
ﾛｼｱ原潜事故、プーチン大統領就任
フジモリ大統領罷免

Google日本語開始、小渕首相急死
雪印集団食中毒事件、ＩＴﾊﾞﾌﾞﾙ崩壊
高橋尚子が世界記録で金メダル

小渕恵三
森　喜朗

福田昭夫知事就任
日光田母沢御用邸記念公園、イタリア大使館
別荘記念公園オープン

渡辺文雄
福田昭夫

H30年度までに公共工事ｺｽﾄ30％縮減を閣議
決定、那珂川町馬頭広重美術館オープン
住宅性能表示制度施行

ニューヨークで同時多発テロ
アフガニスタン戦争

本格デフレ時代に突入、狂牛病騒ぎ
小泉内閣発足 森　喜朗

小泉純一郎

日光アイスバックスとちぎ設立
宇都宮信金、大日光信組、馬頭信組等経営
破綻、なかがわ水遊園ｵｰﾌﾟﾝ

中央省庁再編、国土交通省発足
公共工事入札契約適正化法施工

ユーロ発足 日韓Ｗ杯、日本代表ベスト１６入り
拉致被害者の一部帰国実現
「ゆとり教育」導入

ゆとり教育へ転換、学校週休５日制
東武百貨店大田原店オープン
西武百貨店宇都宮店閉店

ダンピング受注排除緊急対策
丸の内再開発本格化 酒井　淳

本澤宗夫

イラク戦争 イラクに自衛隊派遣
ソニーショック（ソニー株は最安）
中国でＳＡＲＳ大流行

足利銀行破綻、一時国有化決定
宇都宮北道路開通、ﾛﾋﾞﾝｿﾝ閉店
佐野ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄがオープン

六本木ヒルズオープン

スマトラ沖地震
マドリード列車爆破テロ事件

ヨン様ブーム
イチローが大リーグ記録更新
新潟中越地震

福田富一知事就任
ベルモール、ジョイフル本田オープン 福田昭夫

福田富一

中国で大規模反日デモ
米ハリケーンーカトリーナ

郵政解散、郵政民営化
ホリエモンが時の人、YouTube始動
ＪＲ福地山線脱線事故

今市小１女児連れ去り殺害事件
小山ゆうえんち閉園
奥日光の湿原ラムサール条約へ

公共工事の品確法施工
姉歯耐震強度偽装が発覚
省エネ法改正

フセイン元大統領の死刑執行
タイ軍事クーデター

ﾊﾝｶﾁ王子vsﾏｰ君、WBC侍ｼﾞｬﾊﾟﾝ優勝
ライブドア事件、ワンセグ開始
荒川静香イナバウアーでトリノ五輪金

小泉純一郎
安倍晋三

市町村合併進む 改正独禁法施工（脱談合）
国交省がﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞのしわ寄せ排除対策

バンコク連続爆弾テロ
Appleが初代iPhone発売

食品偽装相次ぐ（不二家・赤福等）
消えた年金、新潟中越沖地震
ネットカフェ難民が表面化

安倍晋三
福田康夫

サッカー栃木ＳＣのＪリーグ準加盟
栃木ブレックス発足
県庁舎落成

気象庁が「緊急地震速報」運用開始

チベット暴動
四川大地震

リーマン・ショック、SNS開始
秋葉原無差別殺傷事件
中国冷凍餃子事件、石川遼プロ転向

福田康夫
麻生太郎

足利銀行の受皿が野村グループに決定
プロ自転車宇都宮ブリッツェン発足
那須ｶﾞｰﾃﾞﾝｱｳﾄﾚｯﾄがオープン

公益法人改革がスタート
省エネ法改正、改正建築士法（３年毎の講習
義務化、構造・設備一級）

オバマ大統領就任
自然エネルギーブーム

民主党大勝政権交代
派遣切り社会問題化
裁判員制度スタート

麻生太郎
鳩山由紀夫

足利事件無罪判決
「みんなの党」結成
「とちぎ和牛」が日本一獲得

土木4団体が統合、道路特定財源廃止へ、住
宅瑕疵担保履行法施行、国交省告示第15号
（業務報酬）改正

チリ崩落事故
延坪島砲撃事故
ミャンマーで２０年ぶり総選挙

尖閣事件
iPhone4大流行
ＡＫＢ４８アイドルブーム本格化

鳩山由紀夫
菅　直人

結城紬がユネスコ文化遺産に登録
ブレックス初の日本一に
キリン栃木工場閉鎖

次年度公共事業予算、前年度比18.3％減（建
設投資額42兆円）
羽田空港Ｄ滑走路供用開始

アラブの春
ウォール街占拠運動
イギリス大規模暴動事件

東日本大震災、LINE開始
なでしこジャパンがＷ杯優勝
ブラック企業が一般概念化

菅　直人
野田佳彦

北関東道全線開通、とちまる君誕生
脱ゆとり教育の転換
那須平成の森が開園

大手3団体が統合
都知事、2020年オリンピック招致表明

シリア内戦激化
ギリシャ危機

自民党政権交代、日韓関係急速冷却化、尖
閣諸島国有化
山中伸弥iPSノーベル賞受賞

野田佳彦
安倍晋三

県南東部で竜巻被害
渡良瀬遊水池がラムサール条約へ
いちご「スカイベリー」誕生

復興庁発足、東京駅復元工事竣工
東京ゲートブリッジ開通、
東京スカイツリーオープン

本澤宗夫
佐々木宏幸

アルジェリア人質事件
ボストンマラソンテロ

第二次安倍内閣、アベノミクス
PM2.5猛威
ＳＮＳ本格流行、iPhone5発売

足利銀行ＨＤが東証１部に上場
ゆるｷｬﾗｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘで「さのまる」優勝
足利鑁阿寺が国宝に

省エネ法改正

ＩＳ樹立
韓国セウォル号沈没事故
ロシアがクリミア編入

アナ雪旋風、消費税が8％に
謝罪ブーム（小保方、佐村河内守等）、御嶽山
噴火事故

記録的大雪、宇都宮で３２㎝
ひかりの郷日光国体開催
水泳荻野公介が大活躍

パリ同時多発テロ
シリア難民問題
ピケティ「２１世紀の資本論」

集団的自衛権の限定行使が可能に
ラグビーW杯で人気過熱
佐野エンブレム騒動

県初の大雨特別警報発令
足利学校が日本遺産に
日光東照宮４００年式年大祭

省エネ基準適合義務化（住宅・建築物）
パリ協定合意

ベルギー同時多発テロ
パナマ文書

ポケモンGO大ヒット、熊本地震
北朝鮮がミサイル連射
オバマ大統領が広島訪問

足利銀行ＨＤと常陽銀行が経営統合
作新、夏の甲子園で54年ぶり優勝
烏山山あげ・鹿沼今宮神社祭無形文化遺産
へトランプ大統領就任

ロヒンギャ問題
＃metoo

森友・加計問題、ビットコイン騒乱
プレミアムフライデー
藤井４段デビュー

栃木銀行が宇都宮証券を子会社化
日光東照宮陽明門、平成の大修理完了
栃木ブレックス、Ｂリーグで初代王者

働き方改革、適正な工期設定等のガイドライン
策定

史上初の米朝首脳会談
米中貿易戦争
エンゼルス大谷がＭＬＢ新人賞

自然災害相次ぐ（大阪・北海道地震、西日本
豪雨）
大坂なおみ全米優勝

小学校で道徳が教科化
ＪＲ栃木ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ開催
シャープ液晶テレビ生産年内終了

既存住宅インスペクション制度施行
民泊新法施行
日事連会長に佐々木宏幸氏就任

ドナルド・トランプ

小泉純一郎

安倍晋三

平成振り返りノート

福田富一

福田昭夫

渡辺文雄

湯澤　博

酒井　淳

佐々木宏幸

ジョージ・H・W・
ブッシュ

ビル・クリントン

ジョージ・W・
ブッシュ

バラク・オバマ

本澤宗夫

このエクセルデータを栃木県建築士事務所協会ホームページに
アップしますので、アレンジしてご活用ください。
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平成振り返りノート

作成：広報・渉外委員会　委員長　中村　清隆
作成：広報・渉外委員長　中村　清隆

平成 西暦 世界の出来事 アメリカ大統領 日本の出来事 総理大臣 栃木県の出来事 栃木県知事 建設業界の出来事
栃木県建築士
事務所協会長

貴　社　の　歴　史 売　上　高 税引き前純利益

ベルリンの壁崩壊
米ソが冷戦終結宣言

昭和天皇崩御、自粛ムード蔓延
バブル真っ最中、消費税導入（3％）
リクルート事件

宇野宗佑
海部俊樹

県内スキー場利用者１００万人突破
わたらせ渓谷鉄道営業開始
ロビンソン宇都宮店オープン

横浜ベイブリッジ開通（世界最大）
建設工事受注総額が史上最高額

ペルーでフジモリ大統領誕生
韓国・北朝鮮初の首脳会談
ドイツ再統一

日経平均大暴落（バブル崩壊）
秋山豊寛が日本人で初めて宇宙へ 海部俊樹

壬生～宇都宮　竜巻被害 不動産向け融資の総量規制始まる

湾岸戦争
ソ連崩壊

自衛隊ペルシャ湾派遣（湾岸戦争後）、雲仙
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千代の富士現役引退
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宮澤喜一
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日光自然博物館オープン
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きんさん・ぎんさん１００歳
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宮澤喜一
足尾トンネル開通
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建設投資額、過去最大（84兆円）
湯澤　博
田村　忠
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自民党が初の野党転落

宮澤喜一
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村山富市
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Windows95発売
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Google創業
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長野五輪
和歌山毒物カレー事件 橋本龍太郎

小渕恵三

那須水害発生 65歳以上人口が14歳以下人口を上回る
実質経済成長率0.7％減戦後最悪記録
ゼネコン会社更生法申請相次ぐ
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iモード携帯が普及
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民事再生法制定
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ﾛｼｱ原潜事故、プーチン大統領就任
フジモリ大統領罷免

Google日本語開始、小渕首相急死
雪印集団食中毒事件、ＩＴﾊﾞﾌﾞﾙ崩壊
高橋尚子が世界記録で金メダル

小渕恵三
森　喜朗

福田昭夫知事就任
日光田母沢御用邸記念公園、イタリア大使館
別荘記念公園オープン

渡辺文雄
福田昭夫

H30年度までに公共工事ｺｽﾄ30％縮減を閣議
決定、那珂川町馬頭広重美術館オープン
住宅性能表示制度施行

ニューヨークで同時多発テロ
アフガニスタン戦争

本格デフレ時代に突入、狂牛病騒ぎ
小泉内閣発足 森　喜朗

小泉純一郎

日光アイスバックスとちぎ設立
宇都宮信金、大日光信組、馬頭信組等経営
破綻、なかがわ水遊園ｵｰﾌﾟﾝ

中央省庁再編、国土交通省発足
公共工事入札契約適正化法施工

ユーロ発足 日韓Ｗ杯、日本代表ベスト１６入り
拉致被害者の一部帰国実現
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東武百貨店大田原店オープン
西武百貨店宇都宮店閉店

ダンピング受注排除緊急対策
丸の内再開発本格化 酒井　淳

本澤宗夫

イラク戦争 イラクに自衛隊派遣
ソニーショック（ソニー株は最安）
中国でＳＡＲＳ大流行
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佐野ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄがオープン

六本木ヒルズオープン

スマトラ沖地震
マドリード列車爆破テロ事件

ヨン様ブーム
イチローが大リーグ記録更新
新潟中越地震

福田富一知事就任
ベルモール、ジョイフル本田オープン 福田昭夫

福田富一

中国で大規模反日デモ
米ハリケーンーカトリーナ

郵政解散、郵政民営化
ホリエモンが時の人、YouTube始動
ＪＲ福地山線脱線事故

今市小１女児連れ去り殺害事件
小山ゆうえんち閉園
奥日光の湿原ラムサール条約へ

公共工事の品確法施工
姉歯耐震強度偽装が発覚
省エネ法改正

フセイン元大統領の死刑執行
タイ軍事クーデター

ﾊﾝｶﾁ王子vsﾏｰ君、WBC侍ｼﾞｬﾊﾟﾝ優勝
ライブドア事件、ワンセグ開始
荒川静香イナバウアーでトリノ五輪金

小泉純一郎
安倍晋三

市町村合併進む 改正独禁法施工（脱談合）
国交省がﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞのしわ寄せ排除対策

バンコク連続爆弾テロ
Appleが初代iPhone発売

食品偽装相次ぐ（不二家・赤福等）
消えた年金、新潟中越沖地震
ネットカフェ難民が表面化

安倍晋三
福田康夫

サッカー栃木ＳＣのＪリーグ準加盟
栃木ブレックス発足
県庁舎落成
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麻生太郎
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省エネ法改正、改正建築士法（３年毎の講習
義務化、構造・設備一級）

オバマ大統領就任
自然エネルギーブーム

民主党大勝政権交代
派遣切り社会問題化
裁判員制度スタート

麻生太郎
鳩山由紀夫

足利事件無罪判決
「みんなの党」結成
「とちぎ和牛」が日本一獲得

土木4団体が統合、道路特定財源廃止へ、住
宅瑕疵担保履行法施行、国交省告示第15号
（業務報酬）改正
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尖閣事件
iPhone4大流行
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鳩山由紀夫
菅　直人
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ブレックス初の日本一に
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コ  ラ  ム

女性にもてるためのワイン講座（10）
広報・渉外委員会　副委員長　新井　　孝

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様へ、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７回目で、テーマはイタリアのワインです。

イタリアはフランスと並ぶワインの大生産国です。ブ
ドウの栽培面積 105 万 ha、生産量 700 万㎘で毎年フ
ランスと１、２を争っています。ブドウ栽培者の数は約
126 万、その３割以上が自らワインを醸造していますが、

フランスのシャトーのような飛び抜けて知名度の高い生
産者はごくわずかです。その代わりに非常に大規模で、
かつ近代的な設備を持った有力ワイン商が安定した品質
のワインを作り出しています。

イタリアは細長い国土のほとんど全域にわたってワイ
ンを生産します。現在、生産量の多いのが南部で、北
部に知名度の高いワインが多くなっており、中でも、ピ
エモンテ、トスカーナはイタリアにおける横綱地域と
なっています。他に、ヴェネト、エミリア・ロマーニャ
が知られています。1963 年にワインの生産地区を規
定し、銘醸ワインとしての個性をはっきりさせる法律
が制定されました。フランスにはワインの法律で規
制された原産地呼称統制ワイン　略して AOC があ

りましたが、イタリアではワイン
法「DOC 法｣ です。「最高品質」の
１．DOCG（統制保証付原産地呼
称ワイン )、ブドウの種類や製法が
基準を満たす２．DOC（統制原産
地呼称ワイン）、ひとつの地域のブ
ドウが85％以上使っている地酒３．
IGT（地域特性表示ワイン）、生産
地の表示が無い４．VdT（テーブ
ルワイン）となっています。しかし

2009 年からは。EU の統一基準
により、１．DOP（保護

指定原産地呼称ワイン）
従来格付けの DOCG と
DOC が 統 合 さ れ た も
の、 ２．IGP（ 保 護 指
定地域表示ワイン）従
来格付けの IGT に当た

る も の、３．VINO 従 来
格付けの VdT に当たるも

のとなっています。イタリア
では従来格付け表記と EU 統一

基準の両方が使用されています。
ご注意ください。

ITARY/ イタリア
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ピエモンテ州の赤ワインではイタリア版 ｢ワインの王
様、王様のワイン｣ と別名のあるバローロなどのネッピ
オーロ種から作られるワインやドルチェット種、バルベ
ラ種のワインが有名です。白ワインの代表は香り高いマ
スカット種の個性を生かしたやや甘口のアスティ スプマ
ンテがあり、ピノ種からの辛口のスプマンテも有名です。

トスカーナ地方は、古い町フィレンツェを中心とし、
イタリアワインの代名詞ともいえるキャンティがあり、
ツトに包まれたフィアスコのユニークなボトルは世界中
で愛されています。ブドウ品種はイタリアで国民的人気
のサンジョベーゼから作られます。キャンティはコベル
ノ・ディ・トスカーナという独特な方法が使われ、特有
のコクがあります。これは発酵の進んだワインに、別に

風干したブドウの果汁を一部加えて再び発酵させるので、
コクとともにフレッシュさも加わるのです。「キャンティ・
クラシコ」はクラシッコ地区の伝統的な製法で長く熟成
させ、風味とコクが強く感じられます。

ヴェネト州の中心ともいえるヴェロナ地区は「ロミオ
とジュリエット」の舞台となった町として知られていま
すが。その近郊にヴァルポリチェッラがあり、まろやか
な口当たりの軽い赤ワインを産します。近くのソアーヴェ
には、薄い麦わら色をした独特の風味を持つ辛口白ワイ
ンがあります。ヴェロナの北にあるバルドリーノととも
に、ヴァルポリチェッラ、ソアーヴェは、ヴェネトを代
表する３大ワインです。

イタリアではワインは「水より安い」といわれ、計り
売りで１リットル１～２ユーロ（100 ～ 300 円）で買
えるようです。日本でも、イタリア料理店はたくさんあ
りキャンティー、ソアーべ、バローロは大人気です。手
軽なイタリアワインで、同伴者とワイン談議に花を咲か
せてみてはいかがでしょうか。

参考文献：World Wine Catalogue 1992 by Suntory

アンフォリオ
バルベラ ダルバ　赤□
'89/750ml・1,800 円　YNR89

白ワイン用のマスカット種と共に、ピエモンテ地方の代表的
赤ワイン用品種のバルベラからつくられるポビュラーな赤
ワイン。酸味とコクの釣合いがとれたほどよい若さ、やや明
るい色が特徴です。２年熟成後出荷され、中でもこのアルバ
地区のバルベラが特に有名です。

■ミディアム。

アンフォリオ
ドルチェット ディ ディアーノ ダルバ　赤□
'89/750ml・2,000 円　YND89

やや紫色を帯びた濃い赤色。心地よい若々しさを感じさせる
個性的な香りを持ち、辛口ながらも厚みのある味でバランス
もよく、肉料理と楽しめるワイン。ドルチェット種の DOC
ワインの中でも評判の高いディアーノダルバ地区のワイン
で、アルバ南方のフェノ村付近の産です。

■ミディアム。

ルフィーノ キャンティ　赤□
'90/750ml・2,000 円　YRCH90
'90/750ml・1,400 円　YRCM90

フィレンツェからシエナに広がる地区が世界的人気を誇る
DOCG 赤ワイン、キャンティの産地。発酵の終わりに近づ
いたワインに、半乾燥ぶどうのしぼり液を加え再び発酵させ
る「ゴベルノ法」で、独特のスッキリした渋味をつくり出し
ています。清涼感を伴った刺激的な味わいは、油っこい料理
に最適です。
■ミディアム。

ルフィーノ トスカーノ
ビアンコ フロレンタイン　白□
'90/750ml・1,500 円　YTF90
'89/375ml・    900 円　YTFM89
'89/1,500ml・2,600 円　YTFW89

トスカーナ地方の白ワインは現在のところまでまだ DOC に
なっていませんが、近い将来に指定されると考えられていま
す。ルフィーノ　トスカーノ　ビアンコは、辛口で爽やかな
口当たりの人気のワイン。ワインのフレッシュさを長持ちさ
せ、フィアスコ製造の手間を省いて合理化したお買い得な一
瓶です。
❶の辛口。

アンフォリオ
バローロ　リゼルヴァ　赤□
'85/750ml・3,500 円　YNL85

バローロは「赤ワインの王様、王様のワイン」と呼ばれイタ
リアワインの中でも最も高い評判を持ち、DOCG にも最初
に昇格しています。よく熟したネッビオーロ種からつくられ
る重厚な風味で最低 3 年熟成、うち２年は樽熟が決められ
ていますが、リゼルヴァは５年の熟成が義務づけられていま
す。
■フルボディ。

アンフォリオ
ガヴィ　　　　白□
'90/750ml・2,500 円　YNG90

ピエモンテ州東南の小村ガヴィ周辺、コルテーゼ種からつく
られます。恵まれた生育条件、安定した品質により、生産
量が少ないながらも高い人気を得ています。ワインは酸が高
め、コクはほどほどですが、芯の感じられる独特の個性があ
ります。バランスのとれた風味で、魚料理などに特におすす
めの一瓶です。
❶の辛口。

ルフィーノ キャンティ
クラッシコ アッツィアーノ　赤□
'89/750ml・1,900 円　YRA89

ルフィーノ社はキャンティ クラッシコ地区にモンテマッソ、
ザノ、ノザーレの三大ぶどう園を所有しています。このワイ
ンはザノのワイン。ザノは海抜 250m、1009 年の古文書
にもアッツィアーノの古名でワインづくりが行われていた
ことが記されているキャンティ クラッシコ中、最良の土地
です。
■ミディアム
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LCC（ライフサイクルコスト）の考え方
全国の自治体は総合管理計画の立案に当たり、建築保

全センターやふるさと財団、BELCA 等の各団体から発
表されている LCC の資料を参考にして、建物の中長期
保全計画を作成した事と思います。実際に発表された総
合管理計画の中で、この先の建物維持に掛かる費用があ
まりに高額な数値となっている事に多くの人が驚いた事
でしょう。

実際に現在まで使われてきた様々な建物について、こ
れまでに修繕に掛けて来た費用は平米当たり数百円の規
模が各自治体の実態の様です。多少の傷みでも我慢して
使い続けて最低限の修繕に留め、更新時期を待って建て
替えるというのがこれまでの考え方でした。

今回の総合管理計画を作成したことにより、新築時の
建設投資とその後の修繕費の総額を比較すると、今回の
総合管理計画で見込まれる修繕費の金額の合計の方が、
はるかに高い事に気が付くと思います。つまり人口が減
少し、税収入も減る事が見込まれる中で、建物を安く長
く使い続ける為に、適正な保全費用を掛けて建物の寿命
を伸ばして使い続けるのが本来の目的であったはずです
が、これまでの管理手法のまま多少の痛みも我慢して使
い続け、耐用年数が来たら建て替える方が安い事になっ
てしまいます。これでは何の為に総合管理計画を作成し、
次に個別施設計画が必要なのか分からなくなってしまい
ますが、各団体が発表している LCC の指標が間違えて
いるわけではありません。

本来の機能を適正に維持する為の費用として、建物や
各種設備の専門家が算出した金額ですので、極端に言え
ば新築時の機能・性能を維持したまま次の更新時期まで
持たせる為に必要な費用と考えれば理解できます。車で
例えると、部品が減っていようがいまいが、メーカーが
推奨する定期交換部品を車検時に全て取り替えるメンテ
ナンス手法とするか、車検とは無関係に各部品が使えな
くなるまで使ってから交換するメンテナンス手法とする
か、所有者の管理に対する考え方次第ですので、どちら
の手法も正解ですが、当然後者の方が維持費は安くなり
ます。

中長期計画から単年度予算の立案へ
それではこの LCC を利用して作成された中長期管理

計画に基づいて、実際の次年度予算計画はどのようにし
て作成される事になるのでしょうか。例えば市内に学校

が何校もあり、事務庁舎も大量に抱えている自治体であ
れば、本当に理想とする保全状態を保つ必要があるかは
別としても、LCC 表から求められたその年の理想とする
修繕費計画額はそんなにぶれる事は無いと思います。

問題は学校が 2 校、事務庁舎も 3 棟しか無い小規模自
治体を想定した場合です。仮に新築から経過年数が同じ
20 年の建物でも、ディテールや材料の選択を含めた設
計精度、更に施工管理の問題により、そこに掛かる修繕
費の差が倍半分では納まらない程の差となる事がある事
は周知の事実です。

LCC 表にある平均値がそのまま適用できると考えるの
は、その平均値を求める為に母数とした平均的な自治体
規模までであり、当然それより小さな自治体では、作成
した中長期の表からそのまま来年度の予算要求の資料が
作れる事などあり得ません。つまり次年度予算計画の作
成に当たっては、実際の建物の傷み具合を個別に評価し
て積み上げる以外に方法はありません。

実際に民間企業ではどのように対処しているでしょう。
FM 手法を採用している民間企業であれば当たり前の手
法ですが、毎年建物を点検し、各部位や設備の劣化の進
行状況を把握し、その劣化度の進行状況に応じて、来年
度の修繕が必須と思われる物を「A」、緊急ではないがこ
の 2 ～ 3 年には修繕が必要となるであろうと思われる物
を「B」、修繕が必要な時期が数年以内に近付いており、
その劣化度の経過を観察する必要があるものを「C」と
して分類するなどの手法で、その修繕費を事前に把握し、
後はその年の会社の収支状況に応じて、経営状態が良い
時は「A」+「B の一部を前倒し」とし、経営状態が悪け
れば「A を更に精査し、特に緊急度の高いものだけ」を
実施する等について、例えば外部足場を共用できる工事
をまとめたり、修繕対象のフロアー単位や室単位で工事
をまとめたりなど、建築工事に関する専門的な知識を基
に、施設の運営をマネジメントするのがファシリティマ
ネジャーの役割としています。

ここでもう一つ重要な事は、修繕費のコントロールは
このような手法でマネジメントされていますので、最悪
の場合は全ての修繕を中止する事も有り得ます。つまり
建設投資（更新）は投資回収が見込まれるのであれば借
金をしてでも行いますが、修繕工事については借金をし
てまで行う事は通常有り得ないという事です。

コ  ラ  ム

中長期保全計画から個別施設計画そして単年度計画へ
広報・渉外委員会　副委員長　大髙　宣光
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地方自治体においてこの建設投資に当たる更新は投資
回収が見込まれる場合ではなく、補助金の適用などの資
金計画が整った場合という事になるのでしょう。単純に
中長期計画にある建て替え時期が来たので来年建て替え
ましょう、などとは民間においても自治体においてもあ
り得ません。

これまで地方自治体の発注者能力向上を目指して品確
法の改正や、CM 手法の採用など様々な施策が講じられ
てきましたが、これらは全て個別案件の工事発注に対し
ての手法ですので、修繕費や建設投資についての年度予
算策定に関わる自治体の発注者能力向上に関する具体的
な対応策については、これまで何処からも示されてきま
せんでした。このため建築技術職が居ない小規模な自治
体において、この単年度予算の策定に関わる修繕の優先
順位と概算費用の算出は議会対策も含め、頼る人もいな
い大変難しい作業です。

新たな取り組み
今回この問題に関して新たな手法の検討を進めている

のが秋田県の藤里町です。先程の車の例の様に事前に用
意されたマニュアル通りに定期交換するのであれば、自
らその取り換え時期を見極める能力が無くても維持は可
能ですが、多少の修繕に関する知識があり、身近にアド
バイスを貰える専門家がいたとしましょう。その条件が
整っていて少しでも安く長く安全に使い続けたいと思え
ば、自ら点検し、専門知識のあるアドバイザーに意見を
求め、民間の手法と同様の FM 手法により、ABC 分類を
行い、単年度計画をまとめる手法で建物の維持管理を進
める手法に町全体の施設管理を変えようとしています。

この手法には小規模自治体特有の大きな意味がありま
す。つまり、役場の職員も各集落の住民であり、皆が顔
見知りの中で仕事をしていますので、単に全国平均を基
に作成した資料に基づいて、何年までに施設を統廃合す
るとの説明では、各集落個別の事情が反映されませんし、
役場の独断だとの反対が起きる事もありますが、何時ま
でその施設を使い続けるか、統廃合するのか、その為に
どこまでお金を掛けるのか、この判断の基となる資料を
職員自らの理解と行動により点検し、まとめた資料を示
すことが、職員も地元の住民であり、結局は住民の理解
を得る一番の近道だと考えたのです。

この為に藤里町では、管理する建物を持たない組織も
含めた役場の全ての係長を集めて、各課で自ら点検した
各建物の修繕方針を皆で検討して情報を共有し、予算配
分の案までを決める係長会議の場を用意しました。参加

者は次の世代を担う係長だけとしたところにも、自ら考
え、そこに町の将来を託すと言う強い思いが現れている
のだと思います。

当然この手法を進めるためには、FM の専門家による
アドバイスを受ける体制も整え、夫々の建物毎に用意さ
れた個別の点検マニュアルを基に、この専門家と共に各
建物を実際に回り、現地で点検調査の手法を学びました。

全国で個別施設計画の策定が始まる中で、平均値に基
づいた建物の修繕費や、住民一人当たりに換算した建物
の管理面積について、これを全国平均に近づけるための
計画を立て、資料作りが行われている様に見えますが、
各地域には今の実情と、そこに至るまでの歴史と事情が
あり、この先のその集落の在り方についても、夫々違っ
た見込みや思いが有るはずです。

そもそも修繕費が掛かっていない建物を減らす必要も
ありませんし、無い袖は振れない財政状況の中で、町全
体の施設の修繕について、その優先順位と費用について、
土地建物の管理に直接かかわらない部門も入れた役場全
体の合意の中で進めていく手法は他には無い事例だと思
います。

発注者能力の向上のために
この検討の中で見えてきたことの一つに、「FM の専門

家から見て良く出来た建物は、その後の維持管理費にお
金がかからない。」との事実でした。築後 20 年から 30
年程度でも、高額な修繕費が掛かり続ける建物の多くは、
鉄骨造か鉄筋コンクリート造で、その材料選定やディー
テールに問題があり、この原因が発注者能力の問題に直
結していた事です。

木造の場合は長い年月の中で習練された技術がありま
すが、陸屋根や外部建具の納まりなどでは、適切な設計
に基づく材料の選択とディテールと良い施工管理があれ
ば、こうはならなかったと思われるトラブル事例が大変
多かったのです。小規模な自治体には、ここに気付き、
これを管理指導出来る建築技術系の職員はそもそも居ま
せんので、この様なトラブルを未然に防ぐ手法はありま
せんでした。

今回の藤里町の取組により、完成後の建物の何処にど
のようなトラブルが発生するのか、これを全て情報共有
した事から、発注者能力の向上に大きく寄与した事は間
違いありません。しかもそこに FM の専門家によるアド
バイスがもらえる仕組みを組み合わせる事で、これから
の小規模自治体に必要な発注者能力の向上とその後の管
理手法として、大変参考になる取り組みだと思います。
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地盤トラブル
有限会社　日事連サービス 
アドバイザー  中　川　孝　昭

昭和58年11月1日に日事連・建築士事務所賠償責任保

険(建賠保険)は発売されました。年が改まり、平成の年号

が31を刻むまで、考えてみますと気の遠くなるような月

日が流れました。思い起こしますと、この保険の最初の説

明会は広島市で開催されました。初めての事故と2番目は、

ともに地盤の組織にかかわる事故でした。そして、不思議

な巡り会わせで、2件とも広島県内での出来事です。最初

の事故の時に、保険業界に転ずる前に在籍していたドイツ

の機械メーカでの経験もよみがえりました。これもなぜか

広島県での出来事でした。

新幹線の安芸工区でトンネル工事の際に、そこで大活躍

していたクラッシャーの重量2トンもある片歯が破損し、

ドイツ人技術者を慌てさせた事件を体験していました。広

島県は頑丈な地盤に覆われているという先入観が、その時

から私を支配していたようで、建賠保険の事故当時は、と

ても意外な気がしていました。一つは竹原市、もう一方は

広島市内で起こったものです。

その10数年後には、東北地方で同一施主の量販店建物が、

相次いで不同沈下の事故に見舞われました。昔は葦が生い

茂っていたような土地だったのかもしれません。新しい国

道沿いの、もっとも安価な土地を手配し、うまく行ったら

儲けものというギリギリの店舗展開だったのでしょうか？

設計者に対する賠償請求の仕方も手馴れたもののようでし

たので、とても複雑な気持ちでした。設計ミスだと責任追

及を受けた設計者に対しても、それこそ同情の念を禁じ得

ない“えげつない”と思える賠償請求でした。

当然のことながら、その損害額は半端な数字ではありま

せんでした。ご存知の通り建賠保険では、こうした地盤の

組織にまつわる事故の時には、設計者の責任額の60％が

保険金の支払いの対象となります。これらの事故の当時は、

この比率が50％でしたから、事故を起こした設計者の方も、

大変だった筈です。

責任の所在が不明確
ところで建賠保険とは全く関係ありませんが、東北地方

のある市で起きた土地の造成をめぐる出来事があります。

思い込みの激しい私の頭の中には「理不尽とも思える市の

起こした損害賠償請求事件」としてインプットされていま

した。最近になって、ウェブ上に地元市議会議員の「復興

情報」として、アップされている文書を見つけ出しました。

「造成地に規格外の石埋設」というタイトルに引き込まれて、

2016年1月30日付の記事を読み進むと、私の妄想してい

たような造成工事を引き受けた業者の「運が悪かった事件」

では片づけられない、複雑な事情のあることが判明しまし

た。

最大径70cmもの大きな石が出たというのですが、それ

自体、土砂を運び込んだ業者の仕業かどうかもわからない

ようです。もともとそこに埋まっていたのかもしれません。

造成工事を請け負った建設会社の抗弁のようですが「大

きな石は持ち帰ってもらい、搬出先（原文のまま・搬出“元”

の誤り？）の業者に依頼したが改善されず、市の監督員に

相談したら『大きい石は表面に出さないように指示があっ

た』と主張しています。」

この大石の存在は、くい打ち工事のための試掘調査で発

覚したことになっていますが、少なくとも、既に造成時点で、

工事を請け負っていた建設会社は、70cmのものだけでは

なく多くの大石の存在を知っていたことになり、その点で

は責任追及を受けても仕方がないと思います。「市の監督員

に相談・・・」という点に関しては、市の方で否認してい

るようですが、実際は、どうなのでしょう？ どこかで誰か

の「忖度」が・・・。

このように、地盤の組織に問題が起こると、被害額が大

きくなり、その責任の所在が不明確なことが多く、そのた

めもあって、前述の通り保険の引き受け手である保険会社

としては、60％の掛け算をせざるを得ないのです。因みに、

地盤トラブル
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上にご紹介した事件も、「損害賠償8500万円の調停へ」と

レポートされていました。

持ち主の運が悪かっただけ
建賠保険の事故相談をお引き受けする中で、私の学んだ

ことは、地盤の組織にまつわる事故の多くが、元をただせ

ば、地盤の持ち主の運が悪かっただけの話であるというこ

とになります。地中から大きな石が出てきて処置に困ると

いう点では、関係者はみな被害者ですが、それを見つけた

人までが責任問題に巻き込まれることがしばしば起こりま

す。私には不思議でなりません。

トラブル予防のためには、調査に万全を期し、正確なデー

タを入手することが最重要の課題です。経費の都合で、万

全を期しえない責任は発注者が負うべきです。とはいえ、

万一の事故の時には「私は建築のことは素人で、何もわか

らない。だから専門家に頼んだのだ。そんなに大切な調査

なら、建築のプロとして、どうしてもっとしつこく言って

くれなかったんだ。金なら出したのに。」などと、責任転嫁

の決まり文句が登場することになります。そうした点にも

備えなければなりません。

調査ではわからなかった異物が発掘され、あるいは、地

耐力が不足していることが発覚して、工期の遅延や追加工

事の必要性が発生しても、それらは「不可抗力」によるも

のであって、自分には責任がないことを設計者は明確にし

ておくことです。

地盤トラブルの備えとして、残念ながら、建賠保険は万

全とは申せません。仕事をお引き受けになる前に、責任の

及ぶ範囲を明確にし、打合せ記録として書面に残し、確認

を求めておくことがリスク回避のためにはとても重要な作

業となります。

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

地盤トラブル
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 8月
  3・広報・渉外委員会開催　　　　　　　　　　 協会会議室で開催
　  ・日事連会長就任祝賀会実行委員会開催　　　 協会会議室で開催
21・定例常任理事会（15：00～）･定例理事会（16：00～）開催 協会会議室で開催
22・技術研修委員会開催 協会会議室で開催
24・第1回次世代創造委員会専門職種セミナー設備編開催 協会会議室で開催
　  ・次世代創造委員会開催 協会会議室で開催
27・広報・渉外委員会開催 協会会議室で開催
28・日事連第4回全国大会実行特別委員会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
29・平成30年度「適合証明技術者業務講習」開催 栃木県総合文化センターで開催 （参加者70名）
　  ・日事連「建築設計業務における設計図書の電磁的記録による作成と保存のガイドライン」の普及促進のための講習会ＷＧ
 日事連会議室で開催 （山崎良知副会長出席）

  9月
  5・業務運営委員会開催 協会会議室で開催
  6・平成30年度第2 期建築士定期講習開催 とちぎ福祉プラザで開催 （参加者29名）
　  ・日事連正副会長会議 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
　  ・日事連常任理事会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
11・第155回日事連関東甲信越ブロック協議会 日事連会議室で開催

（佐々木宏幸会長・山崎良知・田村哲男・安藤寛樹副会長・藤田公行事務局長出席）
12・日事連青年話創会 日事連会議室で開催 （本澤崇理事出席）
　  ・会員交流委員会開催 協会会議室で開催
　  ・日事連会長就任祝賀会実行委員会開催 協会会議室で開催
13・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33名）
14・とちぎの元気な森づくり県民会議企画員会議 県庁北別館会議室で開催 （君島広之常務理事出席）
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

（小林基委員長・君島広之・須藤康則副委員長・佐藤秀夫・横松邦明委員出席）
21・栃木県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」　　栃木県建設産業会館研修室で開催 （渡邉有規常務理事出席）
25・日事連会長就任祝賀会実行委員会開催 協会会議室で開催
26・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
27・佐々木宏幸会長日事連会長就任祝賀会開催　　 宇都宮東武ホテルグランデで開催 （参加者209名）
28・次世代創造委員会開催 協会会議室で開催

  10月
  5・日事連青年話創会2018東京開催 ＴＫＰ新橋カンファレンスセンターで開催 （本澤崇理事以下6名参加）
　  ・日事連第42回建築士事務所全国大会（東京開催） 帝国ホテルで開催 （佐々木宏幸会長以下15名参加）
  9・会員交流委員会開催 協会会議室で開催
　  ・業務報酬基準改定委員会 建築技術教育普及センター会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
10・「とちぎ建築プロジェクト2018」実行委員会開催 協会会議室で開催
11・日事連教育情報委員会 日事連会議室で開催 （山崎良知副会長出席）
12・平成30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）
13 ～ 14・とちぎ住宅フェア開催 マロニエプラザで開催 （参加者延6354人）
16・「とちぎ建築プロジェクト2018」実行委員会開催 協会会議室で開催
17・日事連業務報酬基準ＷＧ 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
18・技術研修委員会開催 協会会議室で開催
24・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2018」実行委員会開催 協会会議室で開催
25・次世代創造委員会開催 協会会議室で開催
29・耐震診断事前審査会 協会会議室で開催
　  ・建築設備士試験委員会 建築技術教育普及センター会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
　  ・日事連「建築設計業務における設計図書の電磁的記録による作成と保存のガイドライン」の普及促進のための講習会ＷＧ
 日事連会議室で開催 （山崎良知副会長出席）
30・日事連全国大会実行委員会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）

  11月
  5・「とちぎ建築プロジェクト2018」実行委員会開催 協会会議室で開催
  6・耐震診断判定会開催 協会会議室で開催
  8・会員交流委員会開催 協会会議室で開催
  9・広報・渉外委員会開催 協会会議室で開催

協 会 日 誌

協会日誌
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12・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）
　  ・平成30年度官公需確保対策地方推進協議会 栃木県庁研修館研修室で開催 （柴田隆子職員出席）
13・日本赤十字社有功章等の伝達式 栃木県公館で開催 （田村哲男副会長出席）
　  ・次世代創造委員会開催 協会会議室で開催
　  ・とちぎ木づかい促進協議会第2回実務者会議 栃木県河内庁舎会議室で開催 （山崎良知副会長出席）
14・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・高田祥子職員出席）
14 ～ 19・平成30年度海外研修・親睦旅行（ローマ・フィレンツェ） （参加者24名）
19・とちぎ建設技術センター 50周年記念祝賀会 宇都宮東武ホテルグランデで開催 （田村哲男副会長出席）
20・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）
21・日事連第1回建築士事務所の業務環境改善ＷＧ（Ｗeb） 日事連会議室及び協会会議室で開催
  日事連会議室（佐々木宏幸会長・本澤崇理事出席)
 　　　　　　　　　　　  協会会議室　  （田村哲男副会長出席）
　  ・「とちぎ建築プロジェクト2018」実行委員会開催　　　 協会会議室で開催
　  ・栃木県県土整備部建築課との意見交換会 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）
22・平成30年度栃木県雇用改善推進大会 ホテル東日本宇都宮で開催 （佐々木宏幸会長出席）
26・日事連第1回青年ＷＧ(Ｗeb) 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長・本澤崇理事出席）
27・「とちぎ建築プロジェクト2018」開催 宇都宮東武ホテルグランデで開催 （参加者150名）
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・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33名）
30・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
  3・構造設計一級建築士講習修了考査問題会議 建築技術教育普及センター会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
  4・定例常任理事会（15:00～）・定例理事会（16:00～）開催 宇都宮東武ホテルグランデで開催
  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）
　  ・栃木県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」
 宇都宮市文化会館会議室で開催 （渡邉有規常務理事出席）
  6・平成30年度第3期建築士定期講習開催 とちぎ福祉プラザで開催 （参加者31名）
  8・業務報酬基準改定委員会 建築技術教育普及センター会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
11・平成30年度「防火設備定期検査および特定建築物定期調査の実務講習会」開催
 栃木県教育会館で開催 （参加者24名）
12・会員交流委員会開催 協会会議室で開催
13・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）
14・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 
  （小林基委員長・君島広之副委員長・佐藤秀夫・横松邦明委員出席）
15・県南支部総会 足利市東葉館で開催 （出席者17名）
19・第156回関東甲信越ブロック協議会 東京会会議室で開催

（佐々木宏幸会長・山崎良知・安藤寛樹副会長・小林基専務理事・藤田公行事務局長出席）
20・ 平成30年度栃木県震災建築物応急危険度判定参集・模擬訓練　栃木県庁北別館で実施

（小林基委員長・君島広之副委員長・阿久津信一・横松邦明委員参加）
　  ・広報・渉外委員会開催 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

協会日誌

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 大場工業
〒321-0943 宇都宮市峰町570-1　TEL 028（634）6560　FAX 028（635）0928
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協 会 活 動 通 信

平成30年度「適合証明技術者業務講習」
8月29日、栃木県総合文化センターにおいて開催されまし
た。
受　講　者：70名（うち他県より8名含む）
講 習 時 間：13：10~17：00
講習内容等：DVD映像講習

●中古住宅（フラット35・財形住宅融資）に
係る適合証明業務について

●中古住宅（フラット35）係る適合証明業務
について（リフォーム一体型）

●リフォーム融資係る適合証明業務について
●適合証明業務システムについて
●確認チェックシート回答

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成30年度

「一級/二級/木造　建築士定期講習」
9月6日、とちぎ福祉プラザにおいて開催されました。
受 講 者：29名
講習時間：9：30~17：30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成30年度 第3回新技術研修会
9月13日、パルティー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：33名
1．ハシモ(株)

●特殊建築物の定期調査報告における外壁の外装仕上剤
等の調査報告について

●国交省の技術的助言の内容説明と解説
●接着剤張りによるタイル外壁の10年点検における調査

方法の違いについて
●下地条件別の工法と検査記録について

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

源化について
●再生品である「ユニ・ソイル」について
●再利用実績の事例紹介

3．栃木キャノン事務機販売(株)
●サイバー攻撃の脅威と効果的対策について
●あらたな付加価値の創出
●技術的セキュリティについて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本建築士事務所協会連合会会長就任祝賀会
9月27日（木）、宇都宮東武ホテルグランデにおいて開催
されました。
出 席 者：209名
開催時間：18：00~20：00

第3回青年話
わ

創会（東京開催）
10月5日、TKP新橋カンファレンスセンターにおいて開催
されました。
参 加 者：6名
開催時間：13：00~20：30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第42回建築士事務所全国大会（東京開催）
10月5日、帝国ホテルにおいて開催されました。
参 加 者：15名
開催時間：13：00~20：30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
とちぎ住宅フェア
10月13・14日、マロニエプラザにおいて開催されました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成30年度海外研修・親睦旅行
（イタリア・フィレンツェ）
11月14~19日　イタリア（ローマ・フィレンツェ・ピ
サ・サンジミニャーノ・シエナ）
参加者：24名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
とちぎ建築プロジェクト2018
11月27日、宇都宮東武ホテルグランデにおいて開催され
ました。
基調講演等参加者：150名
懇親会参加者：79名
開催時間：13：45~19：15
●基調講演　
　講　師：noizパートナーgluon共同主催
　　　　　建築家　豊田 啓介 氏
　テーマ：「建築の情報化と建築家の職能」
●特別講演　
　講　師：慶応義塾大学院SFC 政策メディア研究科教授・
　　　　　IKDS代表　建築家　池田 靖史 氏
　テーマ：「デジタル・コンストラクションの国際的潮流」
●鼎談（ていだん）　
　パネリスト：豊田 啓介 氏、佐々木 宏幸 氏
　コーティネーター：池田 靖史 氏
　テーマ：「電脳国際化に向けた日本の建築界」
●懇親会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成30年度第4回新技術研修会
11月29日、パルティー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：33名
講習時間：13：30~16：30
１．アーキヤマデ㈱埼玉営業所

●2020年省エネ基準義務化に対応する呼吸する防水シ

協会活動通信
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ステムについて
２．パスキン工業(株)

●雨水浸透桝による水循環システム等について
●雨水処理計算方法について

３．ニチハ㈱ 宇都宮営業所
●窯業系サイディングの新しい耐火構造の工法
●オフセットサイディングとグリーンウッド法登録につ

いて
４．㈱栄住産業　北関東営業所

●木造住宅に特化したバルコニー・屋上防水、金属防水
技術・スカイプロムナード等、防水工法、緑化技術に
ついて

●事例紹介
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成30年度

「一級/二級/木造　建築士定期講習」
12月6日、とちぎ福祉プラザにおいて開催されました。
受 講 者：31名
講習時間：9：30~17：30

平成30年度
「防火設備定期検査および特定建築物定期調
査の実務講習会」
12月11日、栃木県教育会館において開催されました。
受 講 者：24名
講習時間：9：00~17：40
講義内容：一部DVD講習
　　　　　●建築基準法による定期報告制度について
　　　　　●防火設備定期検査業務基準の解説
　　　　　●防火設備定期検査業務基の実務
　　　　　●特定建築物定期調査業務基準の解説
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
県南支部　足利観光研修会及び総会・懇親会
12月15日、足利市内において開催されました。

「大谷石建造物の保全・活用のための
　　　耐震診断・補強ガイドライン」講習会
日　　時：平成31年２月21日（木）受付13：00 ～
講習時間：13：30 ～ 15：30
場　　所：栃木県教育会館５階小ホール

平成30年度
「一級／二級／木造　建築士定期講習」

日　　時：平成31年３月７日（木）受付９：00 ～
講習時間：９：30 ～ 17：30
場　　所：とちぎ福祉プラザ

県南支部総会・懇親会及び足利観光研修会
日　時：平成30年12月15日（土）17：00～
場　所：見学会－足利学校周辺　　　　　　　参加者： ６名
　　　　支部総会－東葉館（足利市葉鹿町）　参加者：17名
　　　　懇親会－東葉館　広間　　　　　　　参加者：16名

お知らせ

支部活動報告

国宝　鑁
ばん

阿
な

寺
じ

支部総会

お知らせ・支部活動報告
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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 6 階
　　　　　　TEL.03-5402-4181
仙台事務所：宮城県仙台市宮城野区榴岡 3-7-35　損保ジャパン 仙台ビル 8F
　　　　　　TEL.022-292-2084
埼玉事務所：埼玉県さいたま市中央区鈴谷 2-794
　　　　　　TEL.048-829-9196
茨城事務所：茨城県常陸太田市塙町 3601
　　　　　　TEL.0294-72-0876
盛岡営業所：岩手県盛岡市厨川 3-11-1
　　　　　　TEL.019-648-3050

ISO

9001・
14001

取
得

□意匠設計　　□リニューアル　□都市開発

□構造設計　　□監理業務　　　□環境・品質

□設備設計　　□調査診断　　　□ファシリティマネジメント

建築の質の向上を目指して
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広告

営 業 品 目

タイル・れんが工事、石工事、プレタイル製造

太陽光発電、リフォーム・外構工事、墓石工事

h t t p : / /www . h a s i m o . c o . j p

本社　〒324-0012 栃木県大田原市南金丸 2000
TEL 0287-24-0010 ㈹

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
東北営業所　宮城県仙台市青葉区愛子東1‒15‒24　　TEL 022‒226‒8455

レディーミクストコンクリート製造販売
限りある資源を有効活用し、地域の未来に貢献する

山本コンクリート工業株式会社

〒 栃木県塩谷郡高根沢町寺渡戸

代表取締役 菅原 隆広
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広告

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/

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

〒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
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広告

安心と安全を守って 創業４５年     何でもお気軽にご相談下さい！ 

ガス設備工事・ガス機器販売・空調設備工事・給排水設備工事 
 

東京ガス指定工事店  宇都宮市上下水道指定工事店 

北関東工管株式会社 
宇都宮市元今泉４丁目３番１５号  TEL 028(636)1022  FAX 028(637)1929 

建築塗装工事
鋼橋塗装工事

防　水　工　事
交通安全施設工事

根 本 塗 装 株 式 会 社
代表取締役　根 本 和 典

宇都宮市大通り2丁目3番16号
TEL（028）634-6221㈹  FAX（028）633-3450
E-mail  nemoto@peach.ocn.ne.jp
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広告

会津美里町庁舎及び複合文化施設建設工事
屋根・サイディング・遮熱工事

〒329-2746　栃木県那須塩原市四区町741
TEL.0287-36-2195  FAX.0287-36-6179

http://www.kb-roof.co.jp

■業務内容
屋 根 工 事
金属サイディング工事

板 金 工 事
窯業系サイディング工事

雨 樋 工 事
遮熱シート工事

世界一の
性能 遮熱遮熱 超薄型

シートのことならお任せください。
夏涼しく、冬暖かい！ 熱を遮断することで、暖・冷房稼働コストの
削減にもつながります。

新商品新商品

ケービールーフ工業株式
会社
屋根工事・板金工事・雨樋工事・金属サイディング工事
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編集後記 中村：平成最後の年です。平成30年の歴史をまと
めた「平成振り返りノート」を、協会HP
よりエクセル形式でダウンロードできるよ
うにしましたので、皆さんの会社でアレン
ジしてお使いください。

新井：今年は暖冬予報でしたが、なかなか厳しい
寒さです。お体に気をつけてください。

大髙：平成最後の会報となりました。私のコラム
も10年書き続ける事ができました。あと何
年書けるかな？

酒井：出戻り委員でございますが、久々に編集作
業、内容チェックに懐かしく思う今日この
ごろ……

栗原：本年もよろしくお願いします。平成最後の
会報誌、もうすぐ発刊です。

【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

業界の部活・自転車部

部員募集
年３回を目標に活動しております。
初心者大歓迎です!!! 酒井部長まで　ご連絡お待ちしております。

Creating from Images.
あなたの想い、カタチにしますあなたの想い、カタチにします

「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。

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

株式
会社 松井ピ・テ・オ・印刷

広  告  掲  載  の  ご  案  内
協会では会報に掲載する広告を募集しています。

掲載料は下記のとおりです。

印刷広告
掲載料

　1P（178×239）＝ 50,000円
1/2P（178×116）＝ 30,000円
1/4P（178× 57）＝ 20,000円

Ａ4版

会 員 の 皆 様 へ

広告・編集後記
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