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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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THE STANDARD BAKERS
”20年の止まった時間を取り戻すように、

大谷のスタンダードが生まれ変わる”

　かつては、大型バスが着車し、大勢の観光客で溢れた
ドライブイン跡をリノベーション。
　地域密着型の複合型コンパクト施設として新たな価値
を創出するとともに、地域外への情報発信機能も担う施
設として生まれ変わりました。
大谷染石：唯一無二の色合いと風合いを作り出す大谷石

の新しい素材感と
古 木 材：長い年月を経て作り上げられた魅力を掛け合

わせることとで、
素材感でも新旧の掛け合いの面白さを伝えていく施設と
しました。

株式会社　渡辺有規建築企画事務所　渡邉有規
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令和元年度定時総会（決算総会）開催される

佐々木宏幸　会長 栃木県県土整備部参事兼建築課長
竹久保洋　様

栃木県議会議員　当協会顧問
木村好文　様

（一社）栃木県建設業協会
会長　渡邉勇雄　様

（一社）栃木県建築士会
会長　青木格次　様

令和元年度定時総会（決算総会）開催される
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令和元年度定時総会（決算総会）開催される

乾杯のご発声　（一社）栃木県設備業協会会長　田中英治様

新入会員紹介
イサムアーキテクツ一級建築士事務所

日下田勇　様（芳賀地区）

平成30年度 建設事業関係功労者等国土交通大臣表彰受賞
小林　基 専務理事（小林建築設計事務所　代表） ［写真左］

平成30年度 栃木県建設事業関係功労者等知事表彰受賞
山崎良知 副会長（㈲山崎企画設計　取締役社長）［写真中央］

平成30年度 年次功労者（日事連会長）表彰受賞
中村清隆 理事（㈲翔建築設計事務所　代表取締役）［写真右］　

日本工業経済新聞（2019.5.23）
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組織
  役職名　　　氏　名　　　　　　　事務所名   役職名　　　氏　名　　　　　　　事務所名

会　　長 佐々木宏幸 AIS 総合設計㈱
副 会 長 山崎　良知 ㈲山崎企画設計
　 〃 田村　哲男 ㈱田村忠設計事務所
　 〃 安藤　寛樹 ㈱安藤設計
専務理事 小林　　基 小林建築設計事務所
常務理事 渡邉　有規 ㈱渡辺有規建築企画事務所
　 〃 君島　広之 ㈲君島榮七建築設計事務所
　 〃 岡田　　裕 ㈱岡田建築設計事務所
理　　事 阿久津修平 ㈲睦和建築設計事務所
　 〃 阿久津信一 晋豊建設一級建築士事務所
　 〃 新井　　孝 ㈲新井建築構造設計事務所
　 〃 池澤　達夫 ㈱池澤設計
　 〃 和泉　卓哉 ㈲和泉設計
　 〃 市田　　登 ㈱アガ設計工業
　 〃 大髙　宣光 ㈱ＫＥＮアソシエイト
　　　　　　　　　　　　　　　　一級建築士事務所
　 〃 栗原　　弘 ㈱栗原弘建築設計事務所

理　　事 慶野　正司 ㈲アトリエ慶野正司
　　　　　　　　　　　　　　　　一級建築士事務所
　 〃 酒井　　誠 ㈱酒井建築設計事務所
　 〃 佐治　則昭 ㈱創建設計
　 〃 塩田　真吾 ㈱シオダ建築デザイン事務所
　 〃 菅又　　守 ㈱ドラフト
　 〃 竹石　昭厚 竹石建設㈱一級建築士事務所
　 〃 中村　清隆 ㈲翔建築設計事務所
　 〃 中村　　滋 ㈱近代綜合建築事務所
　 〃 夏目　公彦 ㈱公和設計
　 〃 半貫　正芳 ㈲半貫建築設計事務所
　 〃 本澤　　崇 ㈱本澤建築設計事務所
　 〃 三柴　富男 ㈱フケタ設計
　 〃 湯澤　敦史 ゆざわアーキデザイン㈱
　 〃 横松　邦明 ㈱横松建築設計事務所
監　　事 深津　喜一 ㈱大森一級建築士事務所
　 〃 野口　利男 ㈲建都企画設計

一般社団法人栃木県建築士事務所協会 組織図

総　会

理事会

監　事 顧　問

事務局

名誉会長

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

※２　常任理事会…構成者数８名
　　　会長１名、副会長３名
　　　専務理事１名、常務理事３名

※１

※２

常置委員会

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

支部

県北支部
塩那地区
那須地区

県央支部
宇河地区
上都賀地区

県南支部
下都賀地区
安足地区
芳賀地区

特別委員会

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

木造建築物
　　耐震業務W・G

耐震診断検討業務W・G

組織
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イベント案内

主　催／一般社団法人 栃木県建築士事務所協会
共　催／一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会

エントリー受付
コンペ実施期間

10月1日～10月28日まで

BIM設計コンペ最終公開審査会                                                   ［13：00～14：40］

基調講演                                                                                  ［15：10～16：50］

鼎　談                                                                       ［17：00～17：50］

懇親会                        ［18：30～20：00］

演題：文化的地域遺伝子としての建築 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

申込み
問合せ

一般社団法人 栃木県建築士事務所協会
とちぎ建築プロジェクト2019実行委員会
TEL 028-621-3954    FAX 028-627-2364
Mail：info@tkjk.or.jp　公開ページ http://www.tkjk.or.jp

2019.11.26［火］13：00
    

～

20：00 

■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
Profile
1962年生まれ。1984年東京藝術大学美術学部建築科卒
業。1986年東京藝術大学美術学部建築科大学院修了。
1988～2000年伊東豊雄建築設計事務所、2001年aat
＋ヨコミゾマコト建築設計事務所設立。2005年東京建築
士会住宅建築賞金賞。2006年日本建築学会賞作品賞、
International Architecture Award。2007年日本建築
家協会賞、日本産業デザイン振興会グッドデザイン賞金
賞。2013年神奈川建築コンクール住宅部門優秀賞。
2018年東京建築賞東京都建築士事務所協会会長賞、日本
建築士会連合会賞受賞。東京藝術大学教授。
主な作品／富弘美術館、新発田市庁舎、釡石市民ホール

■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
Profile
1981年 東京都生まれ。2006年慶應義塾大学大学院政
策・メディア研究科卒業。同年 竹中工務店入社。《松坂屋
パークプレイス24》などの設計担当を経て、2012年より
シンガポール駐在。《CapitaGreen》および《チャンギ国際
空港第4ターミナル》でBIMマネージャーを勤める。2016
年4月より東京本店設計部 課長、《Kプロジェクト》で国内
初となる建築確認事前審査へのBIM活用を実施。2018年
3月より設計本部アドバンストデザイン部門コンピュテー
ショナルデザイングループ 課長、現在に至る。2017年9
月より慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 博士課程
在学、博士候補。一級建築士。基本情報技術者。

■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
Profile
東京大学で槇文彦に師事し、槇総合計画事務所を経て1996年に
池田靖史建築計画事務所を設立した。広尾ガーデンパサージュ、
慶應義塾普通部新本館、酒田市公益ホールなどの国内作品や日式
温泉大和館（中国・大連）順鳴研究室開発中心（中国・旅順）桃園捷
運線台北中央駅（台湾・台北）などの国際的な設計活動でも知られ
る。同時にその独自の設計教育と研究活動でも注目を集め、建築
と情報技術の関係について早い時期から注目し、デザインへのコ
ンピューター活用から、建築生産技術における革新、建築そのも
のの情報技術による進化まで研究の領域を拡大してきた。近年は
情報社会における建築の新たな位置付けをめぐる動きを「建築情報
学」と捉えて多様な分野に向けて連携を呼びかけている。

会　場 
参加費

宇都宮東武ホテルグランデ（栃木県宇都宮市本町5-12）

学生(無料)：公開最終審査/基調講演/鼎談/懇親会
一般(有料)：公開最終審査/基調講演/鼎談/懇親会(事前登録制)

以下の各賞を選定し、賞品および賞状を授与します。
　最優秀賞
　優 秀 賞（ヨコミゾマコト賞）
　優 秀 賞（石澤　宰賞）
　優 秀 賞（池田靖史賞）
　優 秀 賞（とちぎ建設技術センター理事長賞）
　優 秀 賞（日本建築士事務所協会連合会会長賞） 

ＢＩＭ設計コンペ表彰式      ［17：50～18：20］

てい
だん

鼎談の先生方を囲んで懇談会・受賞者作品講評

マロニエBIM設計
コンペティション

■パネリスト
　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
　　㈱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

【学　生】11月3日～11月6日（72時間）
【社会人】11月3日～11月6日（72時間）

後援（予定）／栃木県　宇都宮市 （一社）日本建築学会関東支部　（一社）栃木県建築士会
　　　　　　（公社）日本建築家協会関東甲信越支部栃木地域会　栃木県建設産業団体連合会
　　　　　　（一社）栃木県建設業協会　（一社）栃木県設備業協会　宇都宮大学　足利大学
　　　　　　関東職業能力開発大学校　小山工業高等専門学校　（株）とちぎテレビ
特 別 協 賛／（公財）とちぎ建設技術センター　㈱総合資格／総合資格学院
　　　　　　（株）建築資料研究社/日建学院
協　　　賛／エーアンドエー（株）　オートデスク（株）　グラフィソフトジャパン（株）
　　　　　　福井コンピュータアーキテクト（株）

とちぎ
建築プロジェクト
2019

イベント案内
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AP 展・建築展　活動報告

2019年（第28回）ＡＰ展・（第１回）建築展　活動報告

△会場風景　

△会場風景　

△準備の様子

△会場風景　

△会場風景　

△準備の様子

広報・渉外委員会　　　　　　
副委員長  栗原　　弘

去る 7 月 24 日～ 25 日、宇都宮市文化会館にて毎年恒例のＡＰ展と初開催の建築展が同時開催され、来場者も２日間で約

500 名と大盛況でした。会場レイアウト図を基に、若手を中心としてスケールを当てながらのパネル・テーブル等の設置を一

から行い、まさに建築業のメンバーであることを実感した次第です。
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AP 展・建築展　活動報告

 △ＡＰ展の入賞者記念撮影

△佐々木会長あいさつ △塩田業務運営委員長あいさつ

△企業賞受賞者記念撮影

会員部門から 33 作品、学生部門から 21 作品が出展さ
れ今年もたくさんの作品が展示されました。そのなかでも
特に目を引く５作品がそれぞれ栃木県建築士事務所協会会
長賞、日本工業経済新聞社長賞を受賞しました。

学生作品については、昨年に続き多くの作品が出展され、
建物単体ではなく、街全体を考えた計画、建築が創る地域
性の在り方、社会の変化に合わせた建築の在り方など、広
い視野で提案された作品が評価されました。さらに模型や

ＣＧ作品等、高校生のレベルも昨年同様にとてもレベルの
高い作品でした。将来が非常に楽しみです。

本年より新たに創設された企業賞ではユーモアのある企
業が４社受賞しました。

最後に、業務運営委員会＋次世代創造委員会の協働で準
備会から設営、片付けまでスムーズに行われました。メン
バーの皆様、本当にお疲れ様でした。

●受賞者と作品名
　・栃木県建築士事務所協会会長賞
　　「市田邸」（株式会社アガ設計工業）
　　「ミヤシタデンタルクリニック」（有限会社アトリエ慶野正司一級建築士事務所）
　　「Glamping × spa 憩いの畔」（宇都宮大学・郡司理菜）
　・日本工業経済新聞社長賞
　　「UK - OFFICE」（株式会社本澤建築設計事務所）
　　「Freetown of half - outdoor」〜半屋外にある子供たちのまち〜（宇都宮日建工科専門学校・斉藤日和）
　・企業賞
　　金賞：藤井産業株式会社　　　　　　　銀賞：株式会社 LIXIL
　　銅賞：株式会社総合資格宇都宮支店　　次点：植木鋼材株式会社
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親睦ゴルフ大会開催される

親睦ゴルフ大会開催される
広報・渉外委員会　　　　　　

副委員長  新井　　孝

令和元年 6 月 5 日水曜日　曇。

寒くなく、暑くなく、雨もない、天候に恵まれた良き日に、栃木県建築士事務所協会親睦ゴルフ大会が開催されました。

ゴルフ場は、芳賀郡市貝町、新宇都宮カントリークラブ。西中コース 11 組 42 名、中東コース 11 組 42 名、東西コース

11 組 43 名、合計 128 名の参加予定のところ 127 名の参加となりました。各コース共 1 組目が 8:05 にスタートし、最終組

は 9:15 分にスタートしました。ドラコン・ニアピンは前半 9 ホールの全てのショートとロングホールでした。

上位３名は次の方々です。表彰式は、大会終了後の親睦会の会場において行われました。

順　位 参加者名
コ ー ス

グロス ハンディ ネット
西 中 東

優　勝 田村 泰輔 48 45 93 21.6 71.4 

準優勝 酒井 康雄 47 44 91 19.2 71.8 

３　位 小牧 伸敏 47 42 89 16.8 72.2 
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正会員及び賛助会員親睦会

正会員及び賛助会員親睦会
広報・渉外委員会　　　　　　

副委員長  酒井　　誠

令和元年 6 月 5 日（水）18：30 ～宇都宮東武ホテルグランデ６階『龍田』において、176 名の参加者により盛大に開催さ

れました。

佐々木宏幸会長の挨拶に始まり、ゴルフコンペの講評、新規入会会員の紹介が行なわれ、終始和やかな雰囲気のもと正会員と

賛助会員が相互に親睦を図ることができました。

また、会場において親睦ゴルフ大会の表彰式が同時に行われ、３位から優勝、ブービー賞、ブービーメーカー賞、ニアピン賞、

ドラコン賞、会長賞、ベストグロス賞、各種特別賞に賞品が贈られ、参加者全員に景品が渡されました。
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１．はじめに
今回は、設計者の損害賠償責任につき、主に、設計内

容の瑕疵（債務不履行責任）について説明するとともに、

2020年4月1日施行の民法改正の内容を紹介したいと思い

ます。

設計者が、賠償責任を負うのは、契約当時者（施主）に

対する債務不履行責任、及び契約関係がない当事者（建物

の利用者など）に関する不法行為責任（「建物としての基本

的安全性を損なう瑕疵」があり、設計又は監理に起因する

ときの責任）ということになりますが、不法行為責任につ

いては、以前、本稿で取り上げましたので、本稿では、債

務不履行責任を主に取り上げます。

２．設計者の債務不履行責任と「設計の瑕疵」
について

設計者の債務不履行責任が問題となるのは、予算超過、

設計遅延などもありえますが、本稿では、建築工事により

建てられた建物に、瑕疵（建築基準法令違反や不具合等）

が生じ、その原因が設計にあるとして、施主が設計者に損

害賠償を請求する場合です。

瑕疵という言葉は、難解な印象があるかもしれませんが、

一般に「法律又は当事者が予定する状態や性質が欠けてい

る」ことを言い、①客観的瑕疵（通常有するべき性能を有

していないこと）、②主観的瑕疵（当事者の契約内容に反し

ていること）があります。

裁判で主観的瑕疵が問題となった事案は、設計者の責任

に関するものではありませんが、請負人の瑕疵担保責任と

の関係で、マンションの建築請負契約において特に太い鉄

骨を使用することが合意されていたものの、注文主に無断

で、約定よりも細い鉄骨を使用されたものでしたが、使用

された鉄骨が構造計算上、居住用建物としての安全性に問

題がない場合にも瑕疵担保責任を認めており、②主観的瑕

疵概念をとっていると考えられます（最高裁平成15年10

月10日判決）。

不法行為責任では主に①の観点から、債務不履行責任で

は①に加え②の観点から、瑕疵の有無が判断されます。

設計の瑕疵については、①の観点では、基礎、構造など

が設計当時の建築基準法令に反していたという場合、また

は雨漏れ、漏水などの不具合が生じた場合に、不具合が設

計に起因するとして、設計内容が通常有すべき性能を有し

ていないとして、責任を追求されることが多いです。逆に、

②の観点では、実施設計図書を施主が承認していることか

ら、通常は、設計内容が施主の要望に反していることはな

いので、設計において主観的瑕疵は問題となり難いかもし

れません。

ところで、「設計の瑕疵」という言葉は、判決文などで

もよく使われますが、「瑕疵」の文言は、現行民法634条、

635条で使われていますが、これらは、あくまで請負に関

する瑕疵担保責任の規定です。設計契約が請負契約である

か否かという点は、請負契約では報酬請求権の発生に仕事

の完成が必要であることに関連して、古くから議論があり

ます。すなわち、設計契約が、民法の13個ある契約類型の

うち、どの類型に当たるかは、裁判例や学説上、請負契約

とする見解、及び準委任契約とする見解などに分かれてお

ります。もっとも、四会連合協定・建築設計業務委託契約

書による場合は準委任契約と考えられており、実務上は四

会連合協定による場合が多いことから、設計契約も準委任

契約であることが多いといえます。

したがって、「設計の瑕疵」といわれる場合でも、厳密に

は、準委任契約の債務不履行の問題であることが多く、民

法634、635条の請負の瑕疵担保責任の問題になることは

少ないです。

３．民法改正の影響
このような「瑕疵」という概念の複雑さや分かりにくさ

もあり、2020年4月1日施行の民法改正では、従前の瑕疵

法律シリーズ

No.58
設計者の損害賠償責任（設計の瑕疵）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　№ 58　設計者の損害賠償責任（設計の瑕疵）について
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担保責任は「契約不適合責任」に変わりました。

今般の民法改正は、「百年ぶり」の改正とも言われており、

時効、法定利率、保証などの多岐の分野に渡り従来のルー

ルが変わりますが、売買や請負に関する瑕疵担保責任が、

名称以外にも、内容も大きく変わることになります。

特に、請負に関しては、民法634条が改正され、仕事が

完成できなかった場合の報酬請求権が明記され、また民法

635条（「仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約を

した目的を達することができないときは、注文者は、契約

の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の

工作物については、この限りでない。」が削除され、「建物

その他土地の工作物」についても注文者の解除が認められ

るようになりました。さらに、瑕疵担保責任については、

仕事の目的物が契約内容に適合しない場合には売買契約の

「契約内容不適合責任」（従前の瑕疵担保責任）に関する規

定が請負契約にも準用されることになりました。その結果、

注文者は、請負人に対し、履行の追完請求、報酬減額請求

を行うことが可能となりました。つまり、請負契約独自の

瑕疵担保責任の規定（民法634条、635条）を廃止し、売

買契約と同じ効果に統一する改正がなされております。

瑕疵担保責任の「契約内容不適合責任」への変更が、設

計者の「設計の瑕疵」の債務不履行責任を考えるにあたり、

どのような影響を与えるのかはまだ分かりません（上記の

②主観的瑕疵の議論がそのまま妥当するのであれば、設計

においては、あまり問題とならないことは変わらないかも

しれません）が、今後、瑕疵（契約不適合）に当たるかを

検討する際には、契約の趣旨に適合しているか否かという

点を、契約の性質、契約をした目的、契約締結に至る経緯

などから、より個別的に判断をしていく必要があるものと

思われます。

　　以　上

法律シリーズ　№ 58　設計者の損害賠償責任（設計の瑕疵）について
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はじめに
令和元年度税制改正が国会で成立し、公布・施行された。

本年度の税制改正は、デフレ脱却と経済再生の実現、１０月

１日に予定されている消費税率の１０％への引き上げと軽減

税率制度の実施に伴う対応、国際的な租税回避への効果的

な対応等の観点から、多岐にわたる制度の見直し・創設等

所要の措置が講じられた。

１．法人税関係
特に､「中堅・中小・小規模事業者の支援」が措置された。

⑴　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長

中小企業者等（①資本金の額または出資の額が１億円

以下の法人、②資本または出資を有しない法人）の法人

税率について、年間 800 万円以下の所得金額に対する軽

減税率 15％（本則 19％）の適用期限が２年延長された。

なお、この特例について、適用対象から普通法人のうち

適用除外事業者（その事業年度開始の日前３年以内に終

了した各事業年度の所得の金額の合計額をその各事業年

度の月数の合計数で除し、これに 12 を乗じて計算した金

額が 15 億円を超える法人）に該当するものが除外された。

適用時期：令和３年３月31日までに開始する事業年度に

適用期限が延長された。

⑵　中小企業投資促進税制の延長

⑶　中小企業経営強化税制の設備の範囲の適正化と延長

⑷　商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用要件

の見直しと延長

適用時期：⑵〜⑷の改正は、令和３年３月31日までの間

に取得をして事業の用に供した場合に適用さ

れる。

⑸　中小企業における災害に対する事前対策のための設備

投資に係る税制上の措置

適用時期：改正中小企業等経営強化法の施行の日から令

和３年３月31日までの間に取得等をして事業

の用に供した場合に適用される。

⑹　イノベーション促進のための研究開発税制の見直し

ａ．試験研究費の総額に係る税額控除制度（総額型）

ｂ．中小企業技術基盤強化税制

ｃ．特別試験研究費にかかる税額控除制度（オープンイ

ノベーション型）

適用時期：ａ〜ｃの改正は、平成31年４月１日以後開始

する事業年度について適用される。

⑺　中小企業向けの租税特別措置におけるみなし大企業の

範囲の見直し

適用時期：平成31年４月１日以後に開始する事業年度か

ら適用が受けられなくなる。

⑻　地域未来投資促進税制の見直し

適用時期：令和３年３月31日までの間に対象設備を取得

等して、事業の用に供した場合に適用される。

2．所得税関係
⑴　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特

例（創設）

個人が、住宅の取得等で「特別特定取得」（住宅の取得

等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の

税率が 10％である場合のその住宅の取得等をいう）に該

当するものをし、かつ、その住宅の取得等をした家屋を

令和元年 10 月１日から令和２年 12 月 31 日までの間に

その者の居住の用に供した場合について、住宅借入金等

を有する場合の所得税額の特別控除の特例が創設された。

税務シリーズ

No.27
令和元年度税制改正

久保井会計事務所
久　保　井　一　臣
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⑵　住宅の改修等に係る標準的な費用の額の見直し

⑶　空き家に係る3,000万円の特別控除の特例の見直し

空き家に係る譲渡所得の 3,000 万円特別控除の特例に

ついて、改正前は、特例の対象となる家屋について、被相

続人が相続の開始直前に居住していたことが要件であっ

たため、老人ホーム等に入居していた場合は適用対象外

であったが、必要とされる要件を満たした場合も適用対

象とされ、その適用期限が４年延長（令和 5 年 12 月 31

日まで）された。

⑷　ふるさと納税制度の見直し

適用時期：令和元年６月１日以後に支出された寄附金に

ついて適用される。

３．相続税・贈与税関係
⑴　個人事業者の事業承継税制（創設）

個人事業者の円滑な事業承継を促すため、個人事業者

の「事業承継税制」（認定を受けた後継者が事業用の宅

地、建物、特定事業用資産）を相続または生前贈与によ

り取得し、事業を継続する場合、取得した特定事業用資

産の相続税・贈与税の納税が猶予される制度）が 10 年

間の時限措置として創設され、適用対象部分の課税価格

の 100％に対応する相続税額・贈与税額の納税が猶予さ

れる。同税制を利用するには､ 経営承継円滑化法に基づ

く認定、都道府県に対する個人事業承継計画の提出、３

年毎の継続届出書の税務署長への提出が必要となる。

なお、既存の特定事業用の小規模宅地等の特例との選

択適用となる。

適用時期：平成31年１月１日から令和10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。

⑵　特定事業用の小規模宅地等の特例の見直し

特定事業用の小規模宅地等の特例は、被相続人等の事

業の用に供されていた宅地等（400㎡まで）について、

相続税の課税価格を 80％減額する制度であるが、いきす

ぎた節税目的への利用を防止するため、特定事業用宅地

等の適用対象から、相続開始前３年以内に事業の用に供

された宅地等が除外された。

適用時期：平成31年４月１日以後に相続等により取得

する財産に係る相続税について適用されるが、

同日前から事業の用に供されている宅地等に

ついては適用されない。

⑶　その他の改正

・非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の見直し

・教育資金の一括贈与非課税措置の見直し

・結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し　等。

４．地方税関係
所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法に規

定する地域福利増進事業の用に供する固定資産税の課税標

準の特別措置（創設）

所有者不明土地が全国的に増加し、平成 28 年度地籍調

査によれば、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できな

い土地の割合（所有者不明土地の外縁）は約 20％、最狭義

の所有者不明土地は 0.41％とされているといわれる。

平成 30 年 11 月 15 日施行の「所有者不明土地の利用

の円滑化に関する特別措置法」では、都道府県知事による

事業の公益性等の確認を経て、所有者不明土地に使用権（10

年）を設定し、公園・広場・購買施設等として利用する「地

域福利増進事業」を創設することとしており、当事業を実

施する者が当該事業の用に供する一定の土地等に係る固定

資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の５年間

３分の２とする特例措置が講じられる。

適用時期：令和元年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用になる。
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コ  ラ  ム

女性にもてるためのワイン講座（11）
広報・渉外委員会　副委員長　新井　　孝

Germany / ドイツ

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)

ヴュルテムベルク
　(Württemberg)

バーデン
　(Baden)

ザーレ・ウンストルート
　(Saale-Unstrut)

ザクセン
　(Sachsen)

❶❶
❷

❸

❹

❺
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コラム　女性にもてるためのワイン講座（11）

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８回目で、テーマはドイツのワ
インです。紙面の量が多いので前編後編に分けて掲載します。
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コラム　女性にもてるためのワイン講座（11）

ドイツワインとは
ドイツのワイン生産量は全世界比の約３％にしかすぎ

ませんが、知名度という点からいえばフランスと並ぶワ
イン国といえます。北国の厳しい気候のもとで育ったぶ
どうは酸味が強いため、この特徴をうまく風味にいかし
て、独特の製法により、辛口から甘口までいろいろなタ
イプの高級白ワインをつくり出しています。

ドイツにおけるワインの歴史は、フランスと同様にロー
マ人の征服とともに始まり、その後、フランク王国の拡
大とキリスト教浸透によって、現在のドイツに広く発展
しました。その栽培面積は現在の 3 倍以上に該当し、ベ
ルリンやメクレンブルクにまでぶどう栽培が広がってい
ました。ところが、1618 年に起こった 30 年戦争によ
り国土が荒廃し、ワインづくりは全滅に近い状態に陥り
ました。このとき、それまで不安定な生産を続けていた
北ドイツ、東ドイツ、バヴァリア地方はワインづくりを
断念しています。18 世紀になるとラインガウのヨハニ
スブルク、エーバーバッハあたりが中心となって、生産
技術の向上に大いに努力したため、ドイツワインの名声
がヨーロッパに広まりました。20 世紀に入ると、醸造
設備の近代化や、大量生産体制の整備により、ドイツは
押しも押されもしない世界的な水準のワイン生産国にな
り、現在に至っています。1971 年に改正された新ワイ
ン法は細分化され
ていたブドウ園名
を整理統合し、消
費者がワインを選
びやすいようにラ
ベルには園の名前
だけでなく、地名、
ワインの性格およ
び品質等級を明記
するようになりま
した。

ドイツワインの分類
ドイツワインはフランスワインと違って、ぶどう収穫

期と糖度を基準にして３つの等級に分類されます。その
１番下がターフェルヴァインで、生産地域は大まかに４
つ（サブ区分によって９つ）に区分され、ドイツ国内産
のぶどうのみでつくられていればドイチャー・ターフェ
ルヴァインと呼ばれます。すなわち個性を大事にすると
いうより、手ごろな価格で買える日常食卓用のワインで
す。なおラントヴァインというカテゴリーがありますが、
これは辛口とやや辛口のワインに限られ、その栽培面積
は 17 区域に分けられています。

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）で地方によって多少の差
はありますが糖度が約 15 度（60 エクスレ）以上のぶ
どうからつくられます。このワインは現在 13（かつて
の東ドイツの２地域が加わりました）に区分された限定
地域内のうち１地域からできたぶどうだけでつくるため
ターフェルヴァインに比べて個性がはっきりしています。
しかも公的機関の検査を合格してからでなければ販売で
きないので、ラベルにその合格番号を AP．Nr・・・と
して記することになっています。

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、これも地域によって差があり
ますが糖度が約 17.5 度（70~73 エクスレ）以上と高く、
しかもこのクラスのワインは補糖が一切認められません。
また同じ栽培区域（ベライヒ）内のぶどうに限られるの
で個性がQbAよりもさらにはっきりしています。その上、
QmP はぶどうの糖度の高さによってさらに 6 段階に格
付けされます。

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に向かって甘くなります。要するに、甘いほ

ど高級なので、明解です。食事に合わせて飲むのは①②
③までくらいで、④⑤⑥は貴腐ワインと呼ばれ、デザー
トワイン利用が多いようです。①②にも甘口と辛口が有
り、相当差が有ります。あまりお酒好きでない女性が好
むのは②の甘口から③位です。③は男性化粧品の銘柄に
あり覚え易く、爽やかな甘さで、金額的にも何とかなる
範囲と思います。④以上の貴腐ワインは、蜂蜜に爽やか
な酸味を加えた様な豊かな驚愕の味わいで、④でも市販
で数千円～ 1 万円以上と相当高く、⑤⑥は市販２～３万
円以上となって、なかなか手が出ません。貴腐ワインと
は、白ワイン用最優秀品種リースリングやセミヨンがボ
トリティス・シネレアという菌の働きで、果汁中の水分
が蒸発して糖度が 40 ～ 60 度にも上がり乾しぶどう状
となり、この貴腐ぶどうから作られるワインのことです。
⑥は糖度約 38°以上の貴腐ぶどうからつくられます。い
ずれの段階のものも、瓶詰めごとに公式検査（プリュー
フンク Prüfung）認可番号がつけられ品質管理は他の国
よりも厳格です。ワインが優れたものであればあるほど、
表示がより厳密になっていきます。ドイツの法律では細
かい規則が沢山あり複雑ですが、フランスのシステムと
の違いは、地域や生産者の知名度から由来する格差がな
いことです。

マドンナ
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ドイツの代表的なぶどう品種
ドイツには、その厳しい気候条件に育まれてきたさま

ざまな優良品種がありますが、ここでは白ワイン用の代
表的な４品種をご紹介します。
リースリング…ドイツの高級ワインの大部分はこのぶど
うから造られます。秀作年のワインは、特有のデリケー
トな酸味と、年を経るにしたがって増すブケーとが組み
合わさって、絶妙な味わいを与えてくれます。
シルヴァーナー…かつては、ドイツにおいて最も重要な
品種だったものですが、次第に栽培面積が減っていま
す。ライン・ヘッセン、フランケンで好んで栽培されて
います。
ミューラー・トゥルガウ…1882年、ガゼインハイムの
研究所で、スイス人ミューラー教授が、リースリングと
シルヴァーナを交配してつくった品種で、ドイツでは最
も多く栽培されています。軽いマスカット香があり、快
い滑らかな味わいと、おだやかな酸味が特徴です。
トラミーナー…明赤色の果実ですが、白ワイン用に使わ
れます。そのワインは香り高く、飲みごたえのある風味
になります。特に高い香りのワインを生み出す品種はゲ
ヴュルツトラミーナーと称せられ、高い人気を博してい
ます。

ドイツワインの名産地
ドイツワインの産地は、大きく次の 13 地域に分けら

れます。
１．ラインガウ

” ラインガウはワイン
ガウ（ガウは里の意）“ と
いわれるほど、特に有
名な銘醸地です。強さ
とエレガントさを兼ね
備え、果実味に富んだ
独特のブケーを特徴と
する数々の名酒を生み
出しています。
２．ラインヘッセン

現在では、ドイツで最も大きい栽培地域で、地区に
より多様なワインを産出しています。ぶどう品種はシル
ヴァーナー、ミューラー・トゥルガウが主体で、一般に
ソフトでデリケートなため、ダーメン・ヴァイン（淑女
のワイン）と呼ばれ、親しまれています。特に「リープ
フラウミルヒ（聖母の乳）」は有名です。
「リープフラウミルヒ」は、元来はラインヘッセンの中

心地ヴォルムスの聖母教会の修道士たちが礼拝の合間に
つくっていた、爽やかな甘味をもつワインの名前でした
が、そのおいしさと名声の高さから模倣者が続出し、今

ではドイツワインのひとつのカテゴリーにまでなってい
ます。この聖母教会のぶどう園の最大手の所有者はファ
ルケンベルク社で、同社
では数多くある「リープ
フラウミルヒ」と「元祖
リープフラウミルヒ」を
区別する意味で、同社の
ワインには協会の聖母像
にちなんだ「マドンナ」
の名をラベルに表示して
います。
３．ラインファルツ

ラインヘッセンの南に広がる一帯で、明るい南の風
土や気候、そして肥えた地味に恵まれ、ドイツで最も大
きな産地のひとつとなっています。ぶどう品種はミュー
ラー・トゥルガウが約 32%、リースリングが約 17%
ですが、良質ワインは
リースリングからつく
られています。気軽な
ぐい飲みワインから高
貴なベーレンアウス
レーゼまで、タイプも
豊富にあり、飲む人を
楽しませてくれます。
４．ナーエ

ナーエ河流域と、途
中で分かれるアルゼ
ンツ河とグラン河の二
つの流域がナーエ地
域です。リースリング
種、シルヴァーナー種、
ミューラー・トゥルガ
ウ種などから、良質の
わりに手ごろな価格のワインを生み出しています。
５．アール

ラインの支流アール河沿いの小さな地域で、シュペー
トブルグンダー種、ポルトギーザー種から醸した赤ワイ
ンが７割を占めています。白ワイン用としては、リース
リング種やミューラー・トゥルガウ種が栽培されていま
す。

ラインヘッセのぶどう畑

ラインファルツのぶどう畑

ナーエのぶどう畑

アールのぶどう畑

対岸から望むラインガウ地域
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コラム　女性にもてるためのワイン講座（11）

６．ミッテルライン
ヨーロッパでは最北端に位置しているぶどう栽培地域

で、リースリング種がほとんどです。耕作できるところは、
ほぼぶどう畑におおわれており、その中に古城がそびえ
立つというたいへんロマンチックなところですが、ワイ
ンは中級程度のものが多く大半が地元で消費されてしま
います。
７．モーゼル・ザール・ルーヴァー

ラインワインと並ぶモーゼルワインは、モーゼル、ザー
ル、ルーヴァーの３つの河の流域でつくられるワインの
総称です。リースリング種の生気あふれる上品な香り、
爽やかな酸味と軽い甘味が特徴です。

ラインヘッセンのヴォルムスにセラーをもつファルケ
ンベルク社は、またモーゼル地方にある、カールグラフ
社も所有し、モーゼルワインの製造も行っています。モー
ゼルの中心地ベルンカステル地区でつくられた「ゴール
ドフォーク」、モーゼル河流域のピースポート村の「ピー
スポーター」に代表される軽い芳香と、酸味と甘味の調
和した若々しく爽やかな味わいは、ドイツのワインの中
でも特に人気があります。

モーゼル河とぶどう畑

８．ヘシッシェ・ベルクシュトラーセ
ライン河をはさんで、ラインヘッセンの東にあたる地

方で、旧西ドイツのぶどう栽培地域の中では最も小さい
所です。フルーティーでエレガントなリースリングワイ
ンの産地ですが、生産量は少なく、ほとんど地元で消費
されています。

ヘシッシェ・ベルクシュトラーセのぶどう畑

９．フランケン
ラインの支流、マイン河の流域一帯がフランケン地方

で、かつてはドイツ最大の栽培地域でしたが、現在では
全ドイツのぶどう園面積の６％を占める程度です。フラ
ンケンのワインは活気あるフレッシュな酸味を持ったワ

インです。ドイツワインの中では、珍しく辛口。最も男
性的なワインとして知られています。また、フランケン
のワインの瓶はふつうのスラリとした形のものではなく、
ボックスボイテル型

（山羊の皮袋型）の瓶
につめられています。
ぶどう品種はミュー
ラー・トゥルガウ、シ
ルヴァーナー、リース
リングを主に栽培して
います。
10．ヴュルテムベルク

フランケンの南、ネッカー河流域に広がるワイン産地
です。リースリング種、ムスカテラー種等から白ワインを、
レンベルガー種、トロリンガー種などから赤ワインをつ
くっています。白ぶどう、黒ぶどうを混醸してつくるロ
ゼワインをドイツでは
ロートリンクと称して
いますが、この地方の
ロートリンクで QbA
に合格したものは、シ
ラーヴァインと呼ばれ
ています。
11．バーデン

ライン河の最上流
地域、スイスとの国境
にあるボーデン湖畔か
ら、北のハイデルベル
クまでのライン河東岸
の丘陵地帯に至る地域
で、大部分のワインは
他の地方に比べて酸味が低く、総じて甘口で、アルコー
ル分に富むのが特徴です。
12．ザーレ・ウンストルート

ザーレ河、ウンストルート河沿いの約 500ha 程の小
さな栽培地域ですが、ぶどう栽培の歴史は古く８世紀の
昔にまで溯ります。ミューラー・トゥルガウ、シルヴァー
ナー種を中心に柔らかな口当たりを特徴とする辛口のワ
インが生まれます。
13．ザクセン

有名な陶器の町マイセンを抱えるザクセン地域は、エ
ルベ河沿いに約 310ha の栽培面積をもち、ドイツでは
最も東に位置します。ミューラー・トゥルガウ、ヴァイ
サー・ブルグンダー種を主体に、辛口で爽やかな果実の
酸味をもつワインが生まれます。

参考文献：World Wine Catalogue 1992 by Suntory

フランケンのぶどう畑

ヴュルテムベルクのぶどう畑

バーデンのぶどう畑
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始めに
今年の 4 月に国交省から「建築 BIM 推進会議の設置

について」として公表された資料によると、BIM の推進
を国として強力に後押しすべく、今年度から具体的な作
業に着手する計画となっています。

この資料に記載されている「生産プロセスへの BIM 活
用の課題」として、BIM データを如何に流通させ、建築
の生産プロセスの向上を得ることが重要であり、更に発
注者の理解が重要とも書かれています。しかし発注者の
理解を得る為には、如何に発注者の利益となるかを示す
必要がありますが、これまで BIM についての多くの検討
がなされている中で、発注者側のメリットを説明した資
料は殆どありませんので、ここが解決されなければ BIM
の普及は難しいままとなってしまいます。

建物オーナー側の抱える課題
建物の管理の現場に於いて、維持管理の受託者側から

の BIM に関係する検討課題は提起されていますが、建物
のオーナー側の立場からから見た、BIM に関する検討課
題は殆ど目にする事がありません。これは BIM の活用事
例として建物のオーナーを含めた検討がまだまだ少ない
ためではないかと思います。

日本企業における「固定資産の水ぶくれ」と言う言葉
を聴いたことはありませんか。インターネットでこの言
葉を検索すると多くの事例や解説がヒットします。これ
は日本企業の固定資産管理に関する共通の課題として、
財務的には広く認識されているテーマです。簡単に説明
すると、模様替え工事等において撤去された内装や建具
等について、固定資産簿から除却すべき価額の算出が難
しいため、建物の固定資産簿価額から撤去分の減額が行
われずに、新たに投資した受け渡し価額が計上され、結
果として実際に存在する建物の価値より大きな額で建物
の固定資産簿価が計上され続けている状態です。

この除却額の算出は今の日本の制度では大変難しく、
ましてや新築時の受渡し簿の工事額明細が残されていな
ければ、算出は殆ど不可能に近い状態ですので、多くの
日本企業の固定資産価額は実態にそぐわない過大な計上

となっていると指摘されている大きな課題です。
しかし、これが BIM データによる完成引き渡しが行わ

れる様になれば、ただ幾らで引き渡しを行ったのかでは
なく、何処から何処までの何を撤去して、固定資産簿か
ら落とすべきその残存価額が幾らで、工事のための撤去
費用が幾らで、新規の設備がどのルートを通して設置さ
れ、その性能値や価格が幾らなのか、これら全てが設備
や部位毎に明確に管理できる様になります。

もう一つの課題は IFRS（国際会計基準）が求めるコ
ンポーネントアカウンティングへの対応です。先進国の
中で IFRS とかけ離れた固定資産の償却ルールを定めて
いる国は今や日本だけですので、何れこのルールに改定
される時が来ると思われます。

現在定められている固定資産償却期間は、日本経済が
スクラップアンドビルドを繰り返し、成長し続ける事を
目指して政策的に定められたものですので、ストックの
時代を迎えた今の日本経済には似つかわしくない状態と
なっています。

仮に自国で不動産経営を行っていた外資が日本への
進出を検討したとします。どんなに頑丈で良い建物を建
てても、維持管理もしっかりやっていても、僅か 47 年
でその固定資産簿価上の価値が無くなってしまうとした
ら、誰もがその国への進出を躊躇することになるでしょ
う。これが日本の不動産市場に進出している外資の殆ど
がリート（不動産投資信託）である理由の一つだと思っ
ています。

IFRS では、固定資産の償却期間を自らの事業に合わ
せた合理的な年数として、自社で決定する事ができます。
つまり工場の中に設置されている生産設備の償却期間が
仮に 20 年としましょう、すると建物はこの 20 年の倍
数で建物も償却する事が合理的ですので、40 年、60 年、
80 年の中から選んでよい事になります。

更に現在の法律では、「建物」と「建物附属設備」の二
つに分けて夫々が一括で償却していますが、例えば「躯
体」、「屋上防水」、「外部建具」、「内装壁」、「内装床」、「内

コ  ラ  ム

建物オーナーの立場から見たBIM普及のために必要なこと
広報・渉外委員会　副委員長　大髙　宣光

コラム　建物オーナーの立場から見た BIM 普及のために必要なこと
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部建具」、「一般照明」、「動力受電設備」などの様に、個
別に機能する部位については夫々個別に固定資産簿に計
上し、これらの償却期間を夫々の合理的な期間に自ら定
めて償却する事が求められますので、この問題について
も BIM データがあれば大きな成果を上げるでしょう。

維持管理とBIM
施工 BIM データを受け取る事になる建物管理会社の立

場では、作る為のデータは必要ありませんので、管理す
る為のデータのみが必要となります。このため完成受渡
しに当たり施工 BIM データからの大幅なデータの削減と
組み換えが必要になりますが、この際のデータ削減と組
み替えに必要な知識が、建物オーナーの固定資産仕分け
ルールです。

これは現在の税法の下でも各社により異なる解釈と運
用ルールがあり、これを理解してデータを削減し組み替
える必要がありますので、建物オーナー側の財務担当者
と、この問題に詳しい建築士の協力が無くしてこのデー
タ整理は出来ません。

これまでの建物管理会社の業務では、建築図面と設
備図面があれば、管理業務として差し支えなかったと思
います。しかし既に最先端の建築工事発注の現場では、
BIM の使用を義務付け、建物オーナーの自社技術基準に
則った性能発注が行われている所が現れていますので、
単に壊れたら直すのではなく、その技術基準性能につい
て理解した修繕提案を、「投資」と「修繕費」更に「営業
外費用」や、場合によっては「特別損失」などに分けて
提案する能力が必要になります。

現在でも建物の維持管理を行う受注者に対して、建物
オーナー会社の下で発注者側の業務代行を行う専門の不
動産管理子会社が一部に存在する理由は、この能力が受

託側の建物管理会社に無い為に、自社の財務会計ルール
に対処できる子会社を通す必要がある事も一つの理由だ
と思います。

今までは建物管理会社が使う実態管理用データベース
と、オーナー業務代行の子会社が必要とする管理用デー
タベースの管理項目がそもそも違い、例えば「税額」の
項目は建物管理会社には必要ありませんでしたので当然
でした。しかし、BIMによる完成受渡しが行われ、BIMデー
タを基にした建物管理が行われる事になれば、この多重
構造にも変化が起こることになるかもしれません。

維持管理業務が変わり、そして設計が変わる
これまでの建築業界と建物維持管理業界の間では、維

持管理のノウハウが設計にフィードバックされる仕組み
は殆どありませんでしたが、BIM データには、使用する
材料や設備の仕様・性能・価格などが設定できる事から、
完成後の運用管理や補修・交換のデータを設計にフィー
ドバックさせる事が容易になり、建物オーナー側の技術
基準や性能発注の仕様見直しに使われる事になります。

つまりこれまでの様に「ただ作るだけ」の建築設計事
務所のままでは、この流れから取り残される事になるか
もしれません。

ここまで説明してきたように、建築業界に BIM が普及
することは、建物オーナー側としてこれまで解決できな
かった財務上の問題を解決する大きなきっかけとなるこ
とに間違いありません。

現在、多くの場で BIM 普及のための検討が進められて
いますが、「受け渡しの為の BIM データ」の切り口を忘
れずに検討することが必要だと思います。

データ変換の流れ

フィードバック

設計の為の 
BIMデータ 

施工の為の 
BIMデータ 

 

受け渡しの為の 
BIMデータ 

 

維持管理の為の 
BIMデータ 
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コラム　『業界の部活・釣り部』通算第５回釣行

令和元年初の釣行は、五目釣り。

令和元年度より部長が　桂　貴樹　に変わりましたので、ご報告いたします。また、初年度は代行のワタクシ、菅又　
守が段取り及び釣行記を担当いたしますので宜しくお願いいたします。

令和元年７月13日（土）：『日本標準時制定記念日』
1886年のこの日、勅令「本初子午線経度計算方及標準時ノ件」が公布され、1889年1月1
日から東経135度の時刻を日本の標準時とすることが定められた。

場　所：大洗魚港。04時集合・04時45分出航。大洗沖。
潮回り：月齢10.2の中潮　干潮：07時34分　潮位36cm・満潮：14時54分　潮位114cm。
天　候：曇り・最高気温28度程度・風２～３ｍ。

健清丸さんをバックに参加一同 移動風景

今回も遊漁船は健清丸さんにお世話になりました。参加者は阿久津様、
菊島様と、ワタクシ菅又、息子の友喜を含め４名です。漁労長がダブル
ブッキングしたようで、８名の予定が12名で出航です。ウネリが多少
ありましたが、わりと穏やかで過ごしやすい船上でした。

釣果は、餌釣りではベラが主体となり、他にオキメバルやウッカリカ
サゴ、クロメバルなど数少ない当りを捕らえるのがやっとでした。ジギ
ングでは阿久津様がイナダや真鯛を掛け、他の乗船客もマハタ、イナダ、
サワラなど大物はジクやタイラバに分があったようです。菊島様やワタ
クシ、友喜もベラに翻弄され、良い釣果には恵まれませんでした。また、
タコを狙ったワタクシ。この日、最大の大物の地球を掛けまして、竿が
粉砕骨折いたしました。仕掛け込約２万円が・・・(泣)

釣果が芳しくないため、船長が20分残業してくださいましたが、皆様、
追加できなかったようですが、楽しんで頂けたようです。次回は10月頃、タコ釣りを予定しています。

◎上半期の磯釣り

◎入部のご案内
どなたでも入部できますので、お気軽に
ご連絡ください。
連絡先：TEL 0285-82-9449 菅又まで

コ  ラ  ム

『業界の部活・釣り部』通算第５回釣行（報告）
釣り部　部長　桂　　貴樹

部長代行　菅又　　守

黒鯛 黒鯛釣り

こんな感じで磯釣りをしております。

阿久津様 菊島様
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公平性の原則　建賠保険「杓子定規」の理由
有限会社　日事連サービス 
アドバイザー  中　川　孝　昭

つい最近のことですが、15階建てのマンションの建設で、

中間検査の際に構造スリットが不足しているのではないか

と指摘を受けました。調査した結果、6階から9階の各フロ

アに、構造スリットを入れる必要があることが判明したの

です。工期の関係もあり突貫工事をすることとなって、約

1,000万円の追加工事費用が発生し、日事連サービスに事

故の相談が持ち込まれました。

「残念ですが、保険はお役に立ちそうもありません！」心

苦しいことですが、建築物に滅失・破損の生じていないよ

うなお役に立てないことが明白なケースでは、いきなりそ

のようにお伝えすることにしています。とりあえずウェブ

上で報告書のフォームを調達していただいて、保険会社へ

直接報告を入れて頂き、彼らの口から断ってもらう方が気

は楽なのですが、無駄な時間と労力を費やすことになるだ

けです。ときどき、「そんなの保険じゃないだろう！」とお

小言をいただく結果になりますが、そうしたときには、そ

のような結論に至る理由や背景をできるだけ詳しくお伝え

し、ひたすらお詫びすることにしています。

原状回復
ところで、事故に遭うと、大概の場合、追加費用が発生

することになります。そうした時にお役に立てる保険があ

れば、こんなに良いことはありません。しかし、そのよう

な保険を作ったとしたら、保険事業に必要な「収支均等の

原則」は簡単に崩壊し、保険制度はたちまち破綻してしま

います。そして、これは建賠保険に限ってのこと、という

わけではありません。

発注者に「不当利得」が発生することが表向きの理由と

なります。設計ミスをしてくれたお陰で、建築物が無償で

グレードアップされてしまうことになるからに他なりませ

ん。本件に限らず、事故の再発防止措置の内、改善・改良

費用に相当する金額が否認されます。裏を返せば、原状回

復までの費用だけが、認められることになります。

当たり前の話ですが、元通りに修復しただけでは、事故

は再発してしまいますから、グレードアップは常に必要不

可欠な措置です。しかし、もし設計ミスがなければ、その

費用は、当初の工事費の中に含まれ、施主が負担していた

はずの金額ということです。そこで、「不当利得」に当たる

と言うのです。設計ミスのおかげで、より良い建築物がタ

ダで手に入ることを防いでいるのです。上述のスリットの

追加は、視点からも否認されます。

こうして建賠保険に限らず、損害保険の査定のあり方は、

「原状回復」をキーワードに、保険金の算出をし、保険事業

の収支バランスを保つよう工夫されています。しかし、現

実問題として当事者間では一体どのようにしてトラブルの

解決が図られているのかと言いますと、ほとんどの場合、

ご迷惑をおかけした責任をとるということで、設計者や施

工会社がその金額を負担することになっているようです。

そうした実情を横目で見ながら、本当にこれでいいのかと、

忸怩たる思いで私は日々事故報告の窓口を務めさせていた

だいております。

初期対応費用特約
そんな思いを抱きながら長い時間が流れましたが、

2013年に建賠保険等専門委員会における論議の中から、

初期対応費用100万円をお支払いできるようにさせていた

だきました。保険会社も、重い腰を上げてくれました。

「初期対応費用担保特約条項」の第2条には、用語の定義

が規定されています。以下の通りですが、ここに列記され

た内容でのみ、特約が有効となります。

ア．事故現場の保存、事故状況の調査・記録、写真撮影

または事故原因の調査の費用

イ．事故現場の取り片付け費用

ウ．被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣する

ための交通費・宿泊費等の費用

エ．通信費

オ．事故が他人の身体の障害である場合において、被害

者に対する見舞金もしくは香典または見舞い品購入

費用。ただし、1事故において被害者1名につき保険

証券の「見舞費用支払限度額」欄記載の額を限度と

します。

カ．書面による当会社の事前の同意を得て支出された新

公平性の原則　建賠保険「杓子定規」の理由
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聞等へのお詫び広告の掲載費用

キ．その他アからカまでに準ずる費用。ただし、他人の

身体の障害以外の事故について被保険者が支払った

見舞金または見舞品購入費用を含みません。

いつものように、保険会社サイドの一方的な規定の仕方

ですし、杓子定規な運用となりますが、とりあえず「キ」

で「準ずる費用」という救いの手が伸ばされています。そ

の分若干ファジーな部分が残されたわけですから、万一の

事故の際には、保険会社に対して理屈を言うお手伝いをし

なければと思っております。

訴訟対応費用特約
因みに、この特約が導入されましたのは、2013年12月

版のパンフレットからです。従って2014年4月1日以降有

効となりました。このとき同時に、訴訟対応費用100万円

を支払う特約も追加されました。普通保険約款で、書面に

よる保険会社の同意の取り付けを条件として支払われる弁

護士費用とは別に、損害賠償請求訴訟を起こされたときに

対応するために支払われる費用を補償します。こちらも型

通り、約款の中で定義づけされた範囲のみ有効です。以下

は「訴訟対応費用担保特約条項」第2条の規定です。

ア．被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費

用

イ．被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費

ウ．増設コピー機のリース費用

エ．被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行

う事故の再現実験費用

オ．事故原因の調査費用

カ．意見書・鑑定書の作成費用

キ．相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成費

用

こちらの規定には、救いの手が伸びておりません。保険

事業に求められる「公平性の原則」を維持するためには、

むしろこちらの方が正しい規定であると思いますが、いず

れにせよ、同時に生まれたにしては、約款構成に整合性を

欠いているように感じられます。

公平性ということでは、保険事故の査定という仕事はそ

の性質上、約款に忠実に、そして、ややもすると「杓子定

規」な対応となりご迷惑をおかけしますが、みなさんには、

保険の公平性を維持するための工夫の一つであると、ご理

解いただきたいと思います。

また、責任の有無・賠償額について、落としどころが難

しいケースでは、日事連・建築士事務所賠償責任保険審査

委員会で審議の上、公平かつ適正な着地点を見つけ出すシ

ステムもあります。これからも、より公平性のある査定が

行われるよう努力を続けます。

公平性の原則　建賠保険「杓子定規」の理由

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

氏 名 

事 務 所 名

T E L / F A X

管 理 建 築 士 事務所登録

日下田　勇  （ひげた　いさむ）

イサムアーキテクツ一級建築士事務所 〒321-4302 真岡市鶴田388-5
TEL.0285－83－1570 FAX.050－3156－0573 
１級第337471号　日下田　勇　　　　   A第3604号

阿久津　純一  （あくつ　じゅんいち）

景観プランニング一級建築士事務所 〒320-0036 宇都宮市小幡１丁目3番16号
TEL.028－650－3030 FAX.028－650－3034
１級第153235号　藤田　國彦　　　　   A第3607号

新賛助会員の紹介

脇本グリーン
脇本　高志代表

住　所　〒329-0414 下野市小金井5-25-25
Ｔ Ｅ Ｌ　0285-35-1667　 ＦＡＸ　0285-35-1667
H　  P　http://www.wakimotogreen.com
E-mail　wakimoto1983@yahoo.co.jp

営業品目・取扱商品名
●造園業

営業地域　関東

四国化成工業株式会社　東京営業所
大井　一志　部長

住　所　〒108-0073 東京都港区三田3-4-2-2F
Ｔ Ｅ Ｌ　03-3451-4117　 ＦＡＸ　03-3451-4165
H　  P　https://www.shikoku.co.jp
E-mail　ohashit@shikoku.co.jp（担当：大橋）

営業品目・取扱商品名
●内・外・舗装材の塗り壁材料
●アルミ材質の門扉・フェンス・駐輪場など

の住宅・景観エクステリア製品

営業地域　関東甲信越地域

植木鋼材株式会社
植木　揚子代表取締役

住　所　〒321-0111 宇都宮市川田町804
Ｔ Ｅ Ｌ　028-633-5225　 ＦＡＸ　028-636-1871
H　  P　http://www.uekikohzai.co.jp
E-mail　y.ueki@uekikohzai.co.jp

営業品目・取扱商品名
●一般鋼材・非鉄金属及びその加工

営業地域　主に栃木県内

一般財団法人さいたま住宅検査センター
岩﨑　康夫理事長

住　所　〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-3
Ｔ Ｅ Ｌ　048-621-5111　 ＦＡＸ　048-863-2121
H　  P　http://www.sjkc.or.jp/
E-mail　eigyou@sjkc.or.jp

営業品目・取扱商品名
●建築確認・検査業務　住宅性能評価業務
　構造計算適合性判定業務
●住宅瑕疵担保責任保険等の業務

営業地域 埼玉県・東京都（島しょ部を除く）
栃木県・千葉県・茨城県・群馬県の全域

明電産業株式会社
毛塚　武久代表取締役

住　所　〒320-0856 宇都宮市西原３丁目２番５号
Ｔ Ｅ Ｌ　028-610-1010　 ＦＡＸ　028-633-4657
H　  P　http://www.meidens.com/
E-mail　t-nakao@meidens.com（担当：中尾）

営業品目・取扱商品名
●電設資材卸売
●空調、太陽光設備工事

営業地域 栃木県・茨城県・群馬県・埼玉県

有限会社 KANEHON
高橋　　卓代表取締役

住　所　〒321-0345 宇都宮市大谷町350番地
Ｔ Ｅ Ｌ　028-652-0172　 ＦＡＸ　028-652-0192
H　  P　http://www.kanehon.jp
E-mail　ooyaishi@kanehon.jp

営業品目・取扱商品名
●大谷石材　採掘　販売　施工

営業地域　全国

株式会社日本ハウス・ホテル＆リゾート　ホテル東日本宇都宮
稲見　英一総支配人

住　所　〒320-0013 宇都宮市上大曽町492-1
Ｔ Ｅ Ｌ　028-643-5500　 ＦＡＸ　028-643-5551
H　  P　http://www.hotelhigashinihon.com
E-mail　utsunomiya@hotelhigashinihon.com

営業品目・取扱商品名
●ホテル業
 （宿泊、婚礼、宴会、レストラン）

営業地域　栃木県

アイカ工業株式会社　宇都宮営業所
杉浦　伸二所長

住　所　〒321-0953 宇都宮市東宿郷3-1-7　NBF 宇都宮ビル5F
Ｔ Ｅ Ｌ　028-346-1750　 ＦＡＸ　028-346-1752
H　  P　http://www.aica.co.jp
E-mail　ホームページにお問合せフォームあります　http://www.aica.co.jp/inquiry/other_input.php

営業品目・取扱商品名
●化成品、建装品、住器建材、機能材料

営業地域　栃木県全域と茨城県　県央・県北

新入会員の紹介・新賛助会員の紹介
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脇本グリーン
脇本　高志代表

住　所　〒329-0414 下野市小金井5-25-25
Ｔ Ｅ Ｌ　0285-35-1667　 ＦＡＸ　0285-35-1667
H　  P　http://www.wakimotogreen.com
E-mail　wakimoto1983@yahoo.co.jp

営業品目・取扱商品名
●造園業

営業地域　関東

四国化成工業株式会社　東京営業所
大井　一志　部長

住　所　〒108-0073 東京都港区三田3-4-2-2F
Ｔ Ｅ Ｌ　03-3451-4117　 ＦＡＸ　03-3451-4165
H　  P　https://www.shikoku.co.jp
E-mail　ohashit@shikoku.co.jp（担当：大橋）

営業品目・取扱商品名
●内・外・舗装材の塗り壁材料
●アルミ材質の門扉・フェンス・駐輪場など

の住宅・景観エクステリア製品

営業地域　関東甲信越地域

植木鋼材株式会社
植木　揚子代表取締役

住　所　〒321-0111 宇都宮市川田町804
Ｔ Ｅ Ｌ　028-633-5225　 ＦＡＸ　028-636-1871
H　  P　http://www.uekikohzai.co.jp
E-mail　y.ueki@uekikohzai.co.jp

営業品目・取扱商品名
●一般鋼材・非鉄金属及びその加工

営業地域　主に栃木県内

一般財団法人さいたま住宅検査センター
岩﨑　康夫理事長

住　所　〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-3
Ｔ Ｅ Ｌ　048-621-5111　 ＦＡＸ　048-863-2121
H　  P　http://www.sjkc.or.jp/
E-mail　eigyou@sjkc.or.jp

営業品目・取扱商品名
●建築確認・検査業務　住宅性能評価業務
　構造計算適合性判定業務
●住宅瑕疵担保責任保険等の業務

営業地域 埼玉県・東京都（島しょ部を除く）
栃木県・千葉県・茨城県・群馬県の全域

明電産業株式会社
毛塚　武久代表取締役

住　所　〒320-0856 宇都宮市西原３丁目２番５号
Ｔ Ｅ Ｌ　028-610-1010　 ＦＡＸ　028-633-4657
H　  P　http://www.meidens.com/
E-mail　t-nakao@meidens.com（担当：中尾）

営業品目・取扱商品名
●電設資材卸売
●空調、太陽光設備工事

営業地域 栃木県・茨城県・群馬県・埼玉県

有限会社 KANEHON
高橋　　卓代表取締役

住　所　〒321-0345 宇都宮市大谷町350番地
Ｔ Ｅ Ｌ　028-652-0172　 ＦＡＸ　028-652-0192
H　  P　http://www.kanehon.jp
E-mail　ooyaishi@kanehon.jp

営業品目・取扱商品名
●大谷石材　採掘　販売　施工

営業地域　全国

株式会社日本ハウス・ホテル＆リゾート　ホテル東日本宇都宮
稲見　英一総支配人

住　所　〒320-0013 宇都宮市上大曽町492-1
Ｔ Ｅ Ｌ　028-643-5500　 ＦＡＸ　028-643-5551
H　  P　http://www.hotelhigashinihon.com
E-mail　utsunomiya@hotelhigashinihon.com

営業品目・取扱商品名
●ホテル業
 （宿泊、婚礼、宴会、レストラン）

営業地域　栃木県

アイカ工業株式会社　宇都宮営業所
杉浦　伸二所長

住　所　〒321-0953 宇都宮市東宿郷3-1-7　NBF 宇都宮ビル5F
Ｔ Ｅ Ｌ　028-346-1750　 ＦＡＸ　028-346-1752
H　  P　http://www.aica.co.jp
E-mail　ホームページにお問合せフォームあります　http://www.aica.co.jp/inquiry/other_input.php

営業品目・取扱商品名
●化成品、建装品、住器建材、機能材料

営業地域　栃木県全域と茨城県　県央・県北

新賛助会員の紹介

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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 4月
  3・定例常任理事会開催 協会会議室で開催
11・日事連第5回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普及促進ＷＧ　　日事連会議室で開催 （山崎良知副会長出席）
16・栃木県建設産業団体連合会正副会長会議 栃木県建設産業会館で開催 （佐々木宏幸会長出席）
17・平成30年度事務所協会会計監査実施 協会会議室で開催 （会計監事2名他役員3名）
18・第1回新技術研修会開催 パルティとちぎ男女共同参画センターで開催 （参加者30名）
　  ・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）
23・栃木県建設産業団体連合会常任理事会・理事会合同会議 栃木県建設産業会館で開催 （佐々木宏幸会長・山崎良知副会長出席）
24・常任理事会（14:00 ～）・理事会（15:00 ～）開催 協会会議室で開催
　  ・日事連第3回建築士事務所の業務環境改善ＷＧ 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
 協会会議室で開催 （Ｗeb会議：田村哲男副会長出席）
　  ・総務委員会開催 協会会議室で開催
　  ・業務運営委員会開催 協会会議室で開催
25・日事連第3回会員増強検討ＷＧ 協会会議室で開催 （Ｗeb会議：佐々木宏幸会長出席）
26・次世代創造委員会開催 協会会議室で開催

 5月
  8・会員交流委員会開催 協会会議室で開催
  9・日事連ＢＩＭと情報環境ＷＧ 日事連会議室で開催 （田村哲男副会長・阿久津修平・本澤崇理事出席）
14・定例常任理事会開催 協会会議室で開催
15・栃木県マロニエ建築賞運営委員会 栃木県庁研修館で開催 （田村哲男副会長出席）
　  ・日事連第4回青年ＷＧ 日事連会議室で開催 （本澤崇理事出席）
　  ・業務運営委員会開催 協会会議室で開催
16・栃木県震災建築物応急危険度判定協議会総会 栃木県庁北別館で開催 （小林基専務理事出席）
　  ・技術研修委員会開催 協会会議室で開催
　  ・栃木県鉄構工業会通常総会 ホテルニューイタヤで開催 （岡田裕常務理事出席）
21・定例理事会（15：00 ～）開催 宇都宮東武ホテルグランデで開催
　  ・定時総会（16:00 ～）・懇親会（17:30 ～）開催 宇都宮東武ホテルグランデで開催 （出席者53名・委任状83名）
22・栃木県設備業協会第54回定時総会 栃木県建設産業会館で開催 （渡邉有規常務理事出席）
　  ・会員交流委員会開催 協会会議室で開催
　  ・とちぎ建築プロジェクト2019打合せ会開催 東京都内の会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
23・日事連監査会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
　  ・次世代創造委員会開催 協会会議室で開催
　  ・栃木県産業資源循環協会総会後の懇親会 宇都宮東武ホテルグランデで開催 （小林基専務理事出席）
　  ・栃木県設備設計事務所協会第8回通常総会懇親会 ホテルニューイタヤで開催 （山崎良知副会長出席）
24・とちぎの元気な森づくり県民会議定期総会 栃木県庁東館で開催 （君島広之常務理事出席）
　  ・日事連第4回建築士事務所の業務環境改善ＷＧ 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
 協会会議室で開催 （Ｗeb会議：田村哲男副会長出席）
　  ・栃木県宅地建物取引業協会総会懇親会 ホテル東日本宇都宮で開催 （山崎良知副会長出席）
27・栃木県建設業協会総会 宇都宮グランドホテルで開催 （安藤寛樹副会長出席）
　  ・日事連正副会長会議（11:00 ～）・常任理事会（13:30 ～） 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
　  ・日事連会員増強単位会表彰審査委員会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
　  ・耐震診断事前審査会開催 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
28・栃木県土地家屋調査士会定時総会 ホテルニューイタヤで開催 （安藤寛樹副会長出席）
　  ・会員交流委員会開催 協会会議室で開催
29・栃木県建築士会定時総会懇親会 ホテルニューイタヤで開催 （山崎良知副会長出席）
30・日事連第6回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普及促進ＷＧ  日事連会議室で開催 （山崎良知副会長出席）
31・栃木県建設産業団体連合会通常総会 栃木県建設産業会館で開催 

（佐々木宏幸会長・山崎良知・田村哲男・安藤寛樹副会長・小林基専務理事・藤田公行事務局長出席）
　  ・宇都宮市管工事業協同組合第67回通常総会後の懇親会 ホテルニューイタヤで開催 （山崎良知副会長出席）

 6月
  3・耐震判定会開催 協会会議室で開催
  5・日事連理事会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
　  ・親睦ゴルフ大会開催 新宇都宮カントリークラブで開催 （参加者127名）
　  ・正会員及び賛助会員親睦会開催 宇都宮東武ホテルグランデで開催 （参加者176名）

協 会 日 誌

協会日誌
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　  ・栃木県豊かな住まいづくり協議会・木造住宅生産体制推進協議会総会　栃木県庁会議室で開催 （君島広之常務理事出席）
　  ・栃木県木材需要拡大協議会通常総会 栃木県木材業協同組合連合会会議室で開催 （藤田公行事務局長出席）
  7・定例常任理事会開催 協会会議室で開催
　  ・とちぎ建築プロジェクト2019打合せ会開催 東京都内の会議室で開催

（田村哲男副会長・阿久津修平・塩田真吾・本澤崇理事出席）
10・広報・渉外委員会 協会会議室で開催
14・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
　  ・建築相談会開催 協会会議室で開催
17・日事連青年ＷＧ 日事連会議室で開催 （本澤崇理事出席）
19・日事連第5回建築士事務所の業務環境改善ＷＧ 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
 協会会議室で開催 （Ｗeb会議：田村哲男副会長出席）
　  ・業務運営・次世代創造合同委員会開催 協会会議室で開催
　  ・会員交流委員会開催 協会会議室で開催
20・技術研修委員会開催 協会会議室で開催
20 ～ 21・第158回日事連関東甲信越ブロック協議会 神奈川県足柄下郡箱根町湯元　天成園で開催

（山崎良知・田村哲男・安藤寛樹副会長・小林基専務理事・柴田隆子職員参加）
25・令和元年度第1期建築士定期講習開催 栃木県教育会館で開催 （参加者70名）
　  ・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
26・日事連常任理事 銀座東武ホテルで開催 （佐々木宏幸会長出席）
　  ・令和元年度日事連定時総会・全国会長会議 銀座東武ホテルで開催

（佐々木宏幸会長・山崎良知副会長・藤田公行事務局長出席）
27・次世代創造委員会開催 協会会議室で開催

 7月
  5・日事連事務局連絡会議 銀座東武ホテルで開催 （藤田公行事務局長・柴田隆子職員出席）
11・「第1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」　栃木県庁会議室で開催 （渡邉有規常務理事出席）
12・広報・渉外委員会開催 協会会議室で開催
　  ・とちぎ建築プロジェクト2019打合せ会開催 東京都内の会議室で開催

（田村哲男副会長・阿久津修平・塩田真吾・本澤崇理事出席）
16・第2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55名）
17・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
　  ・とちぎ木づかい促進協議会実務者会議 栃木県庁河内庁舎会議室で開催 （山崎良知副会長出席）
　  ・会員交流委員会開催 協会会議室で開催
19・栃木県住宅耐震推進協議会総会 協会会議室で開催
23・とちぎ木づかい促進協議会総会 栃木県公館で開催 （小林基専務理事出席）
　  ・次世代創造委員会開催 宇都宮市文化会館展示室で開催
24 ～ 25・ＡＰ展・建築展開催 宇都宮市文化会館展示室で開催 （参加者500名）
25・栃木県管工事業協同組合連合会総会懇親会 ホテル東日本宇都宮で開催 （佐々木宏幸会長出席）

協会日誌

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
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協 会 活 動 通 信

大谷石建造物の安全・活用のための耐震診
断・補強ガイドライン講習会
2月21日、栃木県教育会館小ホールにおいて開催されました。
参 加 者：70名
講習時間：13:30～15:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成30年度
「一級/二級・木造建築士定期講習」
3月7日、とちぎ福祉プラザにおいて開催されました。
参 加 者：23名
講習時間：9:20～17:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
開設者・管理建築士のための建築士事務所
の管理研修会
3月12日、栃木県教育会館小ホールにおいて開催されました。
参 加 者：50名
講習時間：9:30～16:10
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成31年度　第1回新技術研修会
4月18日、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：30名
講習時間：13:30～16:50
1．一般社団法人東北再生可能エネルギー協会

●施策：ＺＥＢ事業の要件と実績について
●最新動向　建物用途別ＺＥＢ達成度
●ＺＥＢ技術、ＺＥＢ事例紹介

2．株式会社ケービールーフ工業
　●押し出し形材アルミ屋根パネル（世界で初めて！）

●遮熱材『リフレクティックス』について—省エネ法対
応品

3．株式会社熊倉
　『ＩＰＨ工法』の紹介

●コンクリート構造物の強度回復等に効果的な新樹脂注
入工法

平成31年度第一期
「一級/二級・木造建築士定期講習」
6月25日、栃木県教育会館小ホールにおいて開催されまし
た。
参 加 者：70名
講習時間：9:20～17:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和元年度第2回新技術研修会
7月16日、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：55名
講習時間：13:30～16:20
１．株式会社新日本通信
　〈アクセスコントロール〉について新提案
　　●2017年個人情報保護法改正対応
　　●いつ・だれが・どこに入退室したかの記録管理
２．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
　●高齢者・医療施設に対応する浴室システムの提案

３．グラフィソフトジャパン株式会社
●BIM設計に欠かせない各ソフトウェア間を連携する為

の『OPEN  BIMワークフロー』

令和元年度第３回新技術研修会
日　時：令和元年９月10日（火）受付13:00 ～
場　所：パルティとちぎ男女共同参画センター
　　　　第301研修室
提　供：１、丸宇興業株式会社
　　　　２、い木いき建築工房二級建築士事務所
　　　　３、積水テクノ成型株式会社
　　　　４、青山特殊鋼株式会社

令和元年度
「一級／二級／木造　建築士定期講習」

日　　時：令和元年９月12日（木）受付9:00 ～
講習時間：9:30 ～ 17:30
場　　所：パルティとちぎ男女共同参画センター
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青年話創会
日　時：令和元年10月３日（木）15:00 ～ 20:00
場　所：クーラクーリアンテ（福島市）
15:00 ～ 17:30　青年話創会
18:00 ～ 20:00　懇親会

お知らせ

協会活動通信・お知らせ
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県北支部総会及び講演会
日　　時：平成31年4月18日（木）
場　　所：季節料理　いとう　那須塩原市扇町7-12
支 部 長：大髙宣光
副支部長：和泉卓哉　　佐藤秀夫　　渡邉将宏
参 加 者：14名

　当日は総会の後に講演会を計画し、県北の賛助会員の皆
様にも声をお掛けして、プロ自転車ロードレースチーム
「那須ブラーゼン」の運営会社であるNASPO株式会社代
表取締役CEOの若杉厚仁様をお招きして、「自転車とまち
づくり」をテーマにご講演をお願いしました。
　若杉様からはブラーゼンの目指す先と、街作りの為の
様々な手法や国交省の補助金制度等のお話もあり、大変有
意義な総会となりました。

県央支部総会及び懇親会
日　　時：平成31年３月26日（火）18：00～ 
場　　所：宇都宮市内 『ビストロソレイユ』 
支 部 長：中村　滋
副支部長：酒井　誠　　岡田　裕　　中村清隆
　　　　　市田　登　　半貫正芳
参 加 者：26名

今後、県央支部の活動も徐々に増やし、支部を盛り上げて
いく方針です。

支部活動報告

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第43回建築士事務所協会全国大会（福島大会）
日　時：令和元年10月４日（金）13:00 ～ 20:30
場　所：とうほう・みんなの文化センター（福島市）
10:00 ～　　　　  受付開始、日事連建築賞受賞作品展 等
13:00 ～ 13:50　座談会　第１部　「震災からの復興・創生」
14:00 ～ 15:00　座談会　第２部　「ふくしまの未来」
15:30 ～ 17:30　大会式典（日事連建築賞表彰、功労者表彰、
　　　　　　　　　 大会宣言、第44回開催地会長挨拶）
18:30 ～ 20:30　記念パーティー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
とちぎ住宅フェア2019
日　時：令和元年10月19日（土）～ 20日（日）
場　所：マロニエプラザ

令和元年度第４回新技術研修会
日　時：令和元年11月21日（木）受付13:00 ～
場　所：パルティとちぎ男女共同参画センター
　　　　第301研修室
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
日　時：令和元年11月26日（火）13:00 ～ 20:00
場　所：宇都宮東武ホテルグランデ 6階「龍田」
　●BIM設計コンペ最終公開審査会　13:00 ～ 14:40
　●基調講演　　　　　　　　　　　15:10 ～ 16:50
　●鼎談　　　　　　　　　　　　　17:00 ～ 17:50
　●BIM設計コンペ表彰式　　　　　17:50 ～ 18:20
　●懇親会　　　　　　　　　　　　18:30 ～ 20:00

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
　　　　　　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

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 総合スポーツゾーン新武道場

鹿沼営業所  /  大田原営業所  /  茨城営業所  /  盛岡営業所
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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

おかげさまで130周年

営 業 品 目

衛生陶器　セメント　生コン　二次製品　杭工事
太陽光及びオール電化工事　システムバス　システムキッチン

http://www.shiroki-ya.jp/
本社　〒320-0816　栃木県宇都宮市天神1丁目1番33号

TEL 028－633－3327

株式会社 白木屋
小山営業所　〒323‒0029 栃木県小山市城北4丁目6番29号　　 TEL 0285‒23‒5711
東京営業所　〒115‒0055 東京都北区赤羽西1丁目2番4号-302  TEL 03‒5948‒6990

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

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
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広告 

〒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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編集後記 安藤：作新学院９年連続甲子園出場！ この会報が
届く時には結果が出てますね。

中村：天候不順で、初めての家庭菜園失敗です。
新井：７/31～８/２モンゴルに行ってきました。

朝晩は半袖では寒い彼岸ころの陽気でした。

大髙：会報にコラムの執筆を始めてからこの109
号で11年目に入りました。目指せ執筆20
年！ で頑張ります。

酒井：猛暑の中、ガンバリました。
栗原：令和元年夏、とても暑いです。皆様も体に

気をつけてください。

【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・鮎澤浩

 　 　 　 　 　 　 
 広 告 の ご 案 内 

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

（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！

広告・編集後記
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