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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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日光市本庁舎
〔マロニエ建築優良賞〕

日光市は平成１８年の２市２町１村の合併により全国３
位の広大な面積を有し、合併最後の仕上げとしての本庁
舎建て替えです。

日光街道と日光例幣使街道に挟まれた庁舎前道路を新
日光交流街道として位置づけ、街道に面して外部に大き
な庇の街道テラス、内部に街道プラザを設けました。庁
舎の屋根は、「日光の社寺」の力強さをイメージした懸垂
曲線の大屋根としています。

執務室ゾーンと市民利用スペースはレイアウトが明快
で、日光杉をふんだんに使用した計画としています。

使用する規格外の木材を大量に確保するため、市有林
の伐採・加工・施工まで流通ルールをつくりました。庁
舎初となるＳＧＥＣ認証（森林認証制度）を取得し、さ
らに令和２年度木材利用優良施設コンクールにおいて「林
野庁長官賞」をいただきました。

佐藤総合計画・翔建築設計特定設計業務共同企業体
中村　清隆
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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
でご挨拶申し上げます。

平素は当協会の事業活動につきまして会員、賛助会員の
皆様方には格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

本来なら、令和３年は昨年のオリンピック・パラリンピッ
クの興奮の余韻の中で迎える新春であった訳ですが、世界
中が新型コロナウイルス感染症に対する対策に追われ、世
界的な混乱と日常の変化に苛まれる年を迎えることになり
ました。建築界もコロナ禍の中で多くの活動の延期や中止、
勤務形態の変化や遠隔会議の拡大、リモートワークの急激
な普及等大きな変化が生じています。

そのような混乱の中ではありますが、昨年は設計三会が
共同提案した、受験資格の見直しによる建築士法が改正さ
れ、実務経験は免許登録要件となりました。改正後初の試
験が実施され、結果は一級建築士で受験者数が前年度比で
20％増加し、合格者数も566名増加しました。10数年前
から減少を始め歯止めがかからなかった受験者数の減少を
止め、増加に転じるという大きな成果をあげることができ
ました。これは建築界にとって技術者の確保だけでなく、
建築の質の向上にも寄与することだと思います。

日事連では昨年４月の第一回目の非常事態宣言時に災害
対策本部を立ち上げ、設計三会、建築界全体としての情報
ネットワークを構築しながら日事連会員、建築界に対しさ
まざまな情報提供、支援活動を続けてきました。国土交通
省に対しては地方自治体での事業継続への助言や、競争参
加資格確認の柔軟な対応として、新型コロナウイルス感染
症蔓延のための不可効力による単年度赤字決算を不利益な
扱いとしないこと等の要望活動を行ってきました。今後の
災害対策本部に於いては短期的対策、中長期的対策に分け
て対応を検討し、迅速に実行していかなければなりません。

また、コロナ感染症だけでなく日本では全国的に自然災
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、今後
５カ年延長される国土強靭化計画と相まって真剣に取り組

んで行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
探求していくことが重要だと思います。

昨年当協会ではコロナ禍にも拘わらず、とちぎ建築プロ
ジェクトのＢＩＭコンペティションを無事実施することが
できました。これは偏に実行委員の皆さんの努力と、多く
の方々のご支援ご協力の賜物と感謝しております。一昨年
前に官民が一体となりＢＩＭの活用を推進し、建築の生産
プロセス及び維持管理の向上を図るために建築ＢＩＭ推進
会議がスタートしましたが、このコロナ禍でその活動が不
透明になっております。そのような時期にＢＩＭの普及の
ための「マロニエＢＩＭコンペティション」の開催はとて
も有意義なことでした。

社会では、今後５年程度でSociety5.0の社会実装による
スマート社会への移行が一気に進むのではないかと考えら
れており、建築界のＢＩＭの普及などもその一躍を担いま
す。新型コロナウイルスの拡大により大きな犠牲が出てい
ますがその中でリモートワークが一気に広がりました。ダ
メージを被りながらも働き方改革が進んでいます。振り返
ると第二次世界大戦など人類に深刻な被害をもたらした出
来事の後に、科学技術が飛躍的に発展した歴史があります。
今回の大災害から学び対処する力を身に付けることが最も
重要です。

ＡＩやＩｏＴ、ＢＩＭなどの革新的技術と建築界の連携
が進み、建築の業態も変化していきます。そのような中で
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。

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、建築界の更なる発展を祈念し、2021年のオリンピッ
ク・パラリンピックの開催を、国民として心からお願い申
し上げ、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

年頭ご挨拶
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令和３（2021）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。

私は、昨年の知事選挙におきまして、多くの県民の皆様

から御支援をいただき、引き続き県政を担わせていただく

こととなりました。県内各地で県民の皆様の切実な声やふ

るさと“とちぎ”に対する熱い思いをお伺いし、改めてこれ

からの県政を担う責任に身が引きしまる思いであります。

今後とも、「県民中心」、「市町村重視」を基本にしつつ、「地

域重視」の視点やデジタル化の動きも取り入れながら、ス

ピード感を持って県政の課題に果敢に取り組んで参る決意

であります。

さて、昨年、世界に拡大した新型コロナウイルス感染症は、

あらゆる社会経済活動に大きな影響を及ぼしており、県民

生活や地域経済は先の見えない不安と危機の中にあります。

現下の感染状況や経済動向等を的確に見極めながら、県民

の命と健康を守り、県民生活や地域経済への影響の最小化

を図るため、必要な対策に万全を期して参ります。

また、令和元年東日本台風で受けた甚大な被害からの復

旧・復興に着実に取り組むとともに、気候変動の影響によ

り頻発・激甚化する自然災害に備え、災害対応力の更なる

強化を図って参ります。

現在、県では、栃木県重点戦略「とちぎ元気発信プラン」

に続き、令和３（2021）年度から５年間の県政の基本指

針となる「とちぎ未来創造プラン（仮称）」の策定を進めて

おります。プランに掲げる本県の目指す将来像「人が育ち、

地域が活きる　未来に誇れる元気な“とちぎ”」の実現に向

け、「人材育成」、「産業成長」など５つの重点戦略により、

とちぎの未来を担う人づくり、未来技術を活用した次世代

産業の創出・育成、県民の健康づくり、防災・減災対策など、

新しいとちぎのかたちを描き、次の世代につなげる取組を

積極的に推進して参りたいと考えております。

特に、人口減少対策につきましては、２年目を迎える栃

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（第２期）」に基づくプロジェクトと連携を図りなが

ら、社会全体で結婚から妊娠･出産、子育てまでを切れ目な

く支援する環境づくりを推進するとともに、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大を契機とした、人々の行動・意識・

価値観の変化に伴う地方への関心の高まりを的確にとらえ、

「関係人口」の創出・拡大や移住・定住の促進などに取り組

んで参ります。

今年の夏には、１年延期となった東京2020オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会が開催され、来年には、本県

で第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」が

開催されます。これらの成功に向けて、県民の皆様をはじめ、

市町や関係機関等と連携して、万全の準備を進めて参りま

すとともに、開催を契機として、本県の魅力・実力を国内

外に効果的に発信することにより、栃木県の魅力を広めて

いただく「栃木ファン」の創出・拡大に努めて参ります。

知事５期目の新たな年を迎えるに当たり、私自らがオー

ルとちぎの先頭に立ち、栃木県の輝く未来の創生に向けて

挑戦して参りますので、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３（2021）年１月 　

栃木県知事

福　田　富　一

令和３（2021）年　新年知事あいさつ
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とちぎ建築プロジェクト2020・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　広報担当　　

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 2020・マロニエ BIM 設計コンペティション

マロニエ BIM 設計コンペティション 2020
昨年 12 月 17 日、栃木県総合文化センターにて「とち

ぎ建築プロジェクト 2020・マロニエ BIM 設計コンペティ
ション」が行われました。

今回は例年とは違い、コロナ禍の中で開催ということで
これまでのような会場でコンペティションを行うのではな
く、1 次審査を勝ち残った 8 名はそれぞれ学校や会社から
zoom を使ったリモートでのプレゼンテーションというこ
とで、新たなカタチの形態で開催されました。

また新たな試みとして、会場の様子を YouTube にてラ
イブ中継するなどよりリアリティ溢れる様子も伺えました。

開会挨拶（佐々木会長）
国土交通省は Society5.0 の社会実現に向けて、建築

BIM 推進協議会を立ち上げた。とちぎ建築プロジェクトも
昨年から日事連と共催となり、応募資格も学生のみから社
会人にも拡大してより参加の幅を広げた。当協会の若手会
員の活躍によってこれまでの準備とリモートでの開催がで
きたことを感謝します。

コンペ審査
審査当日はプロジェクターに映し出された 8 作品のプレ

ゼンテーションを聞き、各審査委員と発表者が質疑を交わ
し、その後、別室に移動して池田靖史氏主導の元、5 人の
審査委員で厳正な審査をし、最終的に５作品を選出しまし
た。
「72 時間以内で設計し作品を完成させる」という制約の

中、学生及び社会人の参加者の皆さんは腕をふるって作品
を仕上げてきました。内容はどれもコンセプト内容の充実
や作品精度の高さなどレベルの高いものでした。

受賞された作品の印象として、見た目の印象はもちろん
のこと、内容と条件の整合性・造形力と総合力が優れてい
る作品が受賞されたことと、コロナ禍を想定したものなど
も受賞のポイントになったのではないかと思われます。

また、今回はこのような状況での開催ということでリモー
トでの発表となったわけですが、新たな表現方法として今
後も離れた場所からでも、例えば海外からプレゼンテーショ
ンなど新たな可能性もあるかと思われます。

コンペ講評（審査委員長・池田靖史氏）
今回のコンペは、BIM で設計することに発展と可能性を

感じられ、多くの人々に夢を伝えることができたことは成功
であったと思っている。またコロナ禍ということからプレゼ
ンはリモートで行われたが、リモートになることで BIM の
操作がリアルタイムで見られてわかりやすくなり、今後の建
築のプレゼンやコミュニケーションの在り方が変わっていく
と感じた。

BIM については更に色々なことができる可能性があり、
他分野とのコラボレーションやタイアップも大いに期待でき
ると思っている。

佐々木宏幸 氏 池田靖史 氏
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とちぎ建築プロジェクト 2020・マロニエ BIM 設計コンペティション

コンペの概要
●設計課題：大谷石採掘場跡を利用した宿泊施設

敷地として設定されている場所は大谷石の石切場跡地で
あり、垂直に切り立った崖や転用の可能性を感じさせる横
穴などのわかりやすい特徴も持っていますが、全国津々浦々
にある様々な特徴的な場所が、この新しい地域活性化のチャ
ンスにどのように答えるのかは普遍性のある課題であると
も考えられます。本コンペティションでは建物規模や部屋
数などの機能プログラムの詳細、建築制限などについて一
切、規定致しません。ただ敷地として指定された大谷地区
の石切場跡地に、これからの時代にふさわしい宿泊施設を
提案して、地域の活性化に向けた参加者それぞれの展望と
技量を競っていただきたいと思います。

●応募資格者
学　生：一級建築士の受験資格要件に定められた学校に
　　　　在籍する学生（個人）
社会人：（一社）日本建築士事務所協会連合会の各単位会
　　　　に所属する建築士事務所の所員（個人）

●エントリー受付
期　日 : 令和 2 年 11 月 29 日（正午まで）

●コンペティション
期　間 : 令和 2 年 11 月 27 日 PM12:00 〜
　　　　　　　〜 11 月 30 日 PM12:00（72 時間）

●審査委員
・池田　靖史　建築家・慶應義塾大学政策メディア研究科　教授

・安野　芳彦　株式会社梓設計　取締役副社長BIM推進担当役員

・佐野　吉彦　株式会社安井建築設計事務所　代表取締役社長

・川村　定男 （公財）とちぎ建設技術センター常務理事

・佐々木宏幸 （一社）日本建築士事務所協会連合会名誉会長

　　　　　　 （一社）栃木県建築士事務所協会会長

　　　　　　 AIS 総合設計株式会社　代表取締役

●コンペ受賞者
・「突然やってくる日常、気付かされる風景」 
　松尾　賢史（熊本大学大学院）
・「大谷の光」
　大内　拓海（AIS 総合設計）
・「Rock'n OYA ～石がつなぐ大谷の未来～」
　新納　悠加（麻生建築＆デザイン専門学校）
・「Co － BIM」
　平郡　元貴（安井建築設計事務所）
・「大谷石切場跡地に立つ岩窟レストランのあるホテル」
　岩本　茂美（傳設計） 
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とちぎ建築プロジェクト 2020・マロニエ BIM 設計コンペティション

コンペ受賞作品
最優秀賞　「突然やってくる日常、気付かされる風景」　松尾　賢史（熊本大学大学院）

優秀賞（社会人部門）
「大谷の光」　大内　拓海（AIS総合設計）

■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 2020・マロニエ BIM 設計コンペティション

審査員特別賞
 「Co－BIM」　平郡　元貴（安井建築設計事務所）

優秀賞（学生部門）
「Rock'n OYA　～石がつなぐ大谷の未来～」　新納　悠加（麻生建築＆デザイン専門学校）

審査員特別賞
「大谷石切場跡地に立つ 岩窟レストランのあるホテル」　岩本　茂美（傳設計）
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とちぎ建築プロジェクト 2020・マロニエ BIM 設計コンペティション

初めての試みを終えて
　今回コロナ禍の中、一時は開催さえも危ぶまれましたが実行委員会スタッフ一同、一丸となって開催にまで漕ぎ着けるこ
とができました。プロジェクトを支えてきたメンバーから、大変だったこと、苦労したこと、今後に向けて改善していきた
いこと、などコメントをいただきました。

●プロジェクト実行委員会　委員長　小林　基
　今回、プロジェクト 2020 の実行委員長を務めました小林でございます。まずは、協賛頂きました皆様に感謝申し上げます。
　実行委員会の皆様、ご苦労様でした。期間のない中、またコロナ禍でのリモート会議等、大変なことだったと思います。スタッフの皆
様が優秀で責任感をもって動いてくれた事で、無事にプロジェクトを終える事が出来ました、ありがとうございます。

●実行副委員長　総括補佐　本澤　崇
　本年度の当該事業は、コロナ禍で開催も危ぶまれておりましたが、会長の強
い想いからこの状況下でも継続可能な事業として、例年より４か月も遅れて準
備企画がスタートしました。正直、企画準備段階は綱渡り状態でした。勿論準
備もリモート会議が中心でして、例年と異なるスタイルで新たな試みでした。
感染症が流行すると時代が大きく変化すると言いますが、まさにこの事業も感
染症に翻弄されて大きく変革したと感じた年度でした。準備から設営まで従事
したスタッフも若返りがあり次世代メンバーが主力となり、新たな試みに挑戦し
て同じベクトルに向かい成功に導きました。このコロナ禍でのイベント開催、そ
して成功は新たな可能性を見出せたのではないかと思います。事業に関係した
皆さま、大変お疲れさまでした！

●実行副委員長　ＰＪ運営責任者（総合）　阿久津　修平
■苦労したこと：工程の作成及び当日タイムスケジュールの作成

リモートによるプレゼンテーションという新しい試みの中、準備
期間が短くて大変だった。

■反省点　　　：やはり準備期間の短さに伴い、エントリー期間が短くコンペ周知
がうまく行かなかったのではないかと思います。内容が固まらな
いとなかなか周知活動をすることも難しいが、小出しでも良いの
でポータルサイト等で順次ＵＰしていく方法もあるのかも知れま
せん。

●実行副委員長　審査員担当　塩田　真吾
　例年になく限られた時間の中、幾度となく行われた実行委員会及び池田先生
や審査員との ZOOM 会議では、主に当日の全体運営目線や、審査員目線での押
さえ処に意識を持ち、連絡を取りあっていたものの、それでも抜け落ちがある
など１人では限界がありました。
　そんな中、今までの主力メンバーに加え、新たなメンバーがそれぞれの役割
に力を発揮していたことに、会のメンバーの層の厚さを感じました。反省点が
あるとすれば、偏ったメンバーの負担を減らすことがまだ可能になるという意
味で、もっと早くからメンバーをフルに活かし、役割を細分化し、それぞれに（例
えば 2 人ずつ）担当を決められれば、役割毎に揉んだ内容を委員会ないし委員長・
副委員長に図るカタチが取れたのでは、と思います。
　いずれにせよ、あの日数の中でリモートを駆使しながらカタチになったことは
素晴らしいことだと思います。

●実行副委員長　コンペ担当　横松　邦明
　コロナ禍の中、リモートでのコンペ。完全に新しい試みに対して、かなり試行
錯誤。結果としては素晴らしい事が出来たと思います。
　反省点としては一部のメンバーへの負担が大きくなりすぎています、この感
じを毎年繰り返すのは無理があるかなと思います。
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とちぎ建築プロジェクト 2020・マロニエ BIM 設計コンペティション 
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イエローカード
有限会社　日事連サービス 
アドバイザー  中　川　孝　昭

事故割増
数年前から私の職務上のタイトルは、「アドバイザー」で

す。外資系育ちがキザなタイトルを選んだ、と思われる方

もいらっしゃるかもしれません。そして、現在会社での私

の仕事は、全国で開催される管理研修会の講師と日事連・

建築士事務所賠償責任保険（建賠保険）の事故相談窓口です。

実は、このタイトルの名付け親は、弊社の顧問税理士さ

んなのです。それまで名乗っていた「相談役」あるいは「顧

問」という名称であると、私に支払われる給与を、会社は

損金処理できないのだそうです。

ところで、つい最近、老朽化した頭を悩まされる相談事

に巻き込まれました。それも、事故報告の中身の話ではなく、

報告のタイミングをめぐる問題でした。「それってどういう

こと？」読者の皆さんも、おそらく戸惑いを隠せない話題

であると思います。

建賠保険のパンフレットには具体的に記載されておりま

せんので、ご存知の方は少ないと思われますが、「イエロー

カード」のお話から始めます。この保険の運用規定の中に、

「5年間に２件目の事故を起こして保険金が支払われると、

その日以降イエローカードが出る。」というのがあります。

もう一枚出ると退場処分というサッカーのゲーム感覚で

す。残念ながら、年に何回かは事故のご相談相手に、この

ことをお伝えしますが、どういうことかとご質問を受ける

ことは、まずありません。サッカーというスポーツが、い

かに私たち日本人の心に根付いたかを証明しているようで

す。わが読売ジャイアンツの連続４連敗の遠因も、ここら

辺にありそうです!?

パンフレットの事故割増についての部分を、以下にご紹

介します。その中では、３件目の事故までは、％表示で割

増率が表示されております。ところが、４件目については「個

別にご照会ください」と書かれているのです。

レッドカード
そして、実際には、そうした「ご照会」を受ける以前に、

レッドカードの予告をします。実務上は、イエローカード

のお話をする際に、念のためご説明しておくことになりま

す。３件目の事故の保険金が支払われると、次年度から5

年間にわたり、建賠保険加入のチャンスは失われます。

これは、実は、とても深刻な事態を招きます。建賠保険

はご加入の継続性がとても大事な保険であるからなのです。

火災保険や、自動車保険と異なり、今現に加入されており

保険証券をお持ちであることだけでは、事故に対応しても

（2）事故割増について
＊新規でご加入のご契約者は原則として適用対象外となります。

 。すまりなと象対が払支の」償補任責償賠害損るよにスミ務業の等計設 .1「）1※（
（※2）この割増率は、保険契約加入後の継続期間が５年に満たない場合でも適用されます。 
（※3）保険料は、事故割増引適用前のものとなります。 
（※4）過去５年間（保険始期４ケ月前から５年間）の保険事故の件数となります。 
（※5）個別にご照会ください。

◎年間保険料が最低保険料を
　超え30万円未満の場合（※3）

◎年間保険料30万円以上
　50万円未満の場合（※3）

◎年間保険料50万円以上
　100万円未満の場合（※3）

◎年間保険料100万円以上
　の場合（※3）

◎年間保険料が最低保険料を
　超える場合（※3）

ご加入後過去５年間の保険事故（※1）の件数によって、基本補償プランについて次の割増率が適用されます（※2）。

事故件数（※4 ） １件 ２件 ３件 ４件以上

割　増　率 50％ 100％ 200％ （※5）

割　増　率 40％ 80％ 160％ （※5）

割　増　率 30％ 60％ 120％ （※5）

割　増　率 20％ 40％ 80％ （※5）

60,000円 90,000円 120,000円 （※5）

事故件数（※4 ） １件 ２件 ３件 ４件以上

割　増　率 100％ 200％ 300％ （※5）

割増保険料

割増保険料

66,000円 99,000円 132,000円 （※5）

最低保険料の場合

最低保険料の場合

会　員

非会員

日事連・建築士事務所賠償責任保険（建築家賠償責任保険）パンフレット　P.20より

イエローカード
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らえません。現在事故の起きている建築物の、設計業務が

遂行中にも保険に入っていただいていたのか、なおかつ、

その後事故発生の日まで、継続して保険に入っていただい

ていたのかが問われます。(建築家職業危険特別約款第３条

の③)

ですから、５年間の空白が生じるだけではなく、そこま

で何年継続してご加入いただいていようが、その履歴はそ

こで一旦途絶え、５年後に再スタートということになりま

す。この点についてはJIAや士会連合会の保険とも、情報

共有化が図られており、同様の処置を受けた事務所の新規

契約が、他会で受け付けられることはありません。この保

険が、引き受け手の保険会社にとっても、とても難しい保

険であることを象徴しています。

この度、私の頭を悩ませたのは、この数年間では初めて

のレッドカード事件です。しかも、あと１か月ほどして年

が明けると、イエローカードが解けることになっている状

況での事故のご相談だったのです。損害額が6000万円を

超す訴訟案件です。

ご加入者が事故の受付を依頼するべきか否かを迷う中で、

どうしたものかとのご相談です。金額が金額ですから、腹

をくくるほかないと思われますが、要はレッドカードを逃

れるべく、私に何とかして欲しいとのご要望です。

「遅滞なく」
しかし、保険約款の中には、「事故の発生を知った時には、

遅滞なく保険会社に書面により通知しなければならない。」

との規定があります。(建築家職業危険特別約款第４条)

ここで問題となるのは、「遅滞なく」の解釈です。何日以

内というような具体的な日限規定ではありません。そして

「直ちに」とか「速やかに」のように、切迫した表現でもあ

りません。ただし「遅れてはならない」と暗に迫っていま

す。少なくとも、故意に報告を遅らせることなどできません。

罰則規定が用意されています。

前条の（2）には、「保険契約者または被保険者が、正当

な理由なく（1）の通知を怠った場合は、当会社（保険会社）

は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保

険金を支払います。」と条件が付けられています。（カッコ

書きは筆者による）

報告が遅れたために、保険会社の支払い額が増える事態

を考えると、金利あるいは、弁護士報酬が膨らむ程度のこ

としか思い当たりません。レッドカードよりはマシなこと

なのかもしれません。

保険代理店という立場で、お客様への有益なアドバイス

は大切なことですが、保険会社からの信用も忖度の材料と

なります。どこまで踏み込んで、お客様にアドバイスする

べきなのか、時としてとても悩ましい出来事となります。

ただし、本件はまだ結審に至ってはおりませんので、状況

からすれば、流れに任せておいても、とても年内に解決を

見るような雲行きはありません。

報告を故意に遅らせることはできない。

結審しなければ、保険会社の査定も終わらない。

二つのことをお伝えして、翌日訴状のコピーなどの裁判

資料を送っていただき、保険会社への報告をお取次ぎしま

した。次回の裁判日程は、令和３年の１月です。イエローカー

ドの継続措置で済むことになります。めでたし、めでたし！

イエローカード
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１　はじめに
前回に引き続き、今回も、2020 年 4 月 1 日施行の民

法改正の内容を説明したいと思います。前回までに、契約

不適合責任、消滅時効について協会員の皆様に影響を与え

る可能性があると思われる事項を取り上げましたが、今回

は、他の重要な実質的な改正事項である、①法定利率、②

保証を取り上げます。

２　法定利率の引き下げ　民事５％、商事 6％
　　→　当面　年 3％、3 年ごとの変動制へ

従前、法定利率（契約で利率を決めていない場合に利息

や遅延損害金に適用される利率）は、民事年 5%、商事年

6% でした。これらは、明治時代の民法、商法制定当時の

市中金利を前提にしたものでしたが、制定後一度も見直し

がされておらず、特に、バブル経済崩壊後に「基準割引利

率および基準貸付利率」（旧「公定歩合」）が 1 パーセント

以下になってからは市中金利を大きく上回る状態が続いて

おり、契約で利率を定めていない場合の利息や遅延損害金

が多額になる一方で、中間利息（交通事故や建物の基本的

安全性を損なう場合の建築士の不法行為責任などの不法行

為において、不法行為がなければ、将来得られるはずであっ

た利益を算定するに当たって、将来得たであろう収入から

運用益を控除する際の運用益の割合）の控除では、賠償額

が抑えられる点などの問題点が指摘されていました。また、

民事と商事の区別を維持する合理性がなくなったとも指摘

されていました。そのため、今回の改正で、2020 年 4 月

からの 3 年間の法定利率は、民事、商事の区別なく一律年

3％になりました（改正前に発生した債権などには遡及し

ません）。また、法定利率を、今後の市中金利の変動に合わ

せられるよう、3 年ごとの変動制となり、1 パーセント単

位で加算、または減算することになりました。ただし、一

つの債権については一つの法定利率が適用され、事後的に

変動はしないことになりました。例えば、交通事故の賠償

金であれば事故時の法定利率が、利息であれば最初に利息

が発生した時の法定利息の利率が適用され続け、変動はし

ません。

法定利率については、今回の改正で、市中金利との乖離

が解消され、安定性や予測可能性にも配慮されており、合

理的な制度になったと思います。

３　保証制度の見直し
保証とは、主債務者が債務の支払をしない場合に、これ

に代わって支払をするべき義務のことをいいますが、2 種

類あり、通常の保証（住宅ローンの保証など契約時に金額

が特定されている債務の保証）と、根保証（継続的な事業

用融資など将来発生する不特定の債務の保証）があります。

従前から根保証については、保証債務の範囲が想定外に拡

大するなどの問題があり、1999 年に高金利の商工ローン

を保証した経営者が経済的に追い込まれてしまうなどの商

工ローン問題が社会問題化したことを踏まえ、2004 年民

法の改正で、極度額（保証の上限額）の定めのない貸金等

の債務は、根保証契約が無効となるなど保証人保護が一定

程度は図られましたが、今般の改正で、更に、保証人保護

が拡充されました。今般の改正の主たる内容は、以下のと

おりです。

（１）包括根保証禁止の対象拡大 
上述のように、2004 年の民法改正で貸金等の債務につ

き根保証契約の極度額の定めが必要となりましたが、今回

の改正で、貸金等の債務以外のすべての保証債務へ対象が

拡大しました。例えば、土地、建物の賃貸借契約にも適用

されるようになり、賃貸借契約の契約書でも、保証の条項は、

「一切の債務を連帯保証する」という文言が一般的でしたが、

2020 年 4 月 1 日以降の契約書では「一切の債務を極度

額○○円の範囲で連帯保証する」という形に変える必要が

出ました。また、保証人の死亡が元本確定事由になったため、

保証人が死亡した後に発生した債務については、根保証の

範囲外になりました。

（２）事業用融資における第三者保証の制限
　　　（公証人による意思確認）

従前、保証人になろうとする者が、保証人になることの

法律シリーズ

No.61
民法改正
法定利率及び保証に関する見直しについて

弁護士法人新江進法律事務所
　　弁護士　新　江　　学
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2021.1    No.112
TOCHIGI  ARCHITECT  OFFICE  ASSOCIATION  BULLETIN

13



リスクについて十分に理解しないまま、情義等に基づき安

易に保証契約を締結してしまう問題点が指摘されており、

今般の改正により、事業用融資の保証契約の締結日の前１

か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者

から直接その保証意思を確認して公正証書（保証意思宣明

公正証書）を作成しなければ、効力を生じないとする規定

が新設されました。

（3）保証契約締結時の情報提供義務
また、改正前は、主債務者が自らの財産状況等を保証人

となろうとする者に説明する義務を負っておらず、保証人

が保証人になることのリスクを正確に把握できていない場

合がありました。そこで、個人に対して事業上の債務の保

証を委託する場合、財産及び収支の状況、主債務以外の債

務の内容等の情報提供義務が定められ、保証人が主債務の

財産状況等について誤認し、債権者が保証人に情報提供が

されていなかったことを知っていたか知ることができた場

合には、保証人に保証契約の取消権が生じることになりま

した。

（4）主債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務
主債務者が支払を遅滞した後に発生する遅延損害金に

よって保証人の負担額が膨らむため、保証人としては、早

期に主債務者が支払を遅滞したことを知っていれば、早期

に支払って遅延損害金の発生を防ぐことができます。その

ため、今回の改正で、主債務者が期限の利益を喪失したと

きは、債権者は、保証人にその喪失を知った時から 2 カ月

以内にその旨を通知しなければならない、という情報提供

義務が定められ、通知を怠った場合には遅延損害金を請求

できなくなりました。

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

法律シリーズ　№ 61　
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コ  ラ  ム

女性にもてるためのワイン講座（14）
広報・渉外委員会　副委員長　新井　　孝

コラム　女性にもてるためのワイン講座（14）

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 11 回目で、テーマはポルトガルのワインです。

ポルトガルのブドウ畑面積は 38 万 ha、生産量 100
万㎘はフランス・イタリア・スペインに次ぐワイン大国
です。

各産地の個性を楽しむワインとしてはデシナンソン・
デ・オリジェン（原産地名称指定法略して DO）で統制
管理されたワインがあります。Regiões Demarcadas

（略称 RD）ワインとも表示され、現在 15 地域あって全
体の 30% を占め、その大半が北半分に集中しています。
特に有名な地域はヴィニョ　ヴェルデとドウロ河流域、
中央部のダンです。

生産量の面では、ヴィニョ　ヴェルデ
がトップです。ヴィニヨ　ヴェルデは緑
のワインと言う意味のポルトガル語です
が、緑色をしているわけでなく、若いう
ちに飲まれるワインを意味します。これ
は完熟少し前のぶどうを収穫し、通常の
発酵でワインにした後、乳酸菌の働きで
リンゴ酸を乳酸と炭酸ガスに分解し、酸
味を抑え、ワインに炭酸ガスを含ませた
軽い発泡性のフレッシュなワインです。
まさにポルトガルの特産と言えるこのワ
インはドウロ河北部のミーニョ地方でつ
くられます。

若いうちに飲むワインのヴィニョ　
ヴェルデに対して、じっくり熟成させて
から飲むワインは、ヴィニョ　マドウロ
と言われます。その主なものがポルトガ
ル中央部、ダン地方のワインで、赤ワイ
ンがほとんどですが、辛口の白ワインも
人気です。ダンのワインはフランスとも
スペインとも異なる独自の風味をもち、
特にヴィニコーラ社のダン　ワイン　グ
ラン　ヴァスコは、風味、コクとも芳醇
なダン地方を代表するワインとなってい
ます。

ポルトガルといえば、食前酒やナイト
キャップとして人気の高いポートワイン
が有名です。イギリス人の手によってつ
くり出されたフォーティファイド・ワイ
ンで、シェリー同様 85% が輸出されま
す。このほかに、忘れてならないのがも
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コラム　女性にもてるためのワイン講座（14）

う一つあります。ロゼワイン　いまや輸出量で首位を占
め、品質、人気ともポルトガルを代表するワインといっ
てもいい過ぎではありません。特にソグラペ社のマテウ
ス・ロゼは世界で最も多く販売されているワインの一つ
です。ほのかに甘く、軽く炭酸を含んでいて、いきいき
と活力にあふれていて、どんな料理にも合うことから、
世界のロゼワインの傑作とたたえられています。イギリ
スをはじめ各国に輸出され、日本でも大変な人気です。
マテウスとはこの国で最も美しい城の名前です。

ほのかな甘味と優雅な芳香
世界のベストセラーワイン…マテウス　ロゼ

世界中にワインは無数にありますが、一口で、世界中
に広く知られているワインを挙げるならば、――ドイツ
の白ワイン、フランスの赤ワイン、そしてポルトガルの
ロゼワイン――ではないでしょうか。

ポルトガルの豊饒なるワイン…ダンワイン　
グラン　ヴァスコ

ダンはポルトガルの中央よりやや北寄りの内陸部で、
モンデコ河とその支流のダン河流域の高原地帯でつくら
れます。その面積１万４千 ha、14 世紀の頃からワイン
づくりが行われていた銘醸地です。

ドウロ河流域を代表するポルトガルの有名な
デザートワイン、ポート

ポルトガルのワインの中でもポートワインは最も知ら
れているものの一つです。ポートワインという名はポル
トガル北部の港町ポルトの名から由来しています。

日本国産ワインに赤玉ポートワインという甘いワイン
がありました。これは本家ポルトガルのポートワインを
真似たものと考えられます。スティルワインにブランデー
やはちみつレモンを加えたフォティーファイドワイン（酒
精強化ワイン）の一種です。年配のワインをあまり飲ま
ない人の中には、この赤玉ポートワインの影響で、ワイ
ンとは糖分を含んだ甘い葡萄酒というイメージを持って
いる人が多くいるようです。いくら説明しても聞き分け
てもらえません。

参考文献：World Wine Catalogue 1992 by Suntory

マテウス城

―――――――――――――
ダンワイン
グラン ヴァスコ　赤□
750㎖・1,100 円
375㎖・650 円
―――――――――――――
ポルトガルの優れたテー
ブルワイン産地として知
られるダンの DO ワイン。
トウリガ・ナショナル、ハ
エン、アルフロチェイロ・
プレト、ティンタ・ロリ
ズ（テンプラニーヨ）、ティ
ンタ・ピニェイラなどの
優れた品種からつくられ、
香り高く、ソフトな口当
たりで、ポルトガル本国
で広く愛飲されています。

―――――――――――――
ダンワイン
グラン ヴァスコ  白□

750㎖・1,100 円
―――――――――――――

「グランヴァスコ」はポル
トガル出身の大画家 “ ヴァ
スコ ” の名にちなんだワイ
ン。白ワインはエンクル
ザード、アッサリオ・ブラ
ンコ（アリント・ド・ダン）、
ボラド・ダス・モスカス（ビ
カル）、セルシアル・ド・
ダン、ヴェルデリョなど
の選ばれた品種からつく
られ、辛口でスッキリと
した上品な味わいです。

―――――――――――――
コバーン
ルビー ポート　赤□

700㎖・2,800 円
―――――――――――――
トーニーにくらべ、ルビー
ポートの樽熟期間は数年
と短く、美しい赤色と若々
しい味で、デザートワイ
ンや、また食事と関係な
くいつでも楽しめるワイ
ンと
してフランスをはじめ大
量に輸出されています。コ
バーンは、ポートワイン
の産みの親イギリスで最
も売れている銘柄です。

―――――――――――――
コバーン
トーニー ポート　赤□

700㎖・2,800 円
―――――――――――――
卜ーニー ポートは、発醇
停止後の若いポートワイ
ンを樽詰め後 10 年近くも
貯蔵すると、赤いアントシ
アン色素が不溶性となっ
て沈殿し、黄褐色（卜ー
ニー）になることからそ
の名が出ています。ルビー 
ポートにくらべ熟成によ
る落ち着いた味わいが特
徴。好みにより冷やして
も楽しめます。

―――――――――――――
マテウス  ロゼ　ロゼ
750㎖・1,300 円
375㎖・800 円
187㎖・380 円
―――――――――――――
ポルトガル北西部のミー
ニョ地方、マテウス城周
辺の広大なぶどう畑のバ
スタルド、トウリガ、ア
ルヴァリニョ、ティンタ・
ピニェイラなどの高級品
種からつくられるほのか
な甘味と軽発泡性をもつ
爽やかなロゼです。その
独持の風味は多くの人々
に愛され、英・米・日本
をはじめ世界数十カ国で
愛飲されています。

―――――――――――――
ガゼラ  白□

750㎖・1,200 円
―――――――――――――
ガゼラとは美しい脚をも
つ羚羊（れいよう）の一種。
若々しさを意味するヴィ
ニョ ヴェルデ（緑のワイ
ン）はポルトガルで最大の
生産量のミーニョ地方の
DO ワイン。その中心バル
セロス地区のローレイロ、
トラジャデュラ、アザル・
ブランコ、アリント種から
つくられる軽く炭酸を含
むフレッシュで酸味豊か、
コクのある白です。
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建築と土木とでは異なるアプローチ
2018 年度末までに全国の自治体が総合管理計画を作

成して総務省に報告し、次はこの総合管理計画で明らか
になった施設運営管理費の増大に対処するため、個々の
施設について具体的な管理運営手法を作成する目的とし
て個別施設計画の作成を求めています。

この施設運営管理の対象となる固定資産には、道路や
橋梁等の土木施設と、建築施設が含まれていますが、土
木と建築とでは施設運営管理のアプローチはそもそも全
く異なります。人口の減少が進む地域であっても、土木
施設では住民が残っている地域へ通じる橋も上下水道も
廃止はできませんし、下水道設備を上水道に切り替える
などの用途変更もできません。更に建築設備の場合は異
なる用途との統廃合も可能ですが、土木施設の場合この
様な事はできません。したがって街づくりの将来像に合
わせて継続的な維持費の計上を行い、その中で時期を見
て廃止の検討をする事となります。つまり土木施設にい
て今後必要となる維持管理費の算出計画を作成する作業
とは、如何に現状の資産を延命させるかがその目的とな
ります。

一方建築の場合は、同じ様に削減の検討を行う必要
が出てきた地域における公民館や小学校があったとしま
しょう。廃止や統廃合などの検討を行う必要がある場合
にまず初めに行うことは、対象となる地域の全ての公共
建築について、各建物の劣化度を正確に診断する事から
始めます。

同じ築年数で同じ構造規模の建物でも、良い設計、良
い施工、良い監理が行われた建物とそうではない建物と
では、今後の維持管理に掛かる費用が倍半分の差では済
まないくらい違いが出てきていますので、そもそもその
まま残して使い続ける価値がある建物なのか、そうでは
ない建物なのかを純粋に建築保全技術の立場から見極
め、維持管理費がかからない良い建物であれば、用途変
更や用途の複合化も含めた総合的な検討を行い、そうで
はないと判断された建物でも、その地域にとって今後も
継続的に必要な用途であれば、規模を見直し、用途につ
いても複合化を検討して、新たに建て替えることも検討
要素の一つとなりますので、これらの総合的な検討の上
で、各建物の維持管理費の算出を行う必要があります。

全国で起きている不思議な委託
この様に土木と建築とでは施設管理計画のアプローチ

は全く異なりますが、現在全国の自治体が個別施設計画
の策定を委託している委託先は、何故か土木コンサル会
社がその多数を占めています。日本の建築教育の現場に
於いて、ファシリティマネジメントについての講座があ
る学校は未だ数える程しかありませんので、建築コンサ
ル会社として個別施設計画を受託するには、これまでの
新増築模様替えとは全く異なる施設経営の立場から見た
保全技術のスキルが必要となりますが、土木コンサル事
務所には、なおさらそのスキルがあろうはずもありませ
ん。

その結果、これらの委託により作成されている個別施
設計画の中身は、各建物の延命計画が記載されてはいる
ものの、建築保全センターや BELCA などのデータを使
用した経年別のライフサイクルコストを展開しただけの
資料となっており、本来行うべき個別の建物毎の劣化度
判定から始まる先に記載したアプローチが抜け落ちたま
ま、まず街づくりの将来計画を定めて、それに伴う必要
な建築施設の配置計画から始めることは、土木施設の場
合のアプローチと同様の検討手順となっています。

つまりこの手法では、修繕費がかさんでいる厄介な建
物も健全な建物も、現状の劣化度合いに関係なく、地域
の将来像とその必要性から逆算して廃止や統廃合の時期
や規模を決め、そこからさらに逆算して現状の建物につ
いて必要な維持管理費を算出する手法ですので、橋や道
路の廃止計画と同様のアプローチとなっています。これ
では地域の将来像についての住民同意を得てからでなけ
れば何も決められません。

　
総合管理計画と個別施設計画

これらの個別施設計画の委託先の多くは、元をたどる
と総合管理計画の委託先であった所のようですので、そ
の総合管理計画を見ると、その多くに書かれている事は
全国皆共通で、既に 30 年から 40 年が経過した公共施
設の多くは、耐用年数の半分の時期に当初建設費の半額
程の大規模改修が必要となる事と、今後長寿命化させて
使い続けるためには、年㎡当たり 1 万円近くの費用が毎
年必要となる事が記載されています。

建築の保全計画やファシリティマネジメントを経験し

コ  ラ  ム

個別施設計画で大切な事
広報・渉外委員会　副委員長　大髙　宣光

コラム　個別施設計画で大切な事
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た者なら、この「維持管理費が年㎡当たり 1 万円」と言
う数字がいかに現実離れした的はずれな数字であるかを
理解していますが、多くの土木コンサル会社は日本中で
この的外れな数値を掲載した総合管理計画を作成し納品
しました。

国交省が全国の出先機関に対して通知している、事務
庁舎の保全費用として毎年計上すべき予算の平均値は、
年㎡約千円ですので、今後毎年 10 倍ものお金をかけて
何を修繕する必要があるというのでしょう。

過去のファシリティマネジメント大賞を受賞した自治
体や民間の保全管理事例でも、年㎡当たり 1 万円と言う
ような額は聞いたこともありません。

もう一つ個別施設計画のアプローチとして各土木コン
サル会社共通の手法が、建物を用途ごとにグルーピング
し、そのグルーピングごとに各建物の劣化度や人口の変
動に伴うその用途の必要性度合いを検討しながら、何時
まで使い続けるのか廃止するのかの検討を行う手法です。

これは正にコンバージョンができない土木施設の場合
の手法ですが、先に説明したように建物の場合は用途変
更ができますので、このグルーピングをし、用途ごとに
その建物の必要性や優先度を決める手法では、用途を超
えたコンバージョンの可能性を見落としてしまいます。

売却された議会棟を購入した企業が、この建物をコー
ルセンターとして模様替えした事例などが実際にありま
すので、コンバージョンの検討は非常に重要です。

しかし、元々の出発点が今後年㎡ 1 万円の維持費がか
かり続ける所から出発していますので、このグルーピン
グ手法により、元から想定されていた廃止計画などを何
棟か織り込むだけでも、この先数年で 20% から 30%
の削減を達成できるとの内容となり、建物の保全技術に
対する値ごろ感を持たない人にとっては、正しい手法を
示した報告書との勘違いを発生させています。

今必要な事とは
本来必要な個別施設計画とは、総合管理計画で明らか

になった現実を直視し、「将来的に立ち行かなくなる公共
施設の維持管理について、住民サービスに必要な管理規
模とその管理に必要な経費確保の手法を検討する事」が
目的であり、ここに必要な持続可能な管理手法とは、外
部委託によって得られる報告書ではなく、毎年毎年必要
となる年度予算の立案から工事実施、そして運営管理ま
で、自治体が自分たちでできる継続的な施設経営手法へ
の根本的な改革を求められていると考えるべきです。継
続的な管理手法を外部に委託してしまっては、委託が終

了した翌年、翌々年の予算計画はいったい誰が作るので
しょう。本来の目的を理解した管理体制を立ち上げなく
ては、今後の公共施設の経営は成り立ちません。

自らの組織内にファシリティマネジメントの専担組織
を既に持っている先進的な自治体では、今回の総務省の
求めによる個別施設計画を外部に委託して作成している
所は一箇所もありませんので、委託によって得られる個
別施設計画の報告書では公共施設の継続的な経営は出来
ない事を物語っています。

そもそも既に土木コンサル会社に対して委託を行って
しまっている自治体の場合でも、今後見込まれる各建物
についての修繕費の調査・算出は求めているでしょうか
ら、今回作成する資料が一過性の物ではなく、委託した
自治体が次年度からは自らが継続して使い続けるための
保全計画の基礎資料となっている事が最低限必要です。

このためには、見積もった修繕費についてその緊急度
別に ABC のランクを付け、予算枠に余裕のある場合は
ランク B まで含めて次年度計画を立案し、予算枠にゆと
りが無い場合は A の中でも更に緊急なものに絞り込む等
の判断可能な資料となっている必要がありますので、こ
の手法として使える資料となっている事は必ず指導し実
施すべきです。

ここまでの資料ができていれば自治体内に建築保全計
画の専門家が居なくても、後は専門的知識のある建築コ
ンサル会社が引き継ぐことができますので、今からでも
立て直しは十分可能です。

この手法を実際に行っている自治体の例としては、今
年度のＪＦＭＡ賞奨励賞を受賞した、人口３千人で建築
技術職も居ない秋田県藤里町の手法があります。

この規模でも実施できる手法であれば他の自治体で出
来ないはずはありません。

貴重な自治体の資産である数多くの施設の経営に当た
り今求められている事は、持続可能な良い管理手法の検
討と同時に、そもそも良い建物を作るための発注者能力
の向上ですので、この立場に立って何から始めるべきか
を見直す必要があります。

今回、各自治体で個別施設計画を担当している部門の
多くは、財務、管財、総務、総合計画などの組織であり、
そこに建築技術職もファシリティマネジメントの有資格
者も殆ど居ないというのが全国の実態ですので、私達建
築設計事務所の立場からは、自治体に対する発注者能力
の向上支援策として、ファシリティマネジメント支援業
務を積極的に展開すべきではないでしょうか。

コラム　個別施設計画で大切な事
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『業界の部活・自転車部』筑波山ライド　その２、部員目線
　自転車部　鮎澤　　浩

　「建築士事務所協会には、大人の部活動があるから」っ
て言われた。
　部活動っていう響きがよかった。懐かしい。
　何より、休日の過ごし方に変化を付けたかったことも
あって、趣味でも何か始めようかと思ってた頃だった。
　建築関係の仕事をしていると、休日でも時間があると
仕事をしてしまう。
　休日に「今日も仕事ですか」って聞かれると、「半分趣
味ですから・・・」って答えてしまう自分に疑問を感じ
ていた。
　しかし、趣味を始めるにもパワーが必要だ、どうし
ても形から入りたくなる。ネットで調べて本を買って、
ショップに行って財布と相談。

　無趣味な訳では無い、倉庫から昔の趣味道具を引っ張
り出す。スキー・釣り・キャンプ用品・グローブ、まだ
まだある、思えば多趣味だった…、そしてこれらの道具
はあまりに古すぎるし中途半端だ。

　そんな時に、Ｓ部長に声を掛けられ、ふらっと自転車
ショップに連れて行かれた。
　身体測定の後、ジムにあるようなタイヤの無い自転車
に乗せられ、ペダルを漕ぎながらサドルやハンドルの高
さや幅など決めて行く作業…、これだけで汗がにじんだ。
　自転車の知識が無かったけど、ここまで来たので腹を
決めた。部長とショップの人を信頼し、何も疑わずに購入。
自転車の世界にチャレンジすることとなった。

　最初にトライしたのが筑波山のヒルクライム、…って
おい、高校生の運動部じゃ無いのにちょっと無理…、と
は言えずに付いて行ってしまった。

「大丈夫、みんなも同じくらいのレベル。一緒に走ろう」
と、優しい部長。
　このライドは、メーカーのイベントだったので人数も
多く、上級者・中級者・初心者に別れての走行。
　最初の内は平坦な道を行くが、この時点で自分以外の
人は自転車の乗り出し方が違う、ペダルと靴が固定され
ていることに気づいた。
　ビンディング、これが無いと辛い、半年後のリベンジ
ライドでより痛感した。

　峠道に差し掛かると、ペダル側のギアを下げてクライ
ムモードにチェンジ。必死で前を行く人に付いて行くが、

尋常でない登り坂が呼吸を乱す。段々と引き離されて行
き、カーブの先にその姿が完全に見えなくなった。
　ひたすらペダルを漕いでいたら、あっという間に独り
になった。でも大丈夫。まだ後ろには、3 人いる筈。

　高校時代はスポーツマンだった筈の自分、体力に自信
があった。でもそれは、30 年以上も前のこと。
　普段から何の運動もしていないので遅れるのは当たり
前だろう、それにしても情けない。
　とにかく、追い付こうと頑張った、元スポーツマンの
意地をみせたい。
　新緑の中、カーブの先を見つめ走っていると、後方か
ら声がかかった。声は、直ぐ隣に並んだ。

「自分のペースで良いので、頑張って下さい」
主催者のインストラクターだ。

「後ろの２人は、リタイヤして下山しました」
って、マジか！

「この先、分岐点があるので、そこでみんな待ってるので、
先に行ってますね〜」
先に行ってしまった。
　あ、そうなんだ〜って思ってる内にこの鬼のような坂
道をスイスイと登って行き消え去った。なんで、この差
はエンジンの差？ 置いて行かれてしまった。
　これは辛すぎる。でも、この先にみんなが待ってる。きっ
とあと少し。
　何回も何回もカーブを超えたのに、分岐点、遠すぎる。
　無の境地でカーブを過ぎた、そこは分岐点だった。
　そして約束通りにインストラクターと、5 名の仲間達。
　確かもっといた筈だが、他のみんなは先に行ってしまっ
たらしい。

　分岐点で小休止と思ったが、そんな暇も無く選択をせ
まられた。

コラム　『業界の部活・自転車部』筑波山ライド　その２、部員目線 
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　右はハードなコース、左は頂上までの近道。
　今登ってきた道は序の口だったとのこと。
　みんなの足を引っ張る訳にはいかないので近道を選択。
　近道とは言え、そこからが本当の地獄だった。
　自転車が進まない。
　キツすぎる、３回吐いた。
　子供達の顔が浮かんだ、笑顔だ。
　妻は、呆れ顔…。
　ここでは死ねない、まだ頑張る。

　近道と言っても、登り坂には変りない。
　スキーを思い出した。
　初心者には冷たい、スキーもそうだ。
　初心者は遅いから「先に行って良いよ」と、よくそう言っ
てたが、今度は自分が初心者。みんな先に行ってしまった。
　「一緒に走ろう」と言ったのに…、恨めしい。でも、みっ
ともない姿（吐いてる所）は見られていないのが救いだ。
　ふと、視線を変えると、眼下に素晴らしい景色。
　もうこんなにも登ったんだと改めて感じた。
　風も気持ちが良い、気分も良い、力が湧いてきた、こ
れはクライマーズハイだ、そう思った。

　クライムは終わらない、信じられないが、ランニング
をしている若者に抜かれた。まさか、いくら何でもこっ
ちは自転車なのに…。
　やはり自転車、勾配が緩くなり下りになると、追い付
き追い越せる。登りになると追い越される、そんなやり
取りが暫く続いた。
　無言であったが、お互い激励しているかの様だった。
のは、こちら側だけで向こうは邪魔くさく感じていたか
も知れないが…。

　いつの間にかランナーもいなくなり、限界を感じてい
た。自転車を漕ぐのはあきらめていた。ただひたすら自
転車を押していた。すると後方から部長の声、

「ここまで来れたなんて凄いよ」
どうやら上級者コースを登って来て、合流したらしい。

「乗って乗って、あと少し、あのカーブを過ぎたら頂上だ
から」
あのカーブを過ぎたら…、何度信じた言葉だろう。とて
も信じられない言葉だった。

「あれ、水持ってないの、これ飲みなよ」
と渡してくれた水。水を持たずにここまで来てしまった
自分に後悔しながらも、いただいた水。水って凄い、生
き返る。ありがとう部長。
　騙されたと思って、また自転車を漕ぎ出す。
　並走しながら背中を押してくれる部長、こんなこと出

来る人だったんだ〜ちょっと感激した。

　最後のカーブ、疑いながらも越えると、そこはガマガ
エルのいる頂上だった。

　さすがに近道、最後尾かと思っていたが、上級者コー
スの人達はまだ格闘中とのことだ。そこを、トップでこ
の部長は登って来た。凄い。
　程なくみんなが頂上に集まり、レストランでランチタ
イム、メニューは大したことないがこの時間が楽しい。
　強者共の自転車談義、仕事じゃ無い時間、気兼ねなく
話せて楽しく過ごせた。朝早く、東京方面から自転車で
来た人もいた。これから自転車で帰るらしい。どんだけ
自転車に乗るの？と思った。

　
　体力も回復したら、今度はダウンヒルだ。
　これは楽しい、ほぼ車と同じ速度だ。
　あんなに遠かった道のりが、あっという間に終わって
しまう。
　クライマーとすれ違う際、片手を挙げて挨拶。
　全ての自転車乗りと、友達になった感覚。
　それと達成感、半端ない。

　半年後、ビンディングを装着してリベンジ。水も持っ
たし、補給食も背中に忍ばせ準備万端、問題なし。
　さあ、気兼ねなく、そして真剣に楽しめる大人の部活動。
　全集中で、皆様の入部お待ちしております。

『業界の部活・自転車部』筑波山ライド　その２、部員目線
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横山大観の寄稿文が祖父の雑誌に載っていた！ 
広報・渉外委員会　委員長　中村　清隆

ネットで祖父の痕跡を発見！
グーグルの検索で、自分の名前を検索したことは何度

かある。ある時、ふと思って40年前に亡くなった父親

を検索してみた。同姓同名の人物はあったが父親らし

き人物はなかった。祖父は戦前事業をやっていたので、

ひょっとしたらと思って祖父を検索してみた。

・・・・あった!!!!

「芸術日本」昭和15年5月号が、中古雑誌としてネッ

トで販売されていた。さっそく注文。単価1,050円、

送料210円、代引き手数料300円　計1,560円、表紙

背表紙共ビニールで保護され、保存状態良好。本の厚さ

は1センチ強。刀剣の記述が多く、字が昔の字で読みに

くい。

祖父中村武平は、東京美術親交会芸術社を創業した社

長さん。群馬県草津温泉の近くで、群馬県北西部の六合

村（現：中之条町）で生まれ、東京に出て早稲田大学を

卒業。その後専修大で経済を学んだ。戦争中の昭和18

年45才の時、結核で亡くなっている。前回コラムに書

いた私の父が15才の時である。手に入れた「芸術日本」

は、祖父42才時のもの。

雑誌にはたくさんの筆者が寄稿している。知らない名

前が多いが、ビッグネームもある。横山大観、川合玉堂、

鏑木清方、安田靭彦・・・

祖父の会社は美術雑誌発行の他、展覧会、「書画・古

美術鑑定」も行っていた。今の「開運！なんでも鑑定団」

を、日本だけでなく、ハワイ・台湾・朝鮮まで出かけて

開催していたようだ。

その後、10年間で「芸術日本」を計６冊ネットでゲッ

トした。雑誌の中に、72才当時の横山大観の寄稿文を

見つけた。すばらしい内容なので全文を掲載します。

―「生きている絵」　横山大観 ―
古い話だが出品の審査に技術何点・・・精神何点、

合計何点と計算したことがあったが、仮にこうした

分析が評されるとすれば、今日の青年作家の作品は

その技能によく、その精神に劣っている。

若い人々の絵には見たところ感じがよく器用にで

きているが、見た後に何の感銘も残らないといった

のが多い。これは絵の技術の問題ではなくてその精

神の問題だと思われるのである。しかも日本画にお

いてはこの精神こそ第一の生命だ。精神――魂であ

る、形ではない。たとえば日本画で岩を描くとする。

岩の天辺に光線が一番当たっている。写真でいけば

この部分だけ薄墨で描くのが本当かもしれない。と

ころが強い感じを出すためにあえて常墨で暗く描く

こともあるだろう。形にとらわれないで魂で行く。

日本画の特徴は実にここにある。

コラム　横山大観の寄稿文が祖父の雑誌に載っていた！

横山　大観
1868.9.18−1958.2.26

美術家、日本画家
文化勲章（1937）、文化功労者（1951）

勲一等旭日大綬章（1958）
（写真：国立国会図書館蔵）

中村　武平
（祖父）

1898−1943
東京美術親交会芸術社社長

芸術日本（昭和9年9月号〜昭和15年5月号）
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若い人々の作品がとかく類型的なのは絵の精神を

忘れて形を模倣するからだと思う。絵の生命は自己

の魂を出すところにある。モノをいうのは魂だ。古

い絵が時代を超えて今に通じるのはこの魂が通じる

のであり、今の絵に未来の人を動かすものがあると

すれば、やはりこの魂の力でなければならない。こ

れが名画というものだと思う。

絵に魂を出すにはどうすればいいか。これは各人

の修行に待つほかはない。私は若い頃、橋本雅邦先

生に教わったが、先生は絵の臨模に独特の教授法を

使われた。われわれ生徒は、一週間の間毎日同じ仏

画を拝まされる。ただ拝むだけで鉛筆を持つことは

許されない。さて一週間経った後でお手本のその画

像を取り外し、頭に残った記憶だけで模写させられ

る。こうして先生はわれわれに絵の形だけでなく魂

を学ぶべきことを強く教えられたのだ。

当時のわれわれは、形まずくともモノいう絵を描

こうと願った。今日青年の絵には、美しき屍をあま

りに多く見るのである。

先頃、特殊児童の貼り絵が書壇を驚かせた。私も

感嘆した一人だが、話を聞いてみるとこれらの児童

は全く見せるもの、見られるものの意識なく、ひた

すらに絵に精神を集中し、魂を打ち込めて描きひた

るのだそうである。他はともかくこの境地だけは名

人の域に近い。その制作がいかなる意味でか人の胸

琴を打つのは当然であろう。

私は今日の若い画人

をことさら特殊児童と

比較しようなどとは

決して考えない。ただ

もっと脇目をしない

絵、一心不乱に描いた

絵、生きてモノいう絵、

書画から暴れ出す絵の

出現をこの展覧会に待

望したいと考えるので

ある。

横山大観の生きた時代
260年の鎖国が終わった明治元年から、太平洋戦争

が始まる真珠湾攻撃まで73年（1868 〜 1941）。終

戦から現在まで75年（1945 〜 2020）。明治元年〜

戦前と戦後〜現代がだいたい同じ年数になる。

大観は明治元年（1868年）生まれ、昭和33年（1958

年）89才で亡くなった。明治維新から、日本の戦後復

興まで見届けていることになる。歴史好きの私としては

格好の研究材料だ。

明治維新で開国した明治の時代は、海外先進国に追い

つけ追い越せが目標だった。海外技術の吸収は富国強兵

だけでなく、伝統技術を捨てたかのように建築も欧米化

が主流になった。欧米化は芸術の世界も同じだった。絵

画の主流は洋画であるかのように、洋画家が増え注目さ

れていった。対して、そもそも日本にあった絵画は「日

本画」と言われるようになった。

大観は、東京美術学校（現・東京芸大）に入学し、初

代校長の岡倉天心に師事。大観は、天心が失脚して大学

を離れ、日本美術院という美術団体を創設する流れの中

で天心と行動を共にした。

私たちが現在目にする美術館の展示は、江戸時代には

なかった。明治になって、古社寺の宝物が開放され、経

済的に困った大名のコレクションが流出することにな

り、足利以前の古美術、特に飛鳥、奈良から平安、鎌倉

あたりの立派なものがどんどん開示され、美術館を通し

て一般人の目に触れるようになってきたのだ。

卓越した国際人だった天心は、アジア文化を重層的に

蓄えてきた日本美術を世界に開示していくべきだと考え

ていた。

明治30年代、大観や菱田春草、下村観山ら日本美術

院の画家達は、「日本画」の創造
4 4

に取り組んだ。「日本画」

の確立は、伝統諸派（狩野派、大和絵、浮世絵、南画）

を統合し、国際的に評価を得るようなものでなくてはな

らない、という強い使命感があったようだ。近代国家の

象徴である日本画を創造
4 4

するにあたって、伝統の中から

何を残し、また新たに何を加えるべきか。表現の可能性

を広げるために、大観達は試行錯誤の作品を世に出して

いった。その過程で美術業界内から強烈なバッシングを

コラム　横山大観の寄稿文が祖父の雑誌に載っていた！
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受けることにもなった。大観の表現法を「朦
もうろうたい

朧体」と批

判された。

大観が「日本画の大家」の称号を確立するのは、意外

にも海外からの高評価であった。インドに渡り、また天

心と共にアメリカ、ヨーロッパに渡って展覧会を開き、

西洋絵画と対比してまったく違う日本画が高い評価を受

けた。

大観は、大正期に「再興日本美術院」を創設する。明

治期から行動を共にしていた下村観山、安田靫
ゆきひこ

彦達のほ

か、洋画家の小
こ

杉
すぎ

未
み

醒
せい

（放
ほうあん

菴）らが参加した。日本画家

は洋画家達の奔放な筆使いに触発され、洋画家は南画や

水墨画を洋画の中に新感覚として取り入れていく。「芸

術日本」にも小杉放
ほうあん

菴が登場する。小杉放
ほうあん

菴美術館のあ

る日光市住民としては興味深い。　

「芸術日本」昭和 9 年〜 15 年
「芸術日本」は、毎月発行されていた。ネットで集め

ることができたのは、昭和9年から15年までの6冊。た

くさんの画家が自分の考えを寄稿し、美術評論家が展覧

会の批評を書き、本の1/3が書画・古美術鑑定の記事に

なっている。またあるときは、祖父が世の美術評論家に

対して「的外れ」が多いというような痛烈な批判を3ペー

ジに渡って書いている。美術評論家による横山大観一派

に対するバッシング記事も多かった。なにやら今の時代

より文章が過激な感じがする。祖父の雑誌は肯定派も反

対派も公平に載せようと努める姿勢が見え隠れしている

ように感じる。

又、戦争がひたひたと迫ってくる機運が文面から強く

感じられる。満州事変が昭和6年から始まり、日中戦争

が昭和12年盧溝橋事件から始まっている。昭和16年

12月の真珠湾攻撃から太平洋戦争が始まり、昭和20年

8月、終戦となる。昭和12年から昭和16年は、国家予

算の70%が軍事費だった。（現在は5%）

大観のすごさ
三国同盟のドイツ・ヒットラーとイタリア・ムソリー

ニに対して、日本国からの贈答品として大観の絵を送っ

ている。

昭和15年、大観のコラムが芸術日本に載っている年

に、大観はすごいことをやってのけている。

「横山大観紀元2600年奉祝記念展」で「山に因
ちな

む十題」

「海に因
ちな

む十題」の計20点作品を出品したが、展覧会

が開かれる前に1点2万5千円の高値で売り切れていた。

大観は、この売上金50万円（現代換算で20億円）を陸

海軍に献納した。陸軍は重爆撃機と戦闘機の2機、海軍

は陸上攻撃機と艦上戦闘機の2機を購入した。いずれも

「大観号」の名称がついた。

これだけやっていれば、東京裁判で○級戦犯で追及さ

れそうだ。しかし、芸術に理解がある国ということもあ

るのだろうか戦犯には指定されなかった。大観本人は、

GHQの担当者達を築地の料亭で接待して難を免れたと

言っているが、本当かな？

大観が暮らした家は、台東区池之端で不忍池の畔にあ

る。戦災で消滅したが、戦後建て替えて大観が亡くなる

昭和33年まで住んでいた。現在は「横山大観記念館」

になっている。

１枚でも残っていたら・・・
祖父は戦争中の昭和18年に亡くなっている。その１

年後から東京大空襲が始まり、中村家のあった小石川（文

京区）の屋敷は無くなった。祖父の遺産は何も残されて

いない。

25年前に91才でなくなった祖母が、若い頃横山大観、

上村松園・松篁、伊藤深水などのお宅にお使いに行った

ことを自慢していた。祖父が依頼した画家の寄稿文を回

収に行っていたのだろう。小石川の屋敷には、名だたる

画家の絵や名刀が何点もあったそうだ。家政婦・書生が

3人いたそうだ。祖父は日本刀の専門家でもあった。東

京大空襲で全て焼失してしまったのは残念だ。もしも、

もしも、お宝が1枚でも残っていたら・・・卑しい妄想

はよそう。

参考文献
横山大観ARTBOX 講談社　佐藤志乃
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太平洋戦争の収支決算書報告 彩図社　青山誠

六合村誌　 昭和48年　六合村役場

入山小学校百年の歩み 昭和50年　開校百年委員会

コラム　横山大観の寄稿文が祖父の雑誌に載っていた！

2021.1    No.112
TOCHIGI  ARCHITECT  OFFICE  ASSOCIATION  BULLETIN

23



発　行　日：令和03年01月 06日
編集＆発行：KATSU・LABO　桂　貴樹No.

004

建築業界でもお馴染みの「ストラク
チャー」なる言葉。建築業界用語として
は「構造体」ですが、釣りの世界では「障

害物」とか「構造物」と言う具合になり
ます。広義には防波堤や堤防・消波ブ
ロックなどもストラクチャーとして扱わ

れます。堤防を抜け出すと、まずどこを
狙ったらいいのかという事に悩む事に
なると思いますが、その時の指標として
最もわかりやすいのがこのストラク
チャーになるかと思います。写真の一
番左、中央の赤丸部分のストラクチャー
などは当然狙うべきポイントになります
が、一番右側の足元付近のストラク
チャーでさえ、魚が付くポイントになる
ので、そんな所に魚は居ないだろう・・・
という思い込みを捨てて、丁寧に探るこ
とが大切になります。さてさて、物の本
を読めばよく「ストラクチャーをタイト
に攻める」なんて書かれていますが、要
はこういう岩とか隠れ根などになるべ
く近づけて探って下さいって事になり
ます。これを堤防に置き換えれば、堤防
際、消波ブロックの際や中を探れって事
ですね。結局アクセスがしやすいかどう
かの違いはあれど、堤防でもそれ以外
でもやるべきことの基本は一緒だとい
う事ですね。ストラクチャーは確かにポ
イントの一つですが、当然のことながら

その周辺を狙うという事は根掛りも発
生することになります。一投一根掛りで
は流石に心が折れますので、結局根掛
りに対してどのように対処するかが
キーポイントになってきます。フロート
リグ（遠投ウキ仕掛）や専用の中通し錘
を使ったテキサスリグと言われるもの、
またはスイミングと言われる底を取ら
ないでルアーを泳がせる技を駆使して
対処してみて下さい。さらに、重要なこ
ととしては、こと岩礁について言えるこ
とですが、単体の石とは違って水面下
に隠れた部分にも続きがあるという事
です。当然その部分もストラクチャーの
要素の一つなので、昼間の明るいうち
に偏光サングラスを使って下見をする
ことや、想像力と錘がぶつかる感覚か
ら岩礁の形状を想像して攻めることも
大切になってきます。釣りは情報収集、
想像力、色々試す努力で釣果が変わり
ます。おおいに想像を働かせながら、兎
に角一度でも多く釣り場に足を運びま
しょう。

新年明けましておめでとうございます！

２０２０年釣り納めと、２０２１年釣り初め

新年あけましておめでとうございます。皆様ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。本年も「業界の釣り部」
を宜しくお願い致します。さて、昨年は12月にヒラメ釣りをやろうかと企画していましたが、11月下旬からの新
型コロナウイルスの第３波に見舞われたこと、予約していた釣り船が衝突事故を起こしてしまったことなど重なり
まして、結局開催出来ませんでした。現状を見ますと、この先もまだまだ「業界の釣り部」として釣り船を利用す
ることは、社会的な視線を考えると難しそうだと感じております。暫くは個人的に釣りを楽しむ状況が続きそうで
すね。めげずに釣りを楽しんで行きましょう！

2020年の釣り納めは石川構造設計の石川さんと日立港の北端、久
慈漁港にてライトゲームになりました。石川さん、お子さんもある程
度大きくなり改めて釣りを始める事にしたそうです。今までの釣り経
験はブラックバスをやっていたとのことですが、これからは海釣りに
転向するみたいです。とりあえず、アジを釣っておいしくいただくの
が目標ですが、始めた時期が12月ですので、残念ながらアジは既に姿
を消していて、代わりに相手をしてくれたのはマイクロメバル達！小
さいながらも小気味良い引きを味合わせてくれる冬のターゲットです。
アジは春までお預けとなるかもしれませんが、とりあえず新しいロッ
ドとリールに入魂出来て良かったですね。

さて、年は変わって令和３年１月３日（夜11：00～午前2：00）に初釣りに行って参りました。初めは釣
り納めと同じく久慈漁港にてメバリングとしました。ウルトラライトロッドのみを持っての1魚種限定ゲームの
つもりでしたが、予想通り釣れるのはマクロメバルばかりで、しばらく釣ると飽きてしまったので風も波も穏や
かなのを良いことにウルトラライトロッドで磯交じりサーフへと釣り場を変更しました。大潮の干潮だったので
フロートリグでも根掛り頻発！それならばジグ単でやっても大して変わらないだろうと、潔く３ｇのジグヘッド
に月下美人のビームフィッシュ（レッドグロー）を付けてウルトラライトロッドで可能な限りの範囲を探ります。着底させるとあっという間に根掛りするので、
結構な早巻きで中層を泳がせて探っていると、ドカ～ンという当たりとともにロッドがぐんにゃり曲がって引き込まれました。すったもんだのやり取りの末、
上がって来たのは季節に似合わずグッドサイズなムラソイでした。季節柄を考えると「クロソイかな？」と思いましたが、あれこれ見比べてみてやっぱりム
ラソイという事になりました。どんな魚のシーズナルパターンにもイレギュラーの奴はいるんですね～。

堤防をぬけだそう！
ストラクチャー

２月は魔の季節
海釣りをしている人にとって、１年の中でも

２月は殆ど魚の釣れない魔の季節となります。
海水温の低下に伴い多くの魚（特に回遊魚の青
物）は水深が深く海水温の比較的安定する沖合
に出て行ってしまいます。アイナメやメバルと
いった冬でも遊んでくれる根魚たちは浅場に陣
取っているにはいるのですが、概ね１月下旬か
ら２月初頭のスポーニング（産卵）シーズンに
合わせて体力が激減するために、ベイトを追い

回すことも少なくなります。体力が回復して積極的に獲物を捕食するようになる
のが３月中旬位からなので、この魚の釣れない魔の季節をどのようにやり過ごす
かは釣り人の命題でありましょう。幸い投げ釣りをする人にはこの時期でも釣れ
るカレイという選択肢があります。青イソメを付けて
砂地のポイントで投げ込んでおけば、運が良いと
40cmに迫る大物のマコガレイが釣れることもありま
す。さらに、外道としてはアナゴ、シャコなども釣れ
ることがあります。足場の良い堤防からの投げ釣りで
釣ることも出来ますし、意外と港湾の奥の場所でも釣
れますので、車を横付けして温まりながら釣ることも
可能です。試してみてはいかがでしょうか？

釣り部通信 No.004　2020 年釣り納めと 2021 年釣り始め
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 ８月
  6・技術研修委員会 協会会議室で開催
  　・とちぎ建築プロジェクト2020実行委員会 協会会議室で開催
12・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）
20・定例常任理事会（14:00 〜）・定例理事会（15:00 〜） 栃木県総合文化センターで開催
21・耐震診断事前審査会 協会会議室で開催
  　・広報・渉外委員会 協会会議室で開催
27・とちぎ建築プロジェクト2020実行委員会 協会会議室で開催
28・耐震診断判定会 協会会議室で開催

 ９月
  8・耐震診断検討業務ＷＧ　　　　 協会会議室で開催
  9・とちぎ建築プロジェクト2020実行委員会 協会会議室で開催
11・次世代創造委員会　　　　　 Ｗeb会議
  　・建築相談会　　　　　　　　　 協会会議室で開催
16・令和２年度第Ⅱ期建築士定期講習 栃木県教育会館で開催 （参加者48名）
18・第１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29名）
24・定例常任理事会（14：00 〜）・定例理事会（15:00 〜 ) 栃木県自治会館で開催
  　・とちぎ建築プロジェクト2020実行委員会 協会会議室で開催

 10月
  2・栃木県建設産業団体連合会
　　　 第１回働き方改革・担い手対策委員会 栃木県建設産業会館で開催 （安藤寛樹副会長・入江仁一専務理事出席）
  5・第１回栃木県建築物耐震改修促進懇談会 栃木県庁東館で開催 （佐々木宏幸会長出席）
  　・とちぎ建築プロジェクト2020実行委員会 協会会議室で開催
  6・令和２年度適合証明技術者業務講習 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）
  7・栃木県建設産業団体連合会
　　　  第１回建設生産システム対策委員会 栃木県建設産業会館で開催 （小林基副会長・柴田隆子事務局次長出席）
12・技術研修委員会 協会会議室で開催
14・会員交流委員会 協会会議室で開催
16・第160回日事連関東甲信越ブロック協議会 Ｗeb会議（会長の自社事務所で参加）
  （佐々木宏幸会長・安藤寛樹副会長・小林基副会長・入江仁一専務理事出席）
20・とちぎ建築プロジェクト2020実行委員会 協会会議室で開催
21・業務運営委員会 協会会議室で開催
22・第１回宇都宮市ブロック塀等耐震化推進協議会 宇都宮市役所で開催 （入江仁一専務理事出席）
23・定例常任理事会（14:00 〜）・定例理事会（15:00 〜） 栃木県自治会館で開催
27・とちぎ建築プロジェクト2020実行委員会 協会会議室で開催
28・令和２年度建築技術検定・建築製図検定問題作成委員会 栃木県建設産業会館で開催　　　 （小林基副会長出席）
29・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・山崎良知副会長・安藤寛樹副会長・小林基副会長・入江仁一専務理事出席）

協 会 日 誌

三洋工業株式会社 宇都宮営業所
高橋　真也所長

住　所　〒321-0901 宇都宮平出町3652-5
Ｔ Ｅ Ｌ　028-661-2571　 ＦＡＸ　028-663-6965
H　  P　https://www.sanyo-industries.co.jp
E-mail　shi-takahashi@sanyo-industries.co.jp

営業品目・取扱商品名
●「アルミ建材」
　「床下地製品」
　「壁・天井下地」
　「換気・排煙・採光製品」

営業地域　栃木県全エリア

新賛助会員の紹介

新賛助会員の紹介・協会日誌

2021.1    No.112
TOCHIGI  ARCHITECT  OFFICE  ASSOCIATION  BULLETIN

25



 11月
  6・広報・渉外委員会　　　　　　 協会会議室で開催
  9・日事連第１回青年部会連絡会議 Ｗeb会議（協会会議室で参加） （本澤崇常務理事出席）
  　・とちぎ建築プロジェクト2020実行委員会 協会会議室で開催
10・日事連第１回働き方改革推進ＷＧ Ｗeb会議（自社事務所で参加） （佐々木宏幸会長出席）
11・会員交流委員会 協会会議室で開催
12・管理建築士講習 パルティとちぎ男女共同参画センターで開催 （参加者 8名）
13・建築相談会 協会会議室で開催
19・定例常任理事会 協会会議室で開催
20・とちぎ建築プロジェクト2020実行委員会 協会会議室で開催
24・第２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32名）
  　・令和２年度とちぎ木づかい促進協議会総会 栃木県公館で開催 （佐々木宏幸会長出席）
25・耐震診断事前審査会 協会会議室で開催
26 ・ 日事連理事会 Ｗeb会議（自社事務所で参加） （佐々木宏幸会長出席）
 ルポール麹町で開催 （本澤崇常務理事出席）
  　・次世代創造委員会 協会会議室で開催
27・マロニエ建築賞表彰式 栃木県庁東館講堂で開催 （佐々木宏幸会長・高田祥子職員出席）
30・第33回とちぎ県産材木造住宅コンクール審査委員会 栃木県庁北別館で開催 （塩田真吾理事出席）

 12月
  2・耐震診断判定会　　　　　　　 協会会議室で開催
  3・日事連全国会長会議　　　　　 銀座東武ホテルで開催 （佐々木宏幸会長出席）
  　・とちぎ建築プロジェクト2020実行委員会 協会会議室で開催
  4・定例常任理事会（16:00 〜）・定例理事会（17:00 〜） 宇都宮東武ホテルグランデで開催
  8・令和２年度第Ⅲ期建築士定期講習 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）
  　・令和２年度とちぎ外国人材活用促進協議会建設業部会 栃木県建設産業会館で開催 （安藤寛樹副会長・入江仁一専務理事出席）
10・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・山崎良知副会長・安藤寛樹副会長・小林基副会長・入江仁一専務理事出席）
11 ・ 第161回日事連関東甲信越ブロック協議会 Ｗeb会議（会長の自社事務所で参加）

（佐々木宏幸会長・山崎良知副会長・小林基副会長・入江仁一専務理事出席）
  　・建築相談会 協会会議室で開催
16・第２回栃木県建築物耐震改修促進懇談会 栃木県庁東館で開催　　　　　 （佐々木宏幸会長出席）
17・とちぎ建築プロジェクト2020・マロニエＢＩＭ設計コンペティション
 栃木県総合文化センターで開催（リモート開催）
18・広報・渉外委員会 Ｗeb会議
21・技術研修委員会 協会会議室で開催
22・改正建築物省エネ法説明義務制度に関する説明会 Ｗeb会議（自社事務所で参加） （本澤崇常務理事出席）
24・改正建築物省エネ法説明義務制度に関する説明会 Ｗeb会議（自社事務所で参加） （山崎良知副会長出席）
 　　　　  （協会会議室で参加）  （小林基副会長出席）

協会日誌

《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

《営業地域》栃木県及び関東地区
《営業科目》生コンクリート

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》生コンクリート

生コンクリート製造販売、高強度コンクリート大臣認定工場MCON-3459、3460
骨材、砕石、砂利、骨材（RC）再生骨材、地盤改良（タフロック）
生コンクリート製造販売、高強度コンクリート大臣認定工場MCON-3459、3460
骨材、砕石、砂利、骨材（RC）再生骨材、地盤改良（タフロック）　
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既存住宅状況調査技術者講習　【更新講習】
日　　時：令和３年２月５日（金）受付13:00 〜
講習時間：13:20 〜 16:40（予定）
場　　所：パルティとちぎ男女共同参画センター
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「建築工事特記仕様書（公共建築連絡協議会
編）の解説」講習会 
日　　時：令和３年２月10日（水）受付13:00 〜
講習時間：13:30 〜 16:55
場　　所：栃木県自治会館

令和２年度
「一級／二級／木造　建築士定期講習」

日　　時：令和３年３月５日（金）受付9:00 〜
講習時間：9:30 〜 17:30
場　　所：とちぎ福祉ブラザ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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３年３月９日（火）受付9:00 〜
講習時間：9:30 〜 16:10
場　　所：栃木県自治会館

お知らせ（予定）
今後、新型コロナウィルス感染拡大の影響で、開催の変更や延期、中止を決定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

協 会 活 動 通 信

令和２年度
「一級／二級／木造　建築士定期講習」
９月16日（水）、栃木県教育会館において開催されました。
受 講 者：48名
講習時間：９:30〜17:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第１回新技術研修会
９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：29名
１．サンポット（株）首都圏営業所

●地中熱ヒートポンプによる輻射冷暖床システムについて
２．関西ペイント販売（株）北関東営業所

●抗ウィルス・抗菌・アレル部室抑制等多機能水性塗料
について

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和２年度「適合証明技術者業務講習」
10月６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。
受 講 者：31名
講習時間：13:30〜17:00
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和２年度 管理建築士講習
11月12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。
受 講 者：８名
講習時間：９:30〜17:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第２回新技術研修会
11月24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。
受講者：32名
１．オオアク建装工業（株）
　●ケイ酸ナトリウム系浸透性防水材について
２．エスケー化研（株）宇都宮営業所

●これからのまちづくりにおける環境色彩設計の考え方
について

令和２年度
「一級／二級／木造　建築士定期講習」
１２月８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。
受 講 者：33名
講習時間：９:30〜17:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
とちぎ建築プロジェクト2020
マロニエＢＩＭ設計コンペティション
12月17日、栃木県総合文化センターにおいて開催されま
した。
エントリー：34組
開 催 時 間：13:00〜17:00

●リモートプレゼンテーション
●ＢＩＭ設計コンペ最終公開審査会
　○審査委員長
　　池田　靖史 氏（建築家・慶應義塾大学政策メディア研究科　教授）

　○審査員
　　安野　芳彦 氏（株式会社梓設計　取締役副社長　BIM推進担当役員）

　　佐野　吉彦 氏（株式会社安井建築設計事務所　代表取締役社長）

　　川村　定男 氏（公益財団法人とちぎ建設技術センター　常務理事）

　　佐々木宏幸 氏（ 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会名誉会長 ）　　　　　　　　　　　一般社団法人栃木県建築士事務所協会会長
　　　　　　　　　　 　ＡＩＳ総合設計株式会社　代表取締役

▲第１回新技術研修会

▼第２回新技術研修会

協会活動通信・お知らせ
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【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　委員 / 鮎澤浩・岩村克己・大金悟・菅沼徹・中原淳一・福田二一

安藤：コロナ禍の中ではありますが、前に進みましょう。
中村：今年もよろしく御願いします。
　　　Zoomで広報委員会を２回やりました。まだ慣れません

が、時間の有効活用ができそうです。
大髙：コラムを書き続けて12年になりましたが、この先いつま

で続くかな?
新井：小林職員退職するんですね。コロナ禍で引きこもってい

る間に、世の中動いているんですね。

栗原：とちぎ建築プロジェクト記事を担当してから今回で６回
目となりましたが、今回はコロナ禍での開催だったので
記事構成をどうするのか悩み苦労しました。

　　　早くコロナ禍から解放されて平穏な日々が送れるよう切
に願っています。

鮎澤：緊急事態宣言が発令され、運動もせず、身体がなまって
きていますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？

　　　早く収束して、思いっきり自転車に乗りたいです！

編集後記

お世話になりました ― 感謝に代えて ―・編集後記

お世話になりました　― 感謝に代えて ―

（一社）栃木県建築士事務所協会
事務局　小林　守子

平成10年11月から事務所協会にお世話になり、約22年が過ぎました。
いよいよ節目の年を迎え、今年の３月末で退職することになりました。

長い間、会員の皆様には大変お世話になりました。
私は事務所協会でこれまで大勢の会員の方と接し、多くの事を教えていただき、学ぶことができました。感謝の

気持ちでいっぱいです。
今、22年間を振り返ると限りなく思い出が甦ってきます。
入社した平成10年、事務業務はワープロとＦＡＸの時代でした。平成７年の阪神淡路大震災の影響で、耐震診断

業務が発足して、公共建築物の受注に追われて忙しくなり始めました。また、栃木県庁舎の建替え工事・一部旧庁
舎の曳家工事など協会事業が発展していきました。

その後、（平成14年）事務所協会は下戸祭から現在の昭和に移転して、協同組合・木造住宅震診断業務等を立上
げ、委員会も改編して若い世代の会員さんが増えて、協会の事業活動が大きく変わっていきました。会長も酒井淳氏・
本澤宗夫氏（現名誉会長）、そして現在の佐々木宏幸会長と三代に亘り、微力ながらお手伝いさせていただいたこ
とがとても光栄で勉強になりました。
「未曾有の緊急事態：新型コロナウイルスの感染拡大」で時代が一変した2020年、協会にもさまざまな行事や定

例的な会議の中止が続きました。そんなwithコロナで、昨年12月開催の「とちぎ建築プロジェクト2020」もどうな
ることかと心配でしたが、感染拡大防止を前提に、短い準備期間で新しい様式を取り入れ、リモートで開催するこ

とになり、成功裡に終わりました。会長をはじめとするプロジェクト委員会の結
束力・技術・能力の高さに感動しました。
『協会は素晴らしい！』
私は事務所協会が大好きです。毎日が楽しくて、ワクワクしながら出勤して

来ました。長い在職期間中、会員の皆様からのたくさんの励ましや温かい言葉
をいただき、助けられながら今日まで勤めて来られましたこと、深く感謝申し上
げます。協会での素晴らしい人との出会いと思い出が私の宝物です。

最後に、皆様のご健康とご多幸と協会の益々のご発展をお祈り申し上げます。

また、私の退職にあたって、このように会報に載せていただく機会をいただ
きまして、広報委員会の皆様に感謝いたします。ありがとうございました。
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広告

カンセキスタジアムとちぎ

建築の質の向上を目指して

宇都宮本社：栃木県宇都宮市明保野町 2-10
　　　　　　TEL.028-634-6010

埼玉事務所　/　鹿沼営業所　/　大田原営業所　/　茨城営業所 

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

ISO

9001・
14001

取
得
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広告
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広告

ｗ178　× ｈ239

●令和2年度 1級建築士設計製図試験 全国合格者3,796名中、当学院当年度受講生2,041名 全国合格者占有率53.8％　
※当学院のNo.１に関する表示は、公正取引委員会「No.１表示に関する実態調査報告書」に沿って掲載しております。　※当学院の合格実績には、模擬試験のみの受験生、教材購入者、無料の役務提供者、過去受講生は一切含まれておりません。　※都道
府県合格者数・都道府県ストレート合格者数は、（公財）建築技術教育普及センター発表に基づきます。　※学科・製図ストレート合格者とは、令和2年度の1級建築士学科試験に合格し、令和2年度の1級建築士設計製図試験にストレートで合格した方です。

一級･二級・木造 建築士定期講習
管理建築士講習

第一種電気工事士定期講習

監理技術者講習

宅建登録講習

宅建登録実務講習
法定講習

講座
一覧 宅地建物取引士 賃貸不動産

経営管理士
インテリア

コーディネーター

１級･２級
建築施工管理技士

１級･２級
土木施工管理技士

１級
造園施工管理技士

１級･２級
管工事施工管理技士

建築設備士

１級･２級 建築士
構造設計1級建築士
設備設計1級建築士

人材紹介 人材紹介のご希望・お問い合わせは下記にご連絡ください

New
!

はじめました。
career-info@shikaku.co.jp
03-6304-5411人材

センター

只今、オープニング特別価格でご案内中！

許 可 番 号 　１３ーユー3 0 6 1 5 9

令和3年度 試験対策 

1級・2級建築士講
座

受講生募集中！ 2021

セレクトショップ
合格

令和2年度  建築設備士 第二次試験（設計製図）

当学院当年度受講生合格率
当年度受講生134名中／
合格者89名

独学者､他スクール
利用者合格率 
独学者、他スクール利用受験生
782名中／合格者290名

〈令和2年11月5日現在〉〈令和2年11月5日現在〉

そ の 差

66.4%

37.1% 約30%

全国合格率
41.4％に
対して

91.1% 84.8%7割出席・7割宿題提出・模擬試験（2）正答率6割達成
当年度受講生304名中／合格者277名                         
7割出席・7割宿題提出・模擬試験（2）正答率6割達成
当年度受講生304名中／合格者277名                         

当学院基準達成当年度受講生合格率当学院基準達成当年度受講生合格率令和2年度
1級建築施工管理

技術検定 学科試験
〈令和2年11月20日現在〉

当学院当年度受講生46名中／修了者39名              
当学院当年度受講生修了率当学院当年度受講生修了率令和元年度

設備設計1級建築士講習 
修了考査

〈令和元年12月18日現在〉

詳しくはHPへ

令和2年度  2級建築士 学科試験

〈令和2年8月25日現在〉

〈令和2年12月25日現在〉 〈令和2年12月25日現在〉 〈令和2年9月8日現在〉

93.1%当学院基準達成当年度受講生合格率
8割出席・8割宿題提出・総合模擬試験正答率6割達成
当年度受講生895名中／合格者833名

令和2年度 1級建築士 学科・設計製図試験 令和2年度 1級建築士 学科試験令和2年度 1級建築士 設計製図試験

68.4%
栃木県
ストレート
合格者占有率
栃木県ストレート
合格者19名中／
当学院当年度
受講生13名

当学院基準達成者
以外の合格率 38.8％

その差
54.3％

当学院当年度受講生合格者数 1,974名
令和2年度  2級建築士 設計製図試験

〈令和2年12月10日現在〉

82.6%当学院基準達成当年度受講生合格率
8割出席・8割宿題提出・模試2ランクⅠ達成
当年度受講生841名中／合格者695名

当学院基準達成者
以外の合格率 50.7％

その差
31.9％

当学院当年度受講生合格者数 1,974名

総合資格学院なら

1級建築士試験に

1年で合格できる！

総合資格学院は栃木県も全国も合格実績No.1

を進行中！

優れた実績を挙げ続ける講習システムをさらにチューンナップ 詳細はHPへ

栃木県ストレート合格者のおよそ7割は当学院の当年度受講生！
66.7%

栃木県
合格者占有率
栃木県
合格者45名中／
当学院当年度
受講生30名

栃木県の合格者の3人に2人は当学院の当年度受講生！
56.6%

栃木県
合格者占有率
栃木県
合格者53名中／
当学院当年度
受講生30名

栃木県の合格者のおよそ6割は当学院の当年度受講生！

V5
5年連続で
No.1達成

スクールサイト
コーポレートサイト

www.shikaku.co.jp
www.sogoshikaku.co.jp

栃木県建築士事務所協会会員様　会員特別割引あり！

℡028-614-4881宇都宮校 ℡0285-30-4011小山校 ℡0284-22-7061両毛校

No.1合格実績
総合資格学院は正真正銘の日本一

※建築士試験合格実績において

【重要】当学院の「日本一」の表記は民間の調査機関等による特定の方を対象とした調査によるものではありません。

【正真正銘】しょうしん‐しょうめい：全くうそいつわりのないこと。本物であること。〈広辞苑〉

※（公財）建築技術教育普及センター
　発表の数値に基づく当学院調べ

おかげさまで総合資格学院は「合格実績日本一」を達成しました。
これからも有資格者の育成を通じて、
業界の発展に貢献して参ります。 総合資格学院

学院長
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320-0014 1-5-8

TEL.028-622-8928 FAX.028-622-0850

http://www.fuketa.com

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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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

エ コ ウ ェ ル 協 会 会 員 ・ C B 工 法 協 会 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

http://oba-kogyo.co.jp
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足場工事はお任せください！足場工事はお任せください！

〒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

宇都宮事業所　担当：関　TEL ： 028-660-1152
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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

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/

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
東北出張所　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

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

https://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

2021.1    No.112
TOCHIGI  ARCHITECT  OFFICE  ASSOCIATION  BULLETIN

36



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。

ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ

T E L  0 2 8 7 - 3 7 - 4 8 7 1
F A X  0 2 8 7 - 3 7 - 4 8 7 2

有 限 会 社   和  泉  設  計
代表取締役　和 泉 卓 哉

〒329-2703 栃 木 県 那 須 塩 原 市 槻 沢322番9
http://www.izumi-architects.com

一級建築士事務所

建築家からの提案「人と環境にやさしい建物」

鉄筋工事一式

株式会社　中三川工業
栃木県河内郡上三川町大字上蒲生529番地４
〒329-0617 TEL 0 2 8 5 - 5 6 - 6 6 6 6

FAX 0 2 8 5 - 5 6 - 6 4 5 4

代表取締役社長　増 渕  勝 明

2021.1    No.112
TOCHIGI  ARCHITECT  OFFICE  ASSOCIATION  BULLETIN

37



広告

2021.1    No.112
TOCHIGI  ARCHITECT  OFFICE  ASSOCIATION  BULLETIN

38



一般社団法人栃木県建築士事務所協会会報

2021

1
No.112

発行所

会長　佐々木宏幸
〒320-0032 宇都宮市昭和二丁目5番26号
TEL 028（621）3954 　FAX 028（627）2364
HP : http://www.tkjk.or.jp/  E-mail : info@tkjk.or.jp

栃木県建築士事務所協会一　　般
社団法人

Tochigi
Architect
Office
Association
Bulletin


