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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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カンセキスタジアムとちぎ 陸上競技場兼サッカー場の新築。第 1 種公認陸
上競技場およびＪ 1 施設基準に準拠した約 2 万
5 千席あるスタジアムとして整備を行っている。

近隣環境への配慮のため、2 層スタンドや
フィールド最小化などによる平面のコンパクト化
と、緩やかな勾配を追求した膜屋根による建物高
さ抑制と空との視覚的な一体化を狙っている。

建物外周は建設残土を利用した緩やかな丘と一
体化した構成としている。丘の上にはジョギング
コースにもなる外周コンコースを整備し、緩やか
な勾配の園路とつなげ公園内のアクティビティの
連続を図り、公園内の賑わい創出と公園利用者の
居場所づくりを試みた。

久米・AIS・本澤特定建築設計業務共同企業体
小林孝宏
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総会

佐々木宏幸　会長 今年もコロナウイルス対策で一人一テーブルを使用

令和3年度定時総会（決算総会）開催される
令和３年５月26日（水）「宇都宮東武ホテルグランデ」において、令和３年度定時総会（決算総会）が開催されました。

本年度は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、国・県等の方針に基づき、規模を縮小しての開催となりました。

なお、提出された全議案については、原案どおり承認可決されました。

また、議事終了後、表彰規定に基づく功労者表彰受賞者に対し後日表彰状が送付される旨、司会者より報告がありました。
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総会

監査報告

　例年、総会後の懇親会の席上において紹介し、花束贈呈並びに受賞者のご挨拶をいただいておりましたが、懇親会も中止と

なりましたので、紙面にて紹介させて頂きました。

●令和２年度（一社）全国建設産業団体連合会会長表彰受賞	 佐々木宏幸　会長（AIS総合設計㈱　代表取締役社長）

●令和２年度　栃木県建設事業関係功労者等知事表彰受賞	 野口　利男　監事（㈲建都企画設計　代表取締役）

●令和２年度　年次功労者（日事連会長）表彰受賞	 池澤　達夫　理事（㈱池澤設計　代表取締役）

各種表彰受賞者紹介

日本工業経済新聞記事（2021.5.28）
（記事提供：日本工業経済新聞社）

　日事連の会報誌が、当協会ホームページ

の正会員専用ページに令和 3 年 7 月号か

ら掲載されています。

　ご覧になりたい場合、ユーザーＩＤとパ

スワードが必要となります。

　詳しくは、協会までお問合せください。

　　お問い合せ　　

〒320-0032 宇都宮市昭和二丁目5番26号
T E L 028（621）3954 
FAX 028（627）2364
E-mai l  :  info@tkjk.or . jp
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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
　 〃 安藤　寛樹 ㈱安藤設計
　 〃 小林　　基 小林建築設計事務所
専務理事 入江　仁一 （一社）栃木県建築士事務所協会
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
　 〃 本澤　　崇 ㈱本澤建築設計事務所
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
　 〃 大髙　宣光 ㈱ＫＥＮアソシエイト
　　　　　　　　　　　　　　　　一級建築士事務所
　 〃 桂　　貴樹 一級建築士事務所 KATSU・LABO

理　　事 栗原　　弘 ㈱栗原弘建築設計事務所
　 〃 小西　　勝 ㈱アガ設計工業
　 〃 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
　 〃 出口　哲史 ㈱大森一級建築士事務所
　 〃 中村　清隆 ㈲翔建築設計事務所
　 〃 夏目　公彦 ㈱公和設計
　 〃 半貫　正芳 ㈲半貫建築設計事務所
　 〃 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 岡田　　裕 ㈱岡田建築設計事務所
　 〃 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 相談役

常任理事会※１　理事会…構成者数29名
　　　会長１名、副会長３名
　　　専務理事１名、常務理事３名、理事21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

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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広告

全 国 圧 接 業 協 同 組 合 連 合 会 ・ 関 東 圧 接 業 協 同 組 合
公 益 社 団 法 人 日 本 鉄 筋 継 手 協 会 正 会 員

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

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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2021年（第29回）ＡＰ展・（第2回）建築展　活動報告

△会場風景　

△会場風景　

△栃木県建築士事務所協会会長賞作品

△会場風景　

△栃木県建築士事務所協会会長賞作品

△日本工業経済新聞社長賞作品

広報・渉外委員会　　　　　　
副委員長  栗原　　弘

去る 7 月 1 日～ 2 日、宇都宮市文化会館にて毎年恒例のＡＰ展と２回目の建築展が同時開催され、来場者も２日間で約 350

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。

2021 年（第 29 回）ＡＰ展・（第 2 回）建築展　活動報告
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△ＡＰ展受賞者記念撮影

△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 36 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。

企業賞ではユーモアある企業が 3 社受賞、各社それぞれ
にイメージを独自の発想で表現しているのが魅力的でした。
昨年は、コロナウイルス感染拡大のため中止となってしまい
２年ぶりの開催となりましたが、業務運営委員会＋次世創造
委員会の共働により準備から片付けまでスムーズに行われ
ました。皆さま、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
　　「道の駅たかねざわ 元気あっぷむら 滞在型宿泊施設 Takanezawa Trailers BASE」（株式会社フケタ設計）
　　「青源味噌株式会社本社・本店」（株式会社渡辺有規建築企画事務所）
　　「共存スル残映」（小山工業高等専門学校・木村龍汰朗）
　・日本工業経済新聞社長賞
　　「風の谷国際教育 中国青海省幼児園」（株式会社横松建築設計事務所）
　　「Layer Box」（宇都宮メディア・アーツ専門学校・若菜巧実）
　・企業賞
　　金賞：植木鋼材株式会社　　　銀賞：日神工業株式会社　　　銅賞：日建工業株式会社
　・一般投票賞
　　協会会員部門：「小山市役所新庁舎整備事業」（株式会社大森一級建築士事務所）
　　学生部門：「ふれあう暮らし」（宇都宮大学　竹澤くるみ）

2021年（第29回）ＡＰ展・（第2回）建築展　活動報告
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日本ーを目指して
有限会社　日事連サービス 
アドバイザー  中　川　孝　昭

コロナ余波
お蔭様で、この5月にとうとう齢80歳までたどり着きま

した。いつまで頑張っているのだと、白い目で見られてい
るのを気にしながら、そしてコロナの恐怖におびえつつも、
相変わらず会社へ出勤しています。但し、原則として毎週
月曜日だけの出勤です。

自宅からの通勤には、地下鉄丸ノ内線と日比谷線を利用
します。新宿と銀座を経由しての移動です。ＮＨＫのニュー
スの映像としていつも映し出される渋谷駅前のスクランブ
ル交差点と、肩を並べるわが国を代表する危険地帯を二つ
も通り抜けます。

少しでもリスクを薄めようと、日比谷線との乗換駅は本
来の銀座を避け、霞が関とした上で、会社事務所のある八
丁堀駅の改札口も、ディズニーランドへと通じる京葉線と
の連絡通路を避けて、反対側の日本建築士事務所協会連合
会（日事連）の事務局に近い方を利用するという涙ぐまし
い努力をしております。

６月の末に、ようやく二回目のワクチン接種を終え、満
員電車の中でも、少しは緊張の度合いが低くなったものの、
重篤化の条件をすべて合わせ持っている身としては、文字
通り命がけの出勤風景なのです。車両のなるべく風上に乗
り込み、運よく座れた時には、肩をすぼめて目をつむり、
できるだけひっそりとしています。スマホの操作は、肘を
張ることになるので、余程のことがない限りやりません。

残りのリモートワークの日々は、事故相談窓口として、
保険会社への報告書の記述内容についてアドバイスをさせ
ていただいたり、時には、施主や、施工会社とのやり取り
について相談を受けたり、メールによる保険会社への報告
をしたりと、結構難しい仕事を頑張っております。

ところで、今年に入ってから事故相談の電話が目立って
増え、7月末にはその数が190件を超えました。当社創業
の平成7年（1995）から26年間で、事故ファイルの番号
は2213、年平均にすると85件です。ベースとなる統計の
押さえ方が、大分異なるものの、老いたりとは言え保険屋は、
異常な件数であることを肌で感じております。コロナの蔓
延により、人々の心に何かトゲトゲしたものが植え付けら
れているのかと思ったりしています。コロナ余波なのでしょ
うか?

支払保険金額が7000万円
手元には支払保険金額が7000万円を超すことが決定的

な、解決途上の事故報告の記録があります。相談の件数が
増えれば、当然保険金の支払額も増えます。いずれ保険料

値上げという事態になりかねません。対策としては事故を
減らしていただくことですが、生易しいことではありませ
ん。手っ取り早い方法は、加入者の増加によって、損害率
の分母となる保険料を増やすことです。

右ページの表をご覧ください。日事連の「会務月報」の
最終ページに昔から紹介されている「会員・構成員異動報
告等」です。驚かれると思いますが、そこには賠償責任保
険（建賠保険）の加入状況についての報告もされております。
これは今に始まったことではなく、昭和58年11月に建賠
保険が誕生した直後から連綿と続けられてきた報告なので
す。「消費者保護を見える形に」と訴えながら、日事連が組
織を挙げて昭和58年以来推進してきている大切な事業なの
です。
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会 務 月 報       
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発行 一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会 

 

 

 

 

 

 

 

 

■令和３年５月常任理事会（Ｗｅｂ会議）議事概要 

１．日 時 令和３年５月２４日（月）１３：３０～１５：０５ 

２．場 所 日事連会議室及び役員所属事務所等 

３．常任理事会構成者総数、定足数及び出席者数 

常任理事会構成者総数１４名、定足数８名、出席者数１４名 

４．出席者及び欠席者の氏名 

出 席 者 

会  長 児玉耕二 

副 会 長 岩本茂美、戸田和孝、庄司雅美、白井 勇、 

木下賀之、丸川眞太郎 

専務理事 居谷献弥 

常任理事 藤原 薫、舟幡 健、小林正澄、上野浩也、 

霜村將博、南 孝雄 

事 務 局 前田、千浜、伊東、鈴木、野出、吉田 

５．議 長 

児玉耕二会長より議長について諮り、岩本茂美副会長を議

長に選任した。 

６．議事録署名人 

児玉耕二会長、岩本茂美副会長 

７．協議事項 

（１）第６９回定時総会議案等について 

 ①令和２年度事業報告 

  事務局より、資料１のうち報告事項１の令和２年度事業

報告について、会議報告、事業概要、総務・財務、教育・

情報、業務・技術、広報・渉外、指導運営、法制度対応、

災害対策、住宅金融支援機構適合証明業務、対外協力、会

員動静、指定事務所登録機関登録状況、青年部会等設置状

況及び機構に関するそれぞれの内容の説明がなされた。 

②令和２年度決算承認の件 

事務局より、資料１のうち第１号議案に該当する一般会計

及び適合証明業務登録機関特別会計の令和２年度決算案につ

いて説明がなされた。 

③会費規程の変更の件 

事務局より、資料１のうち第２号議案に該当する会費規程

変更承認について説明後、役員より以下の趣旨の発言がなさ

れた。 

   上野常任理事－変更案の金額設定と北海道会だけ３万円に

据え置きとした理由を教えてほしい。 

   岩本副会長（財務改革ＷＧ主査）－構成員数の少ない単

位会は、事務局機能維持他運営に負荷がかかるため、負担

を低減した。一方、構成員数の多い単位会は、多少会費負

担が増えても運営に影響が少ないと考えられるため、基本

会費に差をつけた。北海道会は、構成員数は多いが九州に

匹敵する広さで、会議招集他運営等に苦労されていること

を考慮し、構成員数によらず据え置きとした。 

   上野常任理事－大きな単位会と小さな単位会間での互助の

精神は大事だと理解できるが、会員増強を頑張って４００構

成員に達すると、年間１２万円負担が増えるのはいかがなも

のかと思う。 

   岩本副会長－会員増強で効果を上げた単位会に対し、例

えば報奨金等を出すようなことも考えているので、会費の

変更については理解いただきたい。 

   白井副会長－単位会事業支援として２，０００万円が予

算化されており、その中で会員増強に対する報奨金を出す

ことも検討している。なるべく早く示せるようにしたい。

全国会長会議で現段階での総務・財務委員会の検討状況を

説明したい。 

④補欠の理事の選任の件 

事務局より、資料１のうち第３号議案に該当する補欠の理

事の選任について説明がなされた。 

日事連『会務月報』第460号　表紙

本誌No.88（2009.1）のトップは、当時会長をされて
いた本澤宗夫先生の年頭所感で飾られております。その中
で「新生建築士事務所協会の最重要な取り組み」として、「顧
客に対する補償能力の充実：結果責任が重要なこの時期に
は全会員が賠償損害保険に加入し自己防衛出来る事務所へ
の仕組みの改革を加速する必要がある。」と述べておられ、
これは会長ご就任以来たゆまず実践され、今日に引き継が
れております。毎年加入者の増加を大切な事業として位置
づけ、努力を重ねていただいた結果として、全国有数の加
入率が記録されております。県が発注に際し建賠保険への
加入を条件としていることを背景に、50.4％を記録してい
る島根会さんまであと５件です。読者の皆さんの一声運動
で、是非とも本年度中に日本ーを達成してください。
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	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：https://www.tkjk.or.jp/advertisement.html をご覧ください！

令和 3 年 6 月末　会員・構成員異動報告等
１．期　　間　　令和 3 年 6 月 1 日〜 6 月 30 日
２．会員在籍　　正会員　46 団体　　　構成員　14,478 事務所
　　　　　　　　賛助会員　5 社

単位会 構成員 建築士事務所登録 賠償責任保険
増　減 在籍数（A） 登録数（B） 加入率（A/B） 増　減 加入数（C） 加入率（C/A）

北海道 1,007 4,276 23.6% 281 27.9％
青　森 165 925 17.8% 44 26.7％
岩　手 + ２ 264 957 27.6% 71 26.9％
宮　城 349 1,941 18.0% 77 22.1％
秋　田 + １ 147 1,039 14.1% 46 31.3％
山　形 195 1,122 17.4% 58 29.7％
福　島 + １ 230 1,557 14.8% 65 28.3％
茨　城 457 1,959 23.3% 160 35.0％
栃　木 165 1,351 12.2% + ２ 78 47.3％
群　馬 191 1,630 11.7% 90 47.1％
埼　玉 −４ 459 4,690 9.8% + １ 129 28.1％
千　葉 352 3,351 10.5% 113 32.1％
東　京 −２ 1,613 15,033 10.7% + ３ 593 36.8％
神奈川 738 5,972 12.4% 222 30.1％
新　潟 313 2,235 14.0% 134 42.8%
長　野 401 2,080 19.3% 108 26.9％
山　梨 109 817 13.3% 14 12.8％
富　山 −２ 303 1,177 25.7% 65 21.5％
石　川 −１ 312 1,288 24.2% 62 19.9％
福　井 212 934 22.7% 54 25.5％
静　岡 395 3,069 12.9% 136 34.4％
愛　知 −１ 524 5,049 10.4% 133 25.4％
三　重 188 1,224 15.4% 65 34.6％
滋　賀 187 1,127 16.6% 41 21.9％
京　都 369 2,176 17.0% + １ 104 28.2％
大　阪 799 6,395 12.5% + ２ 234 29.3％
兵　庫 367 3,492 10.5% 103 28.1％
奈　良 + １ 105 856 12.3% + １ 26 24.8％
和歌山 118 743 15.9% 23 19.5％
鳥　取 113 479 23.6% 52 46.0％
島　根 115 646 17.8% 58 50.4％
岡　山 378 1,446 26.1% 72 19.0％
広　島 352 2,299 15.3% + ３ 149 42.3％
山　口 104 1,024 10.2% 40 38.5％
徳　島 109 838 13.0% 15 13.8％
香　川 87 1,056 8.2% 21 24.1％
愛　媛 183 1,184 15.5% 49 26.8％
高　知 139 663 21.0% 32 23.0％
福　岡 468 3 250 14.4% + １ 167 35.7％
佐　賀 182 609 29.9% 46 25.3％
長　崎 234 824 28.4% 44 18.8％
熊　本 237 1,402 16.9% 101 42.6％
大　分 157 882 17.8% 44 28.0％
宮　崎 −１ 112 913 12.3% 45 40.2％
鹿児島 296 1,206 24.5% 86 29.1％
沖　縄 −１ 178 1,306 13.6% 66 37.1％

計 −７ 14,478 98,492 14.7% +14 4,416 30.5％
※建築士事務所登録数（B）は令和２年４月１日時点の数字である。

日事連「会務月報」第460号より
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1　自己紹介と本稿の目的
はじめまして、本年 7 月より弁護士法人新江進法律事務

所に加入した、弁護士の田島聡紀と申します。
本稿では、東京地判平成 31 年 3 月 13 日判タ 1477

号 226 頁（以下「本件判例」とします。）を紹介します。
本件判例は、最判平成 19 年 7 月 6 日民集 61 巻 5 号

1769 頁（法律シリーズ№ 56 において当事務所の新江
学弁護士が紹介。以下「平成 19 年判例」とします。）が
判示した「建物の基本的な安全性を損なう瑕

か

疵
し

」を認定し
た上で（注 : 本件判例の控訴審である東京高判令和 2 年 1
月 30 日では瑕

か

疵
し

自体が否定されています。）、改正前民法
724 条前段の不法行為に基づく損害賠償請求権に対する消
滅時効の成否について判断したものです。

本件判例は、複数の論点について判断していますが、本
稿では、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の成
否に焦点を当てて紹介します。

2　本件判例の事案の概要
（1）ゴルフ場を経営するⅩが、ロッジ棟の設計施工を Y に

発注し、Y はロッジ棟（以下「本件ロッジ棟」とします。）
を建築して X に引き渡しました。しかし、本件ロッジ棟
は平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地
震により損傷してしまいました。

X は、Y の過失により本件ロッジ棟が損傷し、Y に不
法行為が成立するとして、平成 27 年 11 月 13 日に東
京簡易裁判所へ調停（以下「本件調停」とします。）を
申し立て、平成 28 年 2 月 2 日に本件調停が不成立で
終了すると、同年 2 月 14 日に、東京地方裁判所へ不法
行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起しました。

（2）X の請求に対し、Y は、本件調停が申し立てられる前に、
X が A 社から平成 23 年 8 月 5 日付けで本件ロッジの
概況調査の報告書案（以下「概況調査報告書」とします。）
の提出を受け、代理人弁護士を通じて、平成 23 年 8 月
10 日付けで Y に内容証明郵便を発送し損害賠償請求権
を行使していたこと、平成 23 年 12 月 13 日には、B
社らから本件ロッジ棟の敷地のボーリング調査（以下「本
件ボーリング調査」とします。）の報告書を受領し、本
件ボーリング調査報告書には、本件ロッジ棟の基礎の一

部が埋土にある旨記載されていたこと等から、遅くとも
平成 23 年 12 月 13 日を起算点とする消滅時効が成立
する旨主張しました。

Y の消滅時効の主張に対し、X は、平成 27 年 3 月
26 日に B 社らにより行われた、本件ロッジ棟敷地 5 箇
所におけるトレンチ形状の試掘を行う地盤調査（以下「本
件トレンチ調査」とします。）より前には、Y の過失を
特定できず、仮に提訴しても勝訴を見込めなかったこと
から、消滅時効の起算点は同日であり、また、Y は、本
件ロッジ棟の基礎が支持層であるローム層に支持されて
いるという客観的事実に反する虚偽の説明による欺

ぎ

罔
もう

的
妨害行為をしているので、消滅時効の援用は信義則違反
又は権利濫用として許されないと反論しました。

3　判旨（消滅時効の成否について）
本件判例は、本件ロッジ棟の直接基礎の一部が脆弱な埋

土層にとどまっていたことが「建物の基本的な安全性を損
なう瑕

か

疵
し

」に該当すると認定した上で（注 : 上述のとおり
控訴審では否定されています。）、Y が主張する消滅時効の
成否について、以下のとおり判断しました。なお、下線部
及びふりがなは筆者によるものです。

（1）消滅時効の起算点
X は・・・A 社から概況調査報告書を提出され、平成

23 年 8 月 10 日、Y に内容証明郵便を発送し、本件ロッ
ジ棟の損傷につき、Y の設計施工上の過失による不法行
為責任に基づく損害の賠償を請求しており・・・概況調
査報告書には基礎構造の設計及び施工性の妥当性に疑問
が残る旨が記載されていることが認められる。また・・・
本件トレンチ調査の結果は、平成 23 年 11 月の本件ボー
リング調査の結果とほぼ同様であり、X は本件ボーリン
グ調査報告書によって、基礎底面の一部が埋土層にとど
まることを認識することができ、X が本件訴訟において
主張する Y の過失を認識することは可能であったと認め
られる。

よって、X の Y に対する不法行為による損害賠償請求
権の消滅時効は、遅くとも本件ボーリング調査の結果を
認識した平成 23 年 12 月 13 日の翌日から進行すると

法律シリーズ

No.62
建築紛争において
消滅時効の成否が争われた事例

弁護士法人新江進法律事務所
　　弁護士　田　島　聡　紀
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いうべきであり、消滅時効期間は平成 26 年 12 月 13
日の経過により満了したものと認められ、X の平成 27
年 11 月 13 日の東京簡易裁判所への調停申立時には、
この損害賠償請求権について 3 年の消滅時効期間が経過
していたことが明らかである。

なお、X は・・・平成 27 年 3 月 26 日の本件トレン
チ調査より前に Y の過失を特定することができず、仮に
提訴しても勝訴を見込めなかったため、本件トレンチ調
査より前に民法 724 条前段にいう「損害及び加害者を
知った」とはいえず、消滅時効の起算点は同日であると
主張する。しかしながら、提訴して勝訴が見込める程度
の認識を必要とするのであれば、その認識が認められな
い限り、消滅時効が進行しないことになり、時効制度の
実効性が失われ、不相当であるといわざるを得ず、X の
前記主張は失当である（注 : 本段落は控訴審では削除さ
れています。）。

（2）消滅時効の援用の信義則違反又は権利濫用該当性
X は・・・Y が・・・本件ロッジ棟の基礎がローム層

に支持されていると客観的事実に反する虚偽の説明をし
ていたため、Y による欺

ぎ

罔
もう

的妨害行為があり、信義則違
反又は権利濫用として、消滅時効の援用が許されないと
主張する。

確かに・・・本件ロッジ棟の直接基礎のうち一部は、
支持層であるローム層に達しておらず・・・Y は、平成
23 年 9 月 13 日、本件ロッジ棟の基礎施工時、3 か所
を試掘し、直接基礎が支持層であるローム層に達してい
たなどと X に説明したほか・・・一貫して、Y の設計施
工の瑕

か

疵
し

（過失）を否定してきたことが認められる。

しかしながら・・・Y が基礎底面の一部が埋土層に
とどまることを認識していたと認めるに足りる証拠はな
く、Y による欺

ぎ

罔
もう

的妨害行為があったとは認められない。
また、Y が前記の誤った認識を持ち続けたことについて
Y に重大な過失があったとまでは認められない。他方・・・
X は本件ボーリング調査報告書によって、基礎底面の一
部が埋土層にとどまることを認識し、Y の説明が客観
的事実に反すると認識することが可能であったものであ
る。

以上の諸事情を総合して考慮するならば、Y の消滅時
効援用が信義則に違反し又は権利濫用に該当して許され
ないとまではいえない。

4　おわりに
以上のように、本件判例は、消滅時効の起算点について、

X が本件ボーリング調査の結果を受領した翌日とし、提訴
して勝訴を見込める程度の認識を有するに至った本件トレ
ンチ調査が行われた時点とする X の主張を排

はい

斥
せき

しました。
本件判例は、消滅時効の成否以外にも、「建物の基本的な

安全性を損なう瑕
か

疵
し

」の該当性など複数の論点について判
断していますが、特に建築紛争における不法行為に基づく
損害賠償請求権の消滅時効の起算点について謙

けん

抑
よく

的な判断
をした点において皆様の参考になると思いましたので、紹
介させていただきます。
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コ  ラ  ム

施工 BIM 取組みのための、工場見学
　広報・渉外委員会　委員　鮎澤　　浩

図３　溶接の様子を見学

コラム　施工 BIM 取組みのための、工場見学

１．はじめに
我々は、施工 BIM（ビルディング インフォメーション 

モデリング）を活用しており、そのＢＩＭ情報が加工ま
でつながっているため、詳細な部分までの作り込みが必
要とされている。

鉄骨モデリングでは、構造体が仕上げの納まりに影響
を受けるほか、現場で必要な安全設備の設置などにも考
慮が必要なため、かなりディープな作業となる。

我々がバーチャルで作り上げている鉄骨部材が、リア
ルではどう作られているか知ることはとても大切である。
特に学生は、建築現場に行った事はあるが、工場での加
工となるとなかなか機会が無いのが現実だ。そこで今回
は、学生にも参加して頂いた。工場見学会をコラムに載
せたいと思う。

２．見学した工場
大川スティール株式会社　本社東港工場　（新潟県）
H グレード

３．参加学生
宇都宮大学大学院　地域創生科学研究科
社会デザイン科学専攻　建築学プログラム

博士前期課程　1 年　小池君
博士前期課程　1 年　寺澤君

４．見学について
宇都宮大学の学生をアルバイトとして受け入れており、

現在 8 名がモデルチェックを中心に鉄骨に関する学びを
深めている。今回の見学は、学生が実際の鉄骨加工の工
程を見学することで、普段図面でしか見ることのない部
材を肌で感じ、鉄骨造の知識をより正確なものとするこ
とを目的とした。

参加学生は熱心にメモを取りながら、モデリングの際
特に気をつけるポイントについて実物を通して学んだ。
特に鉄骨加工のプロセスによって、一度加工すると修正
できないものもあることを学び、日々の業務において不
具合を発見することが重要であると改めて認識していた。

見学後は市場で新潟県の特産物に触れたほか、日本海
を眺め、鉄骨加工が行なわれている地域の歴史・風土を
学んだ。参加学生が多くの学びと喜びを得た時間であっ
た。今後の建築学に活かしていきたいと意気込んでいる。

もちろん施工 BIM に、反映される事を期待している。

５．参加学生の感想①
私は、日々施工 BIM に取り組む中で、写真やイラス

トで鉄骨部材を学んだり、鉄骨造の工事現場を見学した
りすることはあったが、その部材一つ一つがどのような
プロセスで加工されているか体験したことはこれまでな
かった。

図１　ダイアフラムの実物を見学

図２　開先加工の方法を学ぶ 図４　加工前と加工後を見比べる
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今回の見学では、工場の方から加工工程を一つ一つ丁
寧に学ぶことができ、日々の業務において注意すべきポ
イントを再確認することができた。鉄骨加工において、「現
場の職人さんが施工しやすいような工夫」が随所に盛り
込まれており、鉄骨部材一つ一つの寸法に大きな意味が
あることを認識させられた。

私は専門が建築意匠分野であり、大学では意匠設計に
取り組むこともあるが、今鉄骨加工のし易さにも目を向
けながら設計する重要性を認識した。近年ＢＩＭの普及
により、独創的な空間提案が数多く行われているが、そ
の空間を構成する鉄骨部材 1 本 1 本にしっかりと目を向
けて、加工しやすく安全な設計提案を目指していこうと
再認識した。

私たちは、アルバイト生であっても、多くの学びの環
境が用意されており、アットホームな雰囲気の中で充実
した学生生活を過ごすことができる。今回の見学におい
ても、わっぱ飯など新潟県の特産物を体験したほか、日
本海を見学し、美しい自然を体験しながら、リフレッシュ
の時を過ごした。今後も継続的に建築業に従事していき
たい。

６．参加学生の感想②
これまで大学の設計課題で鉄骨造の建物を設計してき

たことで、ある程度の知識はついていたがアルバイトの
業務である詳細図面チェックなどを行う上で本物の図面
ならではの学べることが日々あった。しかし今回の工場
見学では、加工前の部材から加工中、加工後の部材まで

詳しい説明をしていただき今までにない ” 加工する側 ”
の知見を得ることができた。

私は建築構造に関する研究を専門に行っているが、部
材ごとの性能などに着目しているため部材を加工する段
階でのことは深く考えたことが無かった。見学の中では
図面通りの部材に加工するための工夫や難しかった点な
どを教えていただき、設計する際の部材選びや研究を進
めるうえでの加工方法の大切さを再認識することができ
た。また、図面を見るだけではなく実際の部材を見るこ
とで建物のスケール感や、完成に至るまでのイメージが
格段に膨らむと感じた。

今回の見学で得られた知識をこれからの業務や研究に
活かしていきたい。

７．おわりに
国土交通省では、施工ＢＩＭを推進しガイドラインを

作成しているというが、実際には試行錯誤の中進められ
ており、まだまだ遠い道のりだと感じている。

施工 BIM では、施工の技術検討をフロントローディン
グ（設計の段階から企業や現場の知識を反映）させる考
えのもと、進められている。その為には、専門の知識（技
術）を持った人が育つ必要がある。

私も若いころは、諸先輩方に良くして頂いて育ったの
で、今はその恩返しのつもりで若い人達には、沢山の経
験が出来る様に心掛けたいと思う。

下のモデルは、設備配管・空調ダクトの配置と仕上げ
や躯体鉄骨との干渉をオンライン会議で検証した時の資
料。

図5　普段チェックしている場所を実物を通して学ぶ

図6　加工の流れを学ぶことでチェックの重要性を学ぶ

コラム　施工 BIM 取組みのための、工場見学
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個別施設計画の後にやってくる具体的な検証
今年の 3 月末までに全国の自治体で作成された個別施

設計画ですが、以前から問題を指摘している通り、外部

への委託によって作られた大半の資料が個別の建物につ

いての具体的な劣化度評価も無く、具体的な施策の実施

に必要となる今後の修繕費要求に必要な建物別の修繕費

算出手法も示されておらず、平均経過年数を基に一律の

修繕費を計上しているだけとなっており、建物毎の劣化

度の違いを反映しその建物の重用度に応じて、悪いとこ

ろから順次修繕費を割り当てるための算出手法を示す「使

える保全計画資料」とはなっていません。

その上、次年度予算計画の策定に当たり、各部門から

上がってくる修繕要求を合計し、予算額をオーバーする

集計額について、従来通りの手法で各部門に対して一律

○○ % カットとして予算額を決めていては、総合管理計

画、個別施設計画で求められている、具体的な施設の延

命化や削減計画が達成できない事は明らかです。

個別施設計画の達成のためには、次年度を逃してしまっ

ては本当に修繕費が大きく膨らむことになる保全技術上

からの重要案件と、一年先延ばしとしても大きく変わら

ない案件とを一律に扱う従来手法のままではなく、予算

立案の手法の根本からやり方を変えなくては、自治体に

おける施設保全計画に未来が無い事を伝え、新たな手法

を確立する事を求めたのが本来総務省の目指すところで

あったはずですが、多くの自治体は本来の目的達成のた

めではなく、単に総務省報告のための個別施設計画を作

成してしまいました。

総合管理計画の作成後に、計画の実施に向けた具体的

な検証、見直しが必要となったと同様に、個別施設計画

の場合もその実施状況について見直し確認が求められる

事は容易に想像がつきますので、絵に描いた餅にならな

いための具体的な修繕費配分手法を確立する必要があり

ます。

住民同意の前の庁舎内同意
自治体が管理する建物の修繕費配分計画は地域住民の

生活に直結する部分ですが、自治体職員の中に建築保全

計画の専門家もおらず、担当する職員も 3 年ごとに職場

が異動する現状の中では、財務部門として各部門から上

がってくる建物修繕計画費用の優劣を決める訳にもいき

ませんので、これまでは一律○○ % カットとして予算案

内に金額を納める手法しかありませんでした。

この手法を改めたのが秋田県藤里町の手法です。同町

では副町長を座長として建物を保有するかしないかに関

わらず、全課の係長からなる「公共施設マネジメント会

議」を設置し、同会議の設立時に副町長から、将来町の

幹部となる皆さんが公共施設の維持管理について話し合

い、次年度の予算案を決める場とする旨の発言がありま

した。

これにより将来に向けた全ての公共施設について、今

後の計画から単年度の予算に関する優先順位付けの根拠

となる各種の資料までが、全組織について横断的に共有

される事となり、ここで決められた建物修繕費の配分計

画に基づく予算案がそのまま来年度の予算案として議会

に提出される事となりました。職員も各地域の住民であ

り、それぞれが地元の声を吸い上げて、住民同意に向け

た庁舎内同意が不可欠であるとの考えが実現されていま

す。

藤里町は人口 3 千人の町で、総務課には住民全員の名

前が分かる方が居る程の規模だから可能な手法かもしれ

ません。しかし、定期的な異動に伴う資料や判断基準の

継承手法としては、例えば全庁内の係長全員がメンバー

とはならずとも、建物を所掌する管理課のメンバーが仮

に異動したとしても、異動後 3 年間つまり更に次の異動

まではその会議に留まるなど、知識と経験の共有と継承

の手段については様々なやり方が考えられますので、規

模の大きな自治体でも「公共施設マネジメント会議」の

やり方は、庁舎内合意に向けた一つの手法となるのでは

ないかと思います。

コ  ラ  ム

予算の一律カットはもう通用しない
広報・渉外委員会　副委員長　大髙　宣光

コラム　予算の一律カットはもう通用しない
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具体的な修繕費の把握
全国で 1,700 を超える自治体の中で、建築技術職が

居る自治体は全体の一割程度ではないでしょうか、しか

もその多くは、日常の施設管理に必要な多くの業務に追

われていますので、その自治体全体の中長期保全計画の

業務に携わっている建築技術職の職員は、殆ど居ないの

が実態の様です。予算も人材も豊富なはずの東京都の場

合でも、一般財団法人建築保全センターが支援している

「自治体等 FM 連絡会議東京 23 区地域会」に集まるメ

ンバーの大半の方が一般事務職でした。

この様な状況の中で、前述の組織としての体制は整え

られたとしても、主要な全ての建物について毎年毎年変

化する劣化状況の正しい診断資料が無ければ、そもそも

予算の優先度を検討する資料とはなり得ません。それで

は藤里町は何をしたのでしょうか。

そもそも建物の維持管理を行う上で、修繕・更新に掛

かる費用とその時期については、過去から様々な研究が

行われ、その成果として各公的機関から写真付きの点検

方法解説書や、適切な修繕・更新時期についての解説書、

更にはその際に掛かる工事費の算出方法についてまで多

くの出版物が出ています。

建物の部品点数は戸建て住宅の場合でも 1 万点を超え

る数となりますので、建っている環境も使われ方も違う

既存の各建物の各部位について、その修繕・更新時期や

その金額の全体像を把握しておく事は大変重要です。こ

れは総合管理計画を作成して皆が改めて気が付いた事で

すので、異論はないと思います。

しかし、個別の建物について具体的にどの建物を優先

し、幾らの金額を次年度に予定するべきなのか、この判

断指標となる具体的な資料無くして次年度予算計画は立

てられません。そこでこれら公的機関から出版されてい

る資料が使われたのですが、これらの資料をいくら読み

解いても、30 年が経過した鉄筋コンクリート 3 階建て

の小学校と、同じく 30 年が経過した鉄筋コンクリート

3 階建ての消防署について、実際に傷んでいる箇所も、

そこに掛かる修繕費も全く異なるにも関わらず、出版資

料にある経年劣化に伴う平均値からだけではその違いを

算出する事は出来ません。

日本人の平均的な罹患率を表すあらゆる病気の資料を

分析しても、あなたの来年の医療費を予測できないのと

同じで、毎年の健康診断とその間の経過観察無くして、

次に必要となる手当ては誰にも予測できないのと同じで

す。

日本人の代表的な病気が、「癌」「心疾患」「脳血管障害

疾患」の三つであるように、建物に置き換えて大きなお

金が掛かる修繕項目として上げられるのは、躯体以外で

は「屋根及び屋上」「外壁」「外部建具」の三つですので、

そもそもその建物で劣化状況のあるなしやその進行状況

まで、確認が必要な主要部位は限られています。しかし、

この限られた部位でさえ、出版資料には何種類もの具体

的な事例があり、そもそもこの建物と同様と判断すべき

事例は何ページの何番目を見たらよいのか、その場合の

修繕費の算出条件は同じで良いのか等々、専門用語も含

めた建築保全の専門的な知識が無くては判断できない内

容が大変多い事から、専門家のサポート無くしてこれら

の資料を使いこなす事は殆ど不可能です。

実際にあった事例で説明しましょう。屋上防水で重要

な部材となる笠木ですが、等圧理論を採用して、金属の

継ぎ目部分にシールを必要としない、高価で高性能な笠

木があります。新築当時の設計者は、将来十分に修繕が

行き届かない場合も見越して、大事な所にこの部材を採

用していました。しかし、年数が経ち室内に雨漏れが発

生すると地元の防水業者に調査を依頼し、現場を見たそ

の業者は金属同士の継ぎ目に隙間が空いている事から、

ここから漏ったのだろうと、その隙間をシーリング材で

埋めてしまいました。この業者はこの様な建築材料を見

た事が無かったのでしょう、等圧理論の笠木をシーリン

グで埋めてしまっては、雨漏りは止まるどころかそれま

で漏れていなかったところにまで水を呼んでしまいます

ので、無用な防水修繕工事が繰り返されたのです。

この事例で分かる通り、建物を作る技術とは別に使い

続けるための知識と技術があり、その技術者の支援無く

して効率的な建物の修繕・更新計画を立てる事は不可能

です。そこで藤里町では、主要な全ての建物について、

その建物の実際の現場の写真を使った経過観察資料を作

りました。つまり「ここだけは年に一回ちゃんと見てく

ださい、そして前年と違いが見つかった場合には、その

範囲を調べて、修繕工事額の概算まで算出する事が出来

コラム　予算の一律カットはもう通用しない
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ます」とした、その建物専用の経過観察資料をそれぞれ

用意したのです。

カーペットのはがれや、空調機の故障は日常の管理の

中で見積りを取るなど如何様にも対処できますが、足場

を設置する等の大きな金額が掛かる工事を伴う修繕工事

の発注には、専門的な知識に基づく予算額の算定無くし

ては対処できませんので、それぞれの建物を実際に使っ

ている職員に対して、この資料を使って何処をどの様に

点検したらよいのか、初回は専門家と共に職員が回り、

一度も屋上に登ったことが無かったと言う職員が、ドレ

ンに泥が溜まり、草が生えている現状を見て、日常点検

の大切さを学び、実際の点検方法と概算算出までのやり

方を学ぶ機会としたのです。

そこで上がってきた資料は部門を超えて全庁舎内で共

有し、「公共施設マネジメント会議」での予算案決定の前

には、更に専門家からの助言も得る仕組みとしたことで、

公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会から、

2021 年の JFMA 賞奨励賞を受賞しました。

勘違いされている予防保全
長寿命化施策について多くの自治体の総合管理計画や

個別施設計画に謳われている内容を見ると、事後保全か

ら予防保全へ切り替える事で支出が減り長寿命化につな

がるとの考え方が示され、BELCA などから出版されて

いる建物の部位別設備別耐用年数表に基づいて、定期的

に修繕と更新を繰り返す事でこれを実現すると書かれて

います。

しかし、この表に基づいて修繕・更新を繰り返す事で

本当に長寿命化の実績を上げている実例等聞いたことが

ありません。1985 年、日本電信電話公社が民間に変わっ

た時の初代社長真藤恒氏がまず実施したことが「標準」

の廃止でした。真藤社長曰く「こんなものがあるから電

電公社は高いんだ。」との事から、壊れていなくても「業

務標準」として定められている更新年数に基づき一律に

取り換える公社時代の保全手法は廃止され、毎年毎年の

精度の高い点検に基づき、見極めを行う修繕・更新の手

法に変わりました。

2018 年に JFMA 賞を受賞した富士ゼロックス㈱（現

在の富士フイルムビジネスイノベーション㈱）の発表内

容でも、常に直近 3 年間を見通した修繕工事の優先順位

を洗い出し、これを継続する、この見極め保全手法が徹

底されていましたが、本来の予防保全とはこの見極め精

度を上げて事故を未然に防ぐ事が目的であり、平均的な

指標に基づき定期的に一律の修繕・交換を繰り返す事で

はありません。

雨漏れも起こしていない屋上防水層を、耐用年数表に

基づき取り換える等あり得ない事は、建築の技術者であ

れば常識ですが、何故か各自治体の総合管理計画や個別

施設計画には、耐用年数表に基づいて定期的に修繕・更

新を繰り返す事で建物の寿命を延命し、トータルコスト

の削減が可能と書かれていますので、実際の施設管理の

現場で保全業務の経験がある人がまとめた資料とはとて

も思えません。

当然この対応により NTT の建物修繕費は大幅に下が

りました。しかし、これには後日談があり、常時稼働し

続けているポンプやコンプレッサー等の設備についての

みですが、壊れてから修繕するよりメーカーの指定運転

時間で交換する方がトータルコストは下がる事が後に判

明し、該当設備だけは見直しとなりました。

組織の中の施設管理計画の立案部門として、プロパティ

マネジャーやファシリティマネジャーの大切な業務は、

あとで良い経費を先送りする見極め能力ですので、その

ためには毎年毎年の点検を繰り返す事で、経年変化を的

確に把握できる点検資料は何より大切となります。

まとめ
スクラップアンドビルドの時代からストックの時代と

言われて久しいのですが、日本国内における建築を取り

巻く業界では、新増築工事の利益率が相変わらず高い事

から、建物を長く使い続けるための維持保全技術を学ぶ

場が殆どないのが実情であり、大学や高校でも相変わら

ず「作る」事しか教えていません。ガラパゴス化してい

る日本の固定資産管理税制の問題と共に、長く使い続け

るための固定資産の保全対策については、この先迎える

事になる BIM-FM の時代も見据えた新たな目線が必要で

す。

コラム　予算の一律カットはもう通用しない
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さて、今回の「堤防を抜け出そう」
は港内のポイントの狙い方を取り上げ
てみます。よく「人の居ない場所で釣れ」
と言われますが、磯場やゴロタに出る
のはちょっとハードルが高いものですよ
ね。出来れば車で乗りつけたすぐ横で

釣りをしたいと言う
のが誰もが考える所
でしょう。しかしなが
ら港内で人が居ない
場所なんてそうそう
有りませ ん。です
が・・・どこの港に
もあるのになぜか人
が居ない場所ってい
うのが実はあるので
す。それが船揚場で

す。船揚場は見た目浅くて魚がいるよ
うには一見思えませんが、実はここは
アジやイワシも釣れれば、根魚も釣れ
る一級ポイントです。船揚場のその先
はコンクリートのスロープが海中で終わ
る所で必ず段差が出来ています。ここ

に魚がたまります。また夜中になれば
常夜灯に集まる走光性のある魚、例え
ばアジなども集まります。そんな一級
ポイントにも関わらず釣り人は殆ど居な
いという素晴らしい場所なのです！しか
しながらこの場所で釣りを成立させるに
はいくつか問題があります。まずは港
内では唯一浅場であるという事。そし
てその底に張り付いた牡蠣殻による根
掛り、糸切れです。ルアーで有ればフ
ロート系のプラグで表層を攻めること
も、軽めの仕掛けでスイミング気味で
底を避ける方法もありますが、餌釣り
だとなかなかハードルが高いです。そ
こでお勧めするのはいわゆるぶっこみ
釣りと言われる釣り方です。仕掛けとし
ては15号～ 20号程度の舟形錘などに
ハリスを直結し、餌を付けてぶっこみま
す。じりじりと顎の手前まで仕掛けを巻
いて、顎の部分でストップ。そのまま
魚が掛かるのを待つ方法です。この時

注意しなければならないのは糸の張り
を常に保つこと。糸が沈むとたちまち
根掛りしますので長めのロッドでテン
ションを保って根掛りを回避しましょう。
またアジやイワシを狙うなら飛ばしウキ
を使ったなんちゃってフカセ釣りがお勧
めです。注意すべきは錘を付けないこ
と。そしてナイロン糸を使う事。ナイロ
ンは浮力のある糸なので水に浮いてく
れます。これにより牡蠣殻による根掛り
を回避します。針もなるべく細軸の軽
い、許す限り小さな物を使ってなるべ
く水に沈まないようにセッティングしま
す。道糸は張り過ぎず、緩め過ぎず常
に注意を払いながら釣れば回遊するア
ジやイワシを釣ることも可能です。見
た目ではちょっとハードルの高い浅場で
も試行錯誤して攻略法を見つければ自
分だけの一級ポイントに変えてしまいま
しょう。ちなみに、写真の赤丸部分辺り
が狙いどころになります！

リーダー選びの大切さ・・・
あれは丁度今年の４

月位の頃でした。大型
メバルが一息ついてし
まった時期に、まだク
ロソイが釣れるのでは
ないかと考え、以前出
会った釣り人に教えて
貰ったポイントに入っ
てみたことがありま
す。そこで何回か投げ
ると突然「ドカン！」
という当たりがあり、

そこから一気にリーダーを切られてしまった事が
ありました。この経験がそれまでリーダーについ
て余り考えなかった私に、リーダーを考えるきっ
かけを与えてくれました。しかし、私がやるライ
トゲームは仕掛けが軽いことが原因でそれほど太
いリーダーを使う事が出来ません。しからば、リー
ダーの太さは変えずに引張強度が強く、擦れにも
強いリーダーを選ぶしかないのではないかと考え
た試行錯誤が始まります。行き着いたのは強度と
硬度に定評のあるシーガーグランドマックスに変

更。60ｍ巻きで凡そ2000円となかなかに高価
な糸です。同じ1.5号でも強度が約1.2倍になり
ました。暫くこのリーダーを使ってみましたが、
評判通り張りが強くてスピニングリールでのロン
グリーダーだとライントラブルが増えてしまいま
した。４ｍ近くリーダーを取る磯・ゴロタだとバッ
クラッシュを起こしてしまいます。そこでさらに
高価になりますが評価がすこぶる良いシーガーグ
ランドマックスＦＸというグランドマックスにし
なやかさを追加したリーダーを使ってみることに
しました。するとどうでしょう。それまでのライ
ントラブルが嘘のように収まりました。これでラ
インの太さの上限は押さえたまま強度アップに成
功しました。７月下旬、久しぶりにこのポイント
にムラソイ狙いで入りました。何となく大きなム
ラソイが掛かる気がしたので、小型太軸のジグヘッ
ドはやめて大きめのオフセットフックで攻めます。
どうせ口の大きな根魚。なんの問題もないだろう
との考えからでした。フグの攻撃に四苦八苦して
いた数投目。突然「ドカン！」という当たりがあ
りました。抵抗はするもののそれほど強く引くわ
けでもなく近づいて来ます。重さから大物である

ことは想像出来ましたが、暴れないので相当大き
なムラソイかと思っていたら、手前15ｍ程の所に
来て突然ドラグをギーギーと言わせながら魚が走
り始めました。こちらはライトタックル。ロッド
のしなりも限界です。ドラグに頼りっきりなやり
取りをすること15分、ついに上がって来たのは
70cmのシーバスでした。まさか・・・ムラソイ狙っ
ていたのに、こんな大物が掛かるとは・・・。それ
にしてもリーダー1.5号でよく上がったものです。
この時、やっとリーダーの質を選ぶ事の大切さが
身に沁みました。中・小物が相手だとあまり気に
しないリーダーですが、こんな風にうっかり大物
が掛かる場合もあります。そんな時に悔しい思い
をしたく無ければリーダーについて一考して見る
のも良いのかもしれません。

堤防をぬけだそう！

サビキ釣りのポイント
この時期楽しいサビキ釣り。色々実しやかにささや

かれる情報は多々ありますが・・・。大体見当違いです。
①針は小さい方が良い→殆ど関係有りません。対象と
なるアジやイワシ・サバは思っているより口が大きい
です。７号程度の針を使っても８cm位の小アジは釣れ
てしまいます。それであればなるべく幹糸もハリスも
しっかりした仕掛けを使ってトラブル回避をする方が
手返しも上がって良いと思います。左は私が普段使っ
ているサビキ仕掛け。上州屋で３セット290円（税抜）
の仕掛けです。これくらいでも十分に釣れます。②ハリ
スは細い方が見切られなくて良い。→殆ど関係有りませ
ん。漂い方が変わるので若干影響が出る場合もありま
すが、アジが糸の太さを見切るという事はちょっと考
えづらいです。ただし、ハリスが見えているのか感じ
ているのかは不明ですが、その存在事態は認識されて
いる様です。その証拠に稚鮎などは太ハリスだとハリ

ス自体を避けて泳ぐ様がみて取れます。稚鮎くらい小さなターゲットについては
細ハリス、小さい針は有効です。③仕掛けと撒き餌を同調させるために上かご式が
良い。→殆ど関係有りません。サビキ釣りは餌でターゲットをおびき寄せてそこに
サビキを入れて間違って食いつくのを釣るという方式です。しかしながら上かご
でも下かごでもウキに対してそこそこの重さの錘を付けて投げる以上、撒き餌の
下側に仕掛けが入る事に変わりは有りません。加えてコマセ自体はかなり浮力が
あるので、その場で沈むのでは無く、サビキの棚まで沈んだ頃には潮に流されて
仕掛けのポイントとはだいぶずれた位置になっています。サビキ釣りは大体目の
前に魚を集めて大体釣るっていうざっくりしたイメージで行きましょう。それで
あれば手返しの良い下かご式を私はお勧めします。どうしても同調させるんだ！っ
て方はフカセ釣りを学んでみて下さい。④棚は大切→これは本当。餌が豊富でパ
ニック状態に陥った魚は棚に関係なく釣れることもありますが、基本的に回遊魚
は群れで行動しますので、まとまって行動するため棚が合わないと隣で釣って居
ても釣れない場合があります。複数人で行くならば初めはばらばらの棚に設定し
て、釣れてる棚を探して合わせるようにしましょう。⑤サビキは団体戦→これも本
当。サビキは出来るだけ餌の煙幕を作って回遊魚であるアジやサバ・イワシをそ
の場にとどめるのがベスト。一人ではとどめ切れない物も、団体戦なら補い合え
ます。こんなポイントを押さえながら楽しんでみて下さい！

人の居ない場所で釣る

このページで利用している写真・イラストは著作権フリーのものを使用しています。

釣り部通信　№ 006 
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コ  ラ  ム

女性にもてるためのワイン講座（15）
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（15）

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１２回目で、テーマはオーストリアのワインです。

オーストリアの首都ウィーン郊外のグリンツィング村
は、全村がワインパブといった感じで世界中から観光客
を集めています。なかでも、ここで飲ませるホイリガー

（Heuriger）と呼ばれる軽い炭酸を含んだ新酒は有名で、
フレッシュさを身上にしているオーストリアワインの特
徴をよく出しています。オーストリアワインはドイツワ
インに似ていますが、オーストリアの方
が気候条件に恵まれているため、一般に
コクがあり、より辛口で、食事とともに
飲むのにふさわしいワインです。

オーストリアでは、19 世紀にクロス
ターノイブルクにぶどう栽培専門学校が
設立され、科学的なワインづくりを始め
ました。オーストリアのぶどう栽培面積
は約 5 万 ha、ワイン生産量は約 26 万㎘、
そのうち白ワインが 85％を占めていま
す。ドイツと比較すると、栽培面積が約
６割、生産量は約 3 割、一人当たりのワ
イン消費量は 1.5 倍と言われています。
ぶどう品種は、オーストリア原産のグ
リューナー・フェルトリーナーが 26％、
次いでドイツと同じミューラー・トゥル
ガウが９％、ヴェルシュ・リースリング
８％など。

ワイン生産地域は東部に片寄っていま
すが、そのうち 60％はニーダーエスター
ライヒ州、35％がブルゲンラント、４％
がシュタイヤ―マルク州、２％がウィー
ン周辺地区です。ぶどう栽培は、ほとん
ど垣根づくりで、地上１.4 ～２ｍぐらい
のところに針金を張った高づくりが圧倒
的です。オーストリアワインの主な輸出

先はドイツで 60％、次いで日本８％、カナダ４％、イ
ギリス３％の順となっています。

KELLERAMT-CHORHERRENSTIFT KLOSTERNEUBURG
クロスターノイブルク・ワイン庁

クロスターノイブルクは 1114 年に建てられた修道院
で、ワインの生産も修道院の発足と同時に行われ始めて
います。以来、ワイン醸造の技術面でも常にこの国の指
導的立場にあり、現在もワインづくりの中心人物は聖職
者です。

Austria/ オーストリア
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コラム　女性にもてるためのワイン講座（15）

―――――――――――――
クロスターゼクト　
ロゼ　ロゼ
750㎖・2,000 円
―――――――――――――
ゼクトとは、独語で高級
スパークリングワインを
意味します。美しいバラ
色の甘くフルーティなゼ
クトです。ぶどう品種は、
オーストリア独自のブラ
ウフレンキッシュ種とツ
ヴァイゲル卜種。姉妹品
のクロスターゼクト（白）
同様、全瓶ボトリングナ
ンバー入りです。

―――――――――――――
クロスターゼクト
グランレゼルブ  白□
750㎖・3,000 円
―――――――――――――
オーストリアのワイン生
産者で最も知名度の高い
クロスターノイブルクが
つくった最高級ゼクト（ス
パ ー ク リ ン グ ワ イ ン ）。
100ha に も 達 す る ぶ ど
う畑の中でも同醸造所が
最も力を入れているピノ・
ブラン種を生かした、ご
く辛口の豊かな味わいで
す。ラベルの絵はモーツァ
ルトの魔笛。“ パパゲーナ ”
の肖象。

METTERNICH’SCHE WEINGŪTER
メッテルニヒ葡萄園

葡萄園のオーナー、
フランツ・メッテルニ
ヒ = サンドア公爵は、
オーストリア有数の貴
族の家系の当主。この
メッテルニヒ家は数百
年にわたり、オースト
リア・ハンガリー帝国
の政治史に関わってき
た名門で、映画「会議は踊る」の主役の一人として描か
れるなど日本でもおなじみです。

AWEC
オーストリア・ワイン・エクスポート・センター

AWEC は、オースト
リア最大のワイン生産
者ニーダーエスターラ
イヒ州ワイン生産協同
組合のマーケティング
部門。ブルゲンラント
州生産協同組合も傘下
に収め、オーストリア

を代表する優れたワイ
ンの数々を送り出してい
ます。「ドナウ河の古城」
を意味する≪ドナウブル
ク≫がフレッシュで爽や
かな味わいで人気を集め
ています。

ING, FRANZ MAYER
フランツ　マイヤー醸造所

オーナーのマイヤー氏は、ウィーン市の「ホイリゲ（居
酒屋）協会」会長を務めている名士。オーストリア産の
数多いホイリガー（新酒）を世界に紹介する “ 外交官 ”
としても知られています。また、マイヤー家は、かつて
楽聖ベートーヴェンが下宿し、≪第九≫の構想を練った
家としても有名です。

ウィーンは３つの W の都と言われます。Walz Wine 
Woman ということです。高齢者となった我々に、この
３W を実感する機会があるや否や。

参考文献：World Wine Catalogue 1992 by Suntory

クロスターノイブルク

メッテルニヒ公爵

―――――――――――――
カンプタール・ドナウラント
モーツァルト  白□
'89/750㎖・1,300 円
―――――――――――――
ワインに酔ってジョーク
を連発し、指揮台の上で
飛び跳ね、そして自由奔
放に次々と名曲を織りな
した天才、モーツァルト。
メッテルニヒ家が醸造し
たこのワインは、彼の音
楽を思わせるように自然
でなめらかです。花畑に
足を踏み入れたような華
やかな香り、ほのかに甘
いコクのある風味が広が
ります。

―――――――――――――
シュロス　グラーフェネック
グリューナー・フェルトリーナー
カビネット  白□
'88/750㎖・3,000 円
―――――――――――――
メッテルニヒ家が所有す
るグラーフェネック城の
畑産。このグリューナー・
フェルトリーナーは非常
に土の香りに富み、どっ
しりとした味わいと、こ
のぶどう特有の青さが絶
妙にマッチ、独自の風味
を醸しだしています。

AWEC―――――――――――――
ドナウブルク  白□
750㎖・1,200 円
―――――――――――――
オーストリアの大半のワ
インを生産するニーダー
エスターライヒ州。その中
でも特に生産量の多いド
ナウラント カルヌントゥ
ム地区のワインです。品種
はオーストリアの代表品
種グリューナー・フェル
トリーナー種。わずかに
炭酸を含みフレッシュで、
やや甘味の感じられるコ
クのあるワインです。

ベートーヴェンハウス

―――――――――――――
フランツマイヤー
グリンツィンガー
ホイリガー 1991  白□
750㎖・3,000 円
―――――――――――――
ホイリガーはオーストリ
ア産のフルーティな新酒。
このホイリガーの代表的
な生産者、フランツ・マ
イヤ一家はベートーヴェ
ンが下宿し《第 9》の構
想を練った家としても有
名です。そのため、一般の
ヌーヴォー・ファンのみ
ならず音楽ファン憧れの
ワインともなっています。
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コ  ラ  ム

『業界の部活・自転車部』番外オランダ編
技術研修委員会委員長
自転車部部長　酒井　　誠

　コロナ蔓延につき不要不急の外出がなかなか難しいご時世ですが・・・数年前にアムステルダムに行った時のチャリンコ
状況をお伝えしたいと思います。オランダといえばチューリップに水車のイメージですが、実は自転車王国なのです。
　たくさんの写真でご紹介したいと思います。

アムステルダム市街地は自転車専用道路が完備
されており、路面電車もありとても便利

コラム　『業界の部活・自転車部』番外オランダ編 
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ミフィーの生みの親ディック・ブルーナはユトレイヒ出身で街のあちらこちらに・・・

そしてユトレイヒといえばデ・ステイルの
シュレーダー邸（1924）和暦 大正12年建造

コロナウイルス感染拡大渦中ではありますが、いつでも自転車部へのご入会をお待ちしております。
お申込みは、（一社）栃木県建築士事務所協会まで。

コラム　『業界の部活・自転車部』番外オランダ編 

※2020年１月オランダを指す正式名称「The Netherlands(ネーデルラント)」となりました。
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コ  ラ  ム

会津藩主 松平容
かたもり

保公の宝物
広報・渉外委員会　委員長　中村　清隆

NHK 大河ドラマ『青天を衝け』で、渋沢栄一が活躍

しています。今回は、日光にも関係し、京都守護職だっ

た会津藩主松平容保公に焦点を当てました。

戊辰戦争後、会津藩は 23 万石から３万石に減俸され、

青森県の斗南に移封される悲しい運命をたどりました。

会津藩主松平容保公は、会津戦争後どうなったのだろう

か。その後の松平容保公は、なんと日光東照宮宮司とし

て日光と深い関係を持つことになるのです。

松平容保公は会津戦争の後、明治２年まで因幡国鳥取

藩に幽閉、明治４年まで紀伊国和歌山に預け替え、その

後陸奥国斗南藩に預け替えになって、明治５年に赦免さ

れました。５年間不本意な日々を送っていたのです。

一方神仏分離政策をとる新政府は、日光二社一寺にお

いて僧形で神社に仕えていた社僧、別当らに対し、神社

から仏の臭いを締め出そうとしました。そこで新たに東

照宮の祭儀を総括する役職が必要になり、それが宮司と

いう職だったのです。

松平容保公は明治 13 年に日光東照宮５代目の宮司と

して指名されました。同時に会津藩の家老であった西郷

頼母も宮司を補佐する禰宜職に就任しています。西郷頼

母は明治になって名字を変えて、保科近悳（ちかのり）

と名乗っていました。幕末会津藩の主従は日光で再会を

果たし、協力して日光東照宮の保全に尽力されたのです。

明治初期の東照宮は、旧幕府からの庇護を失い、経済

的に困窮して社殿修理に困難をきたすあり様。そうした

中で、社寺長職を中心として、東照宮をはじめ二社一寺（二

荒山神社、東照宮、輪王寺）を維持するため、明治 12

年に「保晃会」を組織します。会の初代会長に松平容保

公を迎えて、日光山を守るために奉賛活動を行いました。

松平宮司も旧幕府関係者に自ら奉賛を募る書状をしたた

めるなどして、活動を推進されました。

日光東照宮が豪華絢爛な社殿を維持できたのは、この

松平容保宮司と保晃会の活動があったお蔭です。

幕末明治の会津藩松平容保公のざっくり歴史
（奇々怪々で複雑な合従連衡！）

容保は天保 6 年、美濃高須 3 万石の松平義建の 6 男

として、江戸四谷で生まれます。兄に尾張藩主となる慶勝、

茂栄、弟に桑名藩主となる定敬がおり、俗に「高須四兄弟」

などといわれます。

弘化 3 年（1846）、11 歳の時に会津藩 8 代藩主・

松平容敬の養子となり、嘉永 5 年（1852）、養父が没

コラム　会津藩主 松平容保公の宝物

松平　容保
1836.2.15−1893.12.5

京都守護職時代に撮影されたもの。
作成：1863年9月17日

孝明天皇
1831.7.22−1867.1.30

明治天皇の父君
出典：慣習と国政に関する評論（書籍）1900年保晃会の碑［著：勝安房（海舟）］
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した翌月に会津藩 9 代藩主となりました。容保 17 歳の

時です。

文久 2 年（1862）、27 歳の時のことでした。同年、

島津斉彬の構想を受けて、弟で薩摩国父（藩主の父）・島

津久光が率兵上洛を行なって朝廷の信頼を得ると、久光

は勅使を伴って江戸に入り、幕政改革を迫ります。 その

結果、一橋慶喜を将軍後見職に、また前越前福井藩主・

松平慶
よしなが

永（春
しゅんがく

嶽）を政事総裁職に任命することが決まり

ました。さらに幕府は、治安が悪化している京都を警護

するために、京都守護職の設置を決定。その職に孝明天

皇は島津の就任を望みますが、幕府は外様の薩摩藩が力

を持つことを嫌います。そこで白羽の矢が立ったのが、

会津藩でした。会津は徳川の親藩であるとともに、兵力

が充実しています。その条件に適うのは、他には春嶽の

福井藩ぐらいでした。

悲壮な覚悟を固めて 1000 人の会津藩の精兵を率い

た容保が上洛し、黒谷の金戒光明寺に入ったのは、文久

2 年の末でした。年明けの正月、容保は孝明天皇に拝謁。

参内した容保に誠実さを見出した天皇は、容保に好感を

抱き、「陣羽織にでも仕立てよ」と緋の御衣を下賜されま

した。 京都の治安維持の任についた容保は、最初は過激

な攘夷論者の意見にも耳を傾けようとしますが、足利将

軍の木像が梟
きょうしゅ

首されたことから、彼らの中に将軍を討つ

意思が内在することを感じ取り、断乎取締りに転じます。

その先頭に立ったのが、幕府浪士組として上洛し、会津

藩に庇護を求めた壬生浪士組（後の新選組）でした。

文久 3 年（1863）3 月、14 代将軍家茂が、3 代家

光以来の上洛を果たし、孝明天皇に拝謁します。天皇は

妹宮・和宮の夫である 18 歳の将軍家茂にもまた、好感

を抱きました。家茂と容保、孝明天皇が二人から感じとっ

たのは、誠実で真っ直ぐな人柄です。当時の朝廷は、過

激な攘夷志士たちに感化された公家たちが、勅
ちょくじょう

諚と称し

て天皇の意思に関わりなく命令を下していました。容保

もある雨の日に突然、御所で馬揃えを行なうことを命じ

られます。馬揃えを失敗させ、容保を失脚させる目論見

でした。 しかし、日頃から鍛錬を怠らぬ会津藩兵は見事

にやってのけ、孝明天皇から大いに賞賛されました。こ

の日、容保が纏
まと

っていた陣羽織は天皇から賜
たまわ

った御衣を

仕立て直したもので、それに気づいた天皇は、さらに喜

んだといいます。

また容保は、孝明天皇の名で江戸に帰るよう命じられ

たこともあります。しかしその直後に天皇から宸
しんかん

翰＊1 が

届き、帰るよう命じたのは公家たちによる偽勅であると

明かし、「自分は会津を最も頼りにしている」と容保に伝

えます。容保はこの言葉に感泣しました。そして度 「々偽

勅」が発せられる事態を重く見た会津藩は、同じく朝廷

内から長州藩の息のかかった尊攘激派を一掃したい薩摩

藩と手を結び、8 月 18 日の政変を起こして、過激な公

家たちと長州の勢力を朝廷内から一掃するのです。

しかし、慶応 2 年（1866）に将軍家茂が大坂城で病

没し、慶応 3 年（1867）1 月には、孝明天皇が突然、

崩御されました。容保にすれば、己の支えにしていた 2

人を相次いで失ったわけで、とりわけ天皇の崩御には、

悲嘆が深かったはずです。以後、政局は同年の大政奉還、

王政復古の大号令となり、慶応 4 年（1868）の鳥羽伏

見の敗戦によって、会津藩には朝敵の汚名が着せられま

した。孝明天皇と深い信頼関係にあった容保にすれば、

怒り心頭に発する出来事だったでしょう。

しかしその後の東北での戦いでも会津藩に利はなく、

8 月 23 日から会津城下で約 1 ヵ月間の死闘を繰り広げ

た末、容保は降伏・開城を決断します。会津藩家中の悔

しさは、推して知るべし、です。その後の容保は一切、

表立った活動はせず、東照宮宮司などを務めながら、自

分のために死んでいった者たちの冥福を祈り続けました。

明治 26 年（1893）、没。享年 59。孝明天皇から賜っ

た宸翰と御
ぎょ

製
せい

＊2 は生涯、肌身離さず身につけていたとい

います。

＊ 2 御製（天皇の和歌）
たやすからさる世に武士（もののふ）の忠誠のこゝろをよろこひてよめる
・和（やわ）らくも たけき心も相生（あいおい）の まつの落葉のあらす栄

へむ
・武士と こゝろあはしていはほをも つらぬきてまし世々のおもひて
（和らいでもなお勇猛な（武士：容保の）心も、実は（天皇である自分の心と）
一つの根から幹別れして生え出た相生の松のように、根は同じであり、深
く結びついている。相生の松が落葉することなく、いつまでも共に緑であ
るように、われわれの深い絆がかわることはなく、神国も長く栄えよう。）

＊1宸翰（天皇直筆の書簡）
堂上以下陳暴論不正之所置増長付痛心難堪
下内命之処速ニ領掌憂患掃攘朕存念貫徹之段
仝其方忠誠深感悦之餘右壱箱遣之者也
文久三年十月九日

（訳：昇殿を許された人以下、暴論をつらね、不正の処置増長につき、
心痛耐えがたく、内命を下したところ、速やかに了承し心配を払いの
けてくれた、朕の存念貫徹の段、全てその方の忠誠にて深く感悦のあ
まり、右一箱これを遣わすもの也）

コラム　会津藩主 松平容保公の宝物
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［通　説］
容保は細い竹筒を肌身離さずひもで首からぶら下げて

いました。周囲の者は誰もその中身を知らされず、容保

も話しませんでした。

容保の死後、その竹筒が開けられました。そこには、

孝明天皇からの容保を信頼している旨をしたためた宸翰

（しんかん・天皇直筆の手紙）と御製（天皇の和歌）が入っ

ていました。

定説を覆す大発見！
“ 門外不出 ” であったはずの孝明天皇宸翰が、実は明

治 22 年（1889 年）７月、松平容保公から明治天皇に、

宮内省を通して提出されていました。（30 日後返却）

一般には、明治 44 年『会津守護職始末』が出版され

るまで、容保宛の孝明天皇宸翰は知られていなかった、

というのがこれまでの通説でした。

容保公が提出する前に、明治天皇は薩摩島津家からも

孝明天皇宸翰を受けていました。島津久光の遺言によっ

て遺族が提出したものです。この資料を見た明治天皇側

は、会薩同盟があって会津も宸翰をいただいているとい

う情報を島津家側から聞いたのでしょう、その結果が旧

会津藩側に資料の提出を求めることになったのではない

かと推測されます。

しかし、情報を得た宮内省側は、このことを現政権と

の関係で極秘にし、対外的には黙殺扱いにしました。当

時の政権の中枢には孝明天皇が毛嫌いした三条実美や岩

倉具視、長州藩出身者が充満していたのです。その後旧

会津藩関係者が名誉回復のために公開しようとしました

が、その動きは抑えられ、極秘扱いとなったのです。「会

津藩は朝敵」という前提が覆
くつがえ

ることになるからです。松

平家の窮状を救うためとの名目で、宮内省から結構大き

な金額（口止め料？）が下賜されました。

松平容保の子孫が、徳川宗家の現当主に！
悪いことばかりではありません。歴史は不可思議！

松平容保公の孫である「松平一郎」氏の次男「松平恒

孝（つねなり）」氏が、昭和 38 年に徳川宗家の養子に入り、

徳川宗家の家督を継ぎ第 18 代当主となりました。容保

公の子孫が徳川宗家の現当主なのです。現在 81 才。

「君主論」も選択肢だったのでは？
会津の精神 “ 義に死すとも不義に生きず ” という評価

もあるでしょう。だが、あえて言わせてもらえばこの代

償はあまりにも大きかったのです。会津戦争で失った命

と財産。その後、陸軍の主導権を長州藩が握っていたため、

日清・日露戦争では憎き会津出身の兵は最前線に送り込

まれ、当然他の地域の兵士より犠牲がはるかに大きかっ

たのです。

これらの大きな犠牲を考えると、容保公はリーダーと

して、会津戦争になる前にやるべき違う選択肢はあった

のではないか・・・・

世界中のリーダーに密かに読み継がれているマキャ

ヴェッリの『君主論』を紹介します。論旨は、人も組織も、

国家さえもタテマエでは動かない、ということ。理想論

や単なる人情論ではなく、現実の中で役立つ指導力を発

揮しなければ、厳しい世界でリーダーはとても自分の立

場と組織を守れない、ということで君主の考え方を説い

ています。

官軍の御旗に対して、孝明天皇の宸翰を強力にアピー

ルして、朝敵でないことを明らかにする手段はなかった

のか。官軍側からは偽物と無視されるだろうが、戦略的

に打ち出して会津を救う方法があったのではないか・・・・

皆さん、どう思いますか？

参考文献
公開シンポジウム　戊辰戦争150年を越えて
　　　　　　　　　『会津の義―孝明天皇の御宸翰から』

孝明天皇の松平容保宛て宸翰　中西達治

Web歴史街道　　　　　　　　「歴史街道」編集部

君主論　　　　　　　　　　　ニッコロ・マキャヴェッリ
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 ４月
  2・定例常任理事会　　　　　　　 協会会議室で開催
  7・(仮称)マロニエＢＩＭ設計コンペティション2021打合せ会議（7 ～ 8）　福岡会会長事務所で開催
　　　　　　　　　　　　　　　   （佐々木宏幸会長・本澤崇常務理事・桂貴樹理事・渡辺純一委員出席）
  9・建築相談会　　　　　　　　　 協会会議室で開催
16・令和２年度事務所協会会計監査 協会会議室で開催 （会計監事２名他役員２名）
20・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）
21・業務運営委員会 協会会議室で開催
22・次世代創造委員会 協会会議室で開催
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・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34名）
28・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）

 ５月
11・定例常任理事会 協会会議室で開催
17・宇都宮まちづくり推進機構理事会 栃木県産業会館で開催 （佐々木宏幸会長出席）
19・業務運営委員会 協会会議室で開催
20・栃木県鉄構工業会通常総会　　 ホテル東日本宇都宮で開催 （小林基副会長出席）
  　・技術研修委員会　　　　　　　 Ｗeb会議
24・宇都宮まちづくり推進機構通常総会 宇都宮東武ホテルグランデで開催 （佐々木宏幸会長出席）
26・定例常任理事会（15:00 ～） 宇都宮東武ホテルグランデで開催
  　・令和３年度定時総会（16:00 ～）   　    　　　　　　   （出席者29名・委任状103名）
27・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
 （山崎良知副会長・小林基副会長・入江仁一専務理事出席）
28・第163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・安藤寛樹副会長・入江仁一専務理事出席）

 ６月
  3・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）
 　　　　　（協会会議室で参加） （本澤崇常務理事出席）
  8・(仮称)マロニエＢＩＭ設計コンペティション2021第１回定例会議
 Ｗeb会議（自社事務所で参加）    （栃木会８名出席）
  9・会員交流委員会 協会会議室で開催
16・業務運営委員会 協会会議室で開催
17・日事連第16回業務報酬基準ＷＧ Ｗeb会議（日事連会議室で参加） （佐々木宏幸会長出席）
  　・技術研修委員会 Ｗeb会議
21・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
23・日事連全国会長会議（13:30 ～）・第69回日事連定時総会（15:10 ～）　Ｗeb会議（自社事務所で参加） （佐々木宏幸会長出席）
 　　　　　　　　　　　  （銀座東武ホテルで参加） （本澤崇常務理事出席）
24・次世代創造委員会　　　　　　 協会会議室で開催
30・第Ⅰ期建築士定期講習　　　　 栃木県教育会館で開催 （参加者77名）

 ７月
  1・第29回ＡＰ展・第２回建築展（1 ～ 2） 宇都宮市文化会館で開催 （参加者350名）
  9・建築相談会 協会会議室で開催
  　・広報・渉外委員会 Ｗeb会議
13・(仮称)マロニエＢＩＭ設計コンペティション2021第２回定例会議　Ｗeb会議（自社事務所で参加） （栃木会８名出席）
20・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42名）
  　・日事連事務局連絡会議 Ｗeb会議（協会会議室で参加） （入江仁一専務理事出席）
29・次世代創造委員会 協会会議室で開催

協 会 日 誌

協会日誌
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協 会 活 動 通 信

既存住宅状況調査技術者講習	【更新講習】
２月５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：10名
講習時間：13:20～16:40
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「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
２月10日、栃木県自治会館において開催されました。
受 講 者：40名
講習時間：13:30～16:55
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和２年度
「一級／二級／木造　建築士定期講習」
３月５日、とちぎ福祉プラザにおいて開催されました。
受 講 者：２6名
講習時間：９:30～17:10
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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９日、栃木県自治会館において開催されました。
受 講 者：46名
講習時間：9:30～16:10
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第１回新技術研修会
４月27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：34名
１．株式会社大場工業
　●エンクローズ溶接について
　●外見検査ができるＣＢ工法の解説
　●管理方法と継手位置等について
２．い木いき建築工房二級建築士事務所

●断熱材と輻射熱について解説
●遮熱材の効果について

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和３年度
「一級／二級／木造　建築士定期講習」
6月30日、栃木県教育会館において開催されました。
受 講 者：77名
講習時間：9:30 ～ 17:10

第２回新技術研修会
７月20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：42名
１．一般社団法人東北再生可能エネルギー協会

●脱炭素・省エネ補助金を活用した設備更新、省エネ、
省CO2について

２．田島ルーフィング株式会社
●長寿命化における、体育館改修（床・屋根）技術につ

いて
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和３年度
「一級／二級／木造　建築士定期講習」
８月17日、栃木県自治会館において開催されました。
今回は、動画方式講習により各人自宅等のパソコン又はス
マートフォンにより視聴していただき、修了考査を会場で
受けていただきました。
受講回数：３回
受講総数：６名

▲第１回新技術研修会

▲第２回新技術研修会

協会活動通信
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令和３年度
「一級／二級／木造　建築士定期講習」

日　　時：令和３年９月２日（木）受付９:00 ～
講習時間：9:30 ～ 17:10
場　　所：パルティとちぎ男女共同参画センター
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第３回新技術研修会
日　　時：令和３年11月２日（火）受付13:00 ～
講習時間：13:30 ～
場　　所：パルティとちぎ男女共同参画センター
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和３年度管理建築士講習
日　　時：令和３年11月９日（火）受付９:00 ～
講習時間：9:30 ～ 17:10
場　　所：宇都宮市文化会館

令和３年度
「一級／二級／木造　建築士定期講習」

日　　時：令和３年12月２日（木）受付９:00 ～
講習時間：9:30 ～ 17:10
場　　所：とちぎ福祉プラザ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和３年度
「一級／二級／木造　建築士定期講習」

日　　時：令和４年３月上旬
講習時間：９:30 ～ 17:10
場　　所：未定

※令和3年度に熊本で開催を予定していました建築士事務
所全国大会（青年話創会含む）は中止となりました。

県北支部総会
令和３年７月１５日付で書面開催し、原案どおり承認されました。

※県央・県南支部につきましては、決算日が異なるため次号でお知らせ致します。

お知らせ（予定）

支部活動報告

【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・出口哲史・中原淳一・福田二一

安藤：コロナ禍の中大変ですが、皆様頑張りましょう！
中村：広報委員会のZOOM会議も慣れてきました。私の建築現

場でもZOOM定例会議が始まりました。
大髙：非常時に決断が出来ず、結果として災害を広める結果と

なった時の首長の多くは、「あの人は皆の話を聞く良い
人だ」との評価で選ばれた人であった事は、3.1１の時
に明暗を分けた市町村でも同じく、歴史が示しています
が、コロナ禍も同じかな?

新井：例年お盆前後は原稿の締め切りで慌しい、その上今年は
コロナで一層気が重い。

栗原：コロナ感染拡大と水害の報道が毎日のように流れて暗い
話題が多い中、唯一、楽しみなのがMLBロサンゼルス・
エンゼルスの大谷翔平です。メジャーの舞台で二刀流、
日本人がホームラン王を取れたら歴史的快挙です。

鮎澤：オリンピックを見て、卓球に挑戦しようかと思いまし
た。でも、肩が痛くてラケット振れません！残念。

出口：新たに広報・渉外委員会のメンバーになりました出口で
す。コロナ禍であまり活動もできませんが。委員会を通
して勉強させていただきます。

編集後記

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。

お知らせ・支部活動報告・編集後記
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広告
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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！

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

《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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広告

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

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

〒321-0346 栃木県宇都宮市下荒針町3473-44
TEL 028-648-7268  FAX 028-648-5248
h t t p : / / w w w . k o u w a s e k k e i . c o . j p /

株式会社 公和設計
代 表 取 締 役 　夏 目  公 彦

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
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広告 

本社/〒321-0904 栃木県宇都宮市陽東五丁目9番21号
phone.028（662）2511（代） fax.028（662）4278
URL:http://www.pto.co.jp/pto/  E-mail:s@pto.co.jp

「こんなチラシをつくりたい。」
「あんなパンフレットができたらいいのに。」
想いがあるのなら、是非私どもにご相談ください。
紙媒体、映像、ホームページ作成。
あなたの想いをカタチにする、お手伝いをいたします。
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広告

2021.8    No.113
TOCHIGI  ARCHITECT  OFFICE  ASSOCIATION  BULLETIN

33



広告

オリオンスクエア（宇都宮市オリオン市民広場）

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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