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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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日環アリーナ栃木 第 77 回国民体育大会及び第 22 回全国障害者
スポーツ大会の開催に向けた選手育成とスポーツ
による人材育成に寄与する県民総スポーツの推進
拠点の整備事業。

栃木県総合運動公園中央エリアとつながる地下
通路レベルから２階の屋上テラスまでをゆるやか
につなぐ「交流の丘」を設け、公園としての一体
性を確保した。

外装は日光杉の杉板型枠 PC 板により、大谷
石採掘場の山肌のような「けがいた」風合いを持
たせた。部分的に垂直に削り取ったような凹部を
つくり、実際に大谷石を用いることで、大谷石採
掘場を想起させる石塊の表現とした。大谷石を中
高層建築物の外装に用いるのは国内初の試みであ
り、栃木の新たなシンボルとしてふさわしいファ
サードを実現した。

梓設計・大成建設・安藤設計設計共同企業体
安藤　崇之
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年頭ご挨拶

年頭ご挨拶

明けましておめでとうございます。年頭にあたり、謹ん

でご挨拶申し上げます。

会員、賛助会員の皆様には平素から当協会の事業活動に

つきまして格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

昨年秋には、新型コロナウイルス感染症が日本国内で激

減し、Ｇo Ｔoトラベルの再開等感染症が収束に向かうので

はないかと思われた時期がありましたが、年末には変異株

が見つかり、また世界的な混乱と日常の不安に苛まれる年

を迎えることとなりました。

建築界ではコロナ禍の中で建築資材の高騰が収まらず、

業界全体で売り上げ高の減少傾向が続く中、設計業界では

自治体からの発注は比較的順調に推移していますが、やは

り民間発注は減少に転じたままのようです。我々はこの

コロナ禍に於いて、働き方改革やリモートワークの普及、

BIMでの業務の拡大等で効率化を図り、アフターコロナに

向け業界全体で前進していかなければなりません。

日事連では昨年から財務改革として一般会計の「事務所

移転等積立預金」を全額取崩し、その一部を単位会の会員

増強、新規事業の研究及びデジタル化の促進等活性化及び

組織強化に繋がる施策の支援に充てることとしました。単

位会を強化することで延いては会員事務所の健全で安定し

た事務所経営を支え、変容していく社会的ニーズに対応で

きる事務所づくりを支えます。

日本ではリモートワークやＷＥＢ会議等を導入しての働

き方が促進され、ＩｏＴ、ＡＩが進展する社会での働き方

が定着していこうとしています。また一方でコロナ感染症

だけでなく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、真剣に取り組んでいかなければなり

ません。建築界全体で地震や水害に加え感染症を含めた複

合災害に対し、建築ができることを探求していくことが重

要だと思います。

昨年、栃木会で建築を学ぶ学生と設計業界との交流を図

ることを始めとして、また、BIMの普及のためのイベント

として８年間継続して行われてきた、「マロニエBIM設計コ

ンペティション」を国土交通省の補助を得て、日事連主催

の全国的イベントとして進化させ、福岡会と熊本会との共

催で無事実行することができました。これは偏に三県の単

位会の実行委員の皆さんの努力と、多くの方々のご支援ご

協力、BIMの普及のための重要なイベントとして国土交通

省の補助を得られたことによる賜物と感謝しております。

現在建築の生産プロセス及び維持管理の向上を図るための

建築BIM推進会議が行われておりますが、このコロナ禍で

その活動が不透明になっているように思われます。そのよ

うな中でBIMの普及のための全国規模の「マロニエBIM設

計コンペティション」の開催はとても有意義なことでした。

国土交通省では、業務報酬基準である告示98号の改正を

進めています。これは主に建築物の設計監理に於ける業務

量調査と、木造建築物の業務量の検討、改修工事の標準業

務内容や業務量の検討を目的として令和５年１月を目途に

改正を目指しています。

ＡＩやＩｏＴ、５Ｇ６Ｇ等の革新的技術やＳＤＧｓに対

し建築が出来ることの探求など、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

所の適正な運営と健全な発展、ステークホルダーの利益の

保護、公共の福祉に寄与すること、そして持続可能な社会

の実現のために設計監理業務の適正な執行と、職業倫理遵

守の徹底を次世代へと継承して参ります。

本年も皆様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、年頭のご挨拶とさせていた

だきます。

一般社団法人 栃木県建築士事務所協会

会　長　佐々木　宏　幸
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新年知事あいさつ

令和4（2022）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。

皆様方には、日頃から本県の公共建築物の整備・長寿命

化などに御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。

年頭に当たりまして、私の所信を申し上げます。

まず、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、

保健・医療提供体制の整備やワクチン接種促進に向けた取

組を着実に進めますとともに、引き続き、国や市町、関係

機関等と緊密に連携し、県民の暮らしと健康を守るため、

必要な対策に万全を期して参ります。

一方、地域経済は大きな打撃を受け続けており、産業の

基盤が脅かされるとともに、企業活動やイベントの自粛・

縮小等により、ひとの交流機会が減少している状況にある

ため、引き続き、通常に近い社会経済活動の一日も早い回

復を図って参ります。

また、県政の基本指針である栃木県重点戦略「とちぎ未

来創造プラン」には、ポストコロナを見据え、これまでと

は異なる考え方や価値観を前提とする「新たな日常」の視

点を取り入れた取組も盛り込んでおり、本県版まち・ひと・

しごと創生総合戦略「とちぎ創生１５戦略（第２期）」との

連携を図りながら、各種プロジェクトをより積極的に展開

して参ります。

具体的には、地方への関心の高まりを好機ととらえ、新

しい生活様式を基本として、移住・定住の促進や関係人口

の創出・拡大に取り組み、本県へのひとの流れを着実なも

のとして参ります。

また、ＡＩ・ＩоＴ、ロボットなどが生活の中で溶け込み、

生産性や利便性を向上させることにより、経済発展と地域

課題の解決を図ることができる社会（Society5.0）の実

現に向け、デジタル技術の更なる活用やデジタル人材の育

成に取り組んで参ります。

さらに、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、

2030年における温室効果ガス排出削減目標を達成するた

め、オール栃木体制による脱炭素化を進めるとともに、気

候変動の影響により、自然災害の頻発・激甚化が懸念され

る中、本県の地域特性に即した適応策を推進して参る考え

であります。

さて、今年はいよいよ「いちご一会とちぎ国体・とちぎ

大会」開催の年です。１月には国体の冬季大会、10月には

国体の本大会、全国障害者スポーツ大会であるとちぎ大会

と続きますので、市町や競技団体・関係機関と連携を図り

ながら、大会のスローガンである「夢を感動へ。感動を未

来へ。」のとおり、県民が夢と希望を抱き、多くの方々の心

に残る大会となるよう準備に万全を期して参ります。

近年、働き方やビジネスモデルの多様化、東京一極集中

是正の兆し、環境問題への意識の高まりなどの大きな変化

が生じてきており、これまで解決が困難であった課題に対

して積極的に取り組む好機が到来しております。これを逃

すことなく、新しい時代の潮流を的確にとらえ、デジタル

技術も有効に活用しながら、本県の将来像である「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

け全力で取り組んで参ります。

栃木県建築士事務所協会会員の皆様におかれましても、

本県の建築行政の推進に対しましてより一層の御理解と御

支援をお願いいたします。

本年が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４（2022）年１月　 

栃木県知事

福　田　富　一
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マロニエBIM設計コンペティション2021 ～ BIMによる社会貢献～

○マロニエ BIM 設計コンペティション 2021
昨年 11 月 26 日、熊本ホテルキャッスルにて、マロニ

エ BIM 設計コンペティション 2021 が開催されました。
今回より ( 一社 ) 日本建築士事務所協会連合会が主催と

なり、栃木県建築士事務所協会のほか福岡県建築士事務所
協会、熊本県建築士事務所協会が共催しました。

福岡県、熊本県と本県の地域を超えた運営協力で開催し
たということもあり、建築における BIM の活用で社会貢献
できることを業界内だけでなく一般ユーザーに広めること
を目的とし、出身や所属などに関係なく幅広く募集。その
成果もあり、全国各地から多くの学生、社会人がエントリー
され、例年にない賑わいがありました。

昨年と同様に、コロナ禍という状況のなかでの開催とい
うことで、リモートでのプレゼンテーション、会場の様子
は YouTube にてライブ配信するなど、臨場感ある状況も
伺うことができました。

○審査委員長
堀場　　弘　シーラカンス K ＆ H ㈱代表取締役、
　　　　　　東京都市大学教授

○コーディネーター
池田　靖史　慶應義塾大学教授、IKDS 主宰

○審査員
西田　　司　㈱オンデザインパートナーズ代表、
　　　　　　東京理科大学准教授
大西　康伸　熊本大学大学院准教授
佐野　吉彦　（一社）日本建築士事務所協会連合会理事
　　　　　　　　　　  BIM と情報環境 WG 主査
岩本　茂美　（一社）福岡県建築士事務所協会会長
佐々木宏幸　（一社）栃木県建築士事務所協会会長
南　　孝雄　（一社）熊本県建築士事務所協会会長

広報・渉外委員会　　　　　　
副委員長  栗原　　弘

マロニエ BIM 設計コンペティション 2021 ～ BIM による社会貢献～

堀場　弘　氏

西田　司　氏

佐野　吉彦　氏

佐々木　宏幸　氏

池田　靖史　氏

大西　康伸　氏

岩本　茂美　氏

南　孝雄　氏
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○課題
「益城町木山蛭子町のまちづくりに貢献する BIM」

○応募条件
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
社会人：建築士事務所の所員

○開催主旨
本コンペティションでは、社会的な問題意識と注目度の高い、被災地の復興と持続性のあるまちづくりの視点を明確に持つ熊

本県上益城郡益城町にご協力をいただき、こうした重要な社会的課題を解決する新しい手段としての BIM の可能性を示すとと
もに、そこに取り組む専門家としての努力と技能を評価する機会にすることを考え、「熊本県上益城郡益城町のまちづくり活動
に BIM データを役立てる方法を考える」ことをテーマにします。したがって本コンペティションで参加者に期待されるのは、実
体としての建築的デザインだけでなく、その建築と同じように将来も活用し続けていくことができる BIM データの持つ利点を考
えることを重要な技術的視点として、社会の役に立ち、十分な実現性があり、そして美しさも兼ね備えた提案を示すこととなり
ます。

○地域を超えたコンペティション
今回から日事連主催となり、栃木会のほか福岡会、熊本会と共催となったマロニエ BIM 設計コンペティション。地域を超え、

協働した栃木会主メンバーにそれぞれコメントをいただきました。

●本澤　崇
今まで栃木会単独で開催してきましたが、本年度は国土

交通省の BIM 普及の助成金が交付されたことから、開催運
営の主管を福岡会が担当、コンペ課題敷地が熊本会となり、
栃木会はその当日までの過去の事業継承と準備補助、当日
の運営補助という役割となったことから、今までより多くの
時間を割いての準備になりました。当日の運営ではトラブル
もありましたが３単位会 ( 福岡、熊本、栃木 ) が協働して一
つの事業を準備運営できたことは貴重な経験でした。

●塩田　真吾
過去 9 年間の中で初の県外開催となった今回、終わって

みれば、思った以上に栃木会のノウハウが必要でしたが、一
度他の会と協働することで、次にうまくバトンタッチしてい
けるような仕組み作りや、コンペ参加者数はまだ課題を残
すものの、オンライン会議のみでの準備で、メンバーとの
コミュニケーションを含め、遠隔での準備やり取りが不可能
ではないことは大きな収穫でした。

●桂　貴樹
令和 3 年 11 月 26 日開催のマロニエＢＩＭ設計コンペ

ティションの公開審査のため、熊本に行って参りました。普
段なかなか交流を持つことが出来ない他県の方々と力を合
わせて一つの事業を作り上げることで、短期間ではあります
が密にお互いのことを理解する機会となり大変有意義な時
間を過ごすことが出来たと思います。

●渡辺　純一
マロニエ BIM コンぺティションは、今回から栃木県から

離れ、遠く熊本の地での開催となりました。
遠隔地での開催において、現地の皆様とのお打ち合わせ

であったり、開催当日の段取り等は、普段とは勝手が違い大
変だったこともありましたが、色々な方々のご尽力を頂き無
事終わってほっとしております。

また、今年遠隔地の実施を経験したことで、当プロジェ
クトを運営するための、基幹システムも形が定まった点は、
非常に有意義だったと思います。
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○コンペ受賞作品

　●最優秀賞　ーＬｉｎｋ　Ｕｎｉｔー
　　　　　　　　　 榊原　崇文（株式会社 安井建築設計事務所）

■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。　https://www.tkjk.or.jp
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　●優秀賞（社会人）　寄り道にぎわい遊歩廊
　　　　　　　　　　　　　　菊野　優（ＡＩＳ総合設計株式会社）

　●優秀賞（学生）　マキシ×メタボリズム
　　　　　　　　　　　　  川端　巧己（熊本大学）
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●益城町賞
　「ひさしみち」が生み出す
　賑わい・景観・防災
　豊崎　直樹（芝浦工業大学大学院）

●池田賞
　～食と歴史～
　山野　皓成（麻生建築＆デザイン専門学校）

●堀場賞
　路×再生
　ー 住民主体のまちづくりによる路の活性化 ー
　塚本　裕士（ＡＩＳ総合設計株式会社）
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●大西賞
　道へ広がる暮らしの波紋
　ー 人の集まりかたを横町線へと広げる
　　 　　　　　オープンスペースの提案 ー
　渡邊　魁杜（芝浦工業大学）

●日事連賞
　巡り、恵む。
　小野　将人（麻生建築＆デザイン専門学校）

●西田賞
　木山のさんぽ道
　日高　由実子（株式会社 太宏設計事務所）
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１ はじめに
令和３年 12 月 14 日現在、新型コロナウイルスの新た

な変異株であるオミクロン株の感染が拡大しており、政府

によって、指定する国・地域からの帰国者に対して、宿泊

施設での待機という隔離措置が実施されています。

しかしながら、オミクロン株の感染拡大に伴い、指定国・

地域は増加しており、宿泊施設が不足する恐れがあるとい

う報道も出るなど、市中感染、ひいては医療体制の逼迫の

発生は予断を許さない状況にあると考えます。

本稿では、このような社会情勢を踏まえ、令和３年２月

３日の新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特措法」

といいます。）の改正によって追加された、建築基準法の緩

和措置等の概要について紹介させていただきます。

２　建築基準法の緩和措置等の概要について
（1）都道府県知事が行う医療施設の応急の修繕及び臨時

の医療施設の建築について

まず、建築基準法の緩和措置等の概要を紹介する前提と

して、都道府県知事は、特措法３１条の２の１項により、

「当該都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不

足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その

都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する

医療の提供を行うための施設（第四項において「医療施設」

という。）であって都道府県知事が臨時に開設するもの（以

下この条、次条及び第四十九条において「臨時の医療施設」

という。）において医療を提供しなければならない。」とさ

れています。

このように、都道府県知事には、医療施設を確保する責

務が課されているところ、そのために、医療施設の応急の

修繕、臨時の医療施設の建築を行う場合には、特措法３１

条の２の４項により、建築基準法８５条１項本文、３項及

び４項が準用されます。

それにより、政府対策本部の設置がされている間は、防

火地域内で行う場合を除いて、建築基準法令すべてが適用

除外となります。

なお、当該施設を建築工事完了後三月を超えて存続させ

ようとする場合は、特定行政庁の許可が必要となります。

（2）都道府県知事が建築物の用途を変更して臨時の医療

施設として使用する場合について

次に、都道府県知事が医療施設を確保するため、建築物

の用途を変更して臨時の医療施設として使用する場合には、

特措法３１条の２の４項により、建築基準法８７条の３の

１項本文、３項及び４項が準用されます。

それにより、政府対策本部の設置がされている間は、防

火地域内で行う場合を除いて、やはり建築基準法令すべて

が適用除外となります。

なお、当該施設を用途変更完了後三月を超えて引き続き

臨時の医療施設として使用しようとする場合は、特定行政

庁の許可が必要となります。

（3）特措法に基づく臨時の医療施設以外の施設について

上記（１）（２）で述べた建築基準法の緩和措置の適用対

象は、特措法に基づく臨時の医療施設ですが、特措法に基

づく臨時の医療施設以外の施設であっても、建築基準法の

緩和措置の適用対象となり得ます。

すなわち、国土交通省の通達である、「コロナ禍の状況に

対応するための仮設の施設の設置にあたっての建築基準法

第８５条第２項等の適用について」（国住指第３４７４号）

によれば、特措法に基づく臨時の医療施設以外の施設であっ

法律シリーズ

No.63
新型インフルエンザ等対策特別措置法の
改正に伴う建築基準法の緩和措置等について

弁護士法人新江進法律事務所
　　弁護士　田　島　聡　紀

法律シリーズ　№ 63
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ても、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点か

ら、各地域において既存の病院、診療所等の敷地内等に、

新たに検査や治療などの医療体制の強化を行う仮設の施設

その他コロナ禍の状況に対応するための仮設の施設」につ

いては、「設置主体を問わず、建築基準法第８５条第２項の

『これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築

物』又は同第８７条の３第２項の『これらに類する公益上

必要な用途に供する建築物』に該当するものとして、同法

第８５条第２項、第３項及び第４項又は同法第８７条の３

第２項、第３項及び第４項を適用することができる」とさ

れています。

これにより、特措法に基づく臨時の医療施設等以外の施

設であっても、広くコロナ禍の状況に対応するための仮設

の施設については、設置主体を問わず、建築確認等の手続

き及び技術基準の一部が適用除外となります。

なお、テント等「随時かつ任意に移動できるもの」につ

いては、建築物には該当しないものとして取り扱って差し

支えないとされています。

３　おわりに
以上のように、令和３年２月３日の新型インフルエンザ

等対策特別措置法の改正により建築基準法の制限が緩和さ

れました。

新型コロナウイルスと建築基準法が関係する問題として、

会員の皆様のご参考に供していただきたく、今回紹介させ

ていただいた次第です。

法律シリーズ　№ 63　
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「ＰＦＩ事業　日環アリーナ栃木」について
（株）安藤設計  安藤　崇之

１．日環アリーナ栃木の概要
名　称：日環アリーナ栃木
用　途：栃木県総合運動公園（観覧場）
構　造：鉄筋コンクリート造　一部　鉄骨造
階　数：地上４階
床面積：延 38,524.27㎡、建 24,898.57㎡
建築主：株式会社　グリーナとちぎ
設計者：梓設計・大成建設・安藤設計設計共同企業体
施工者：大成・中村・渡辺特定建設企業体
総工費：210 億円
PFI 総事業費：292 億円

２．事業の推移
2015 年 9 月　実施方針及び要求水準書（案）の公表、
　　　　　　　  説明会及び現地見学会の開催
2016年  4月　入札公告
2016年10月　提案書提出
2016年11月　事業者決定
2017年  3月　事業契約締結
2017年  9月　基本設計承認
2018年  5月　実施設計承認
2018年  6月～2021年1月　工事施工期間
2021年  4月　供用開始
事業期間
　2017年3月～2036年3月

３．PFI 事業とは
Private Finance Initiative（プライベート・ファイナ

ンス・イニシアチブ）の略称であり、民間の資金と経営能力、

技術力を活用して社会資本（公共施設、公用施設）の整備
を図ることを指します。

行政が独力で提供する従来型の公共サービスの運営に対
し、PFI では企画から建設、運営、維持管理等までを一括
発注や受注者側の管理能力なども加味する性能発注に基づ
く長期のパッケージ契約とすることで、従来の公共が自ら
行う事業よりも効率的に公共サービスを提供することを目
的としています。

また PFI 事業では、実際に業務を行う建設会社や維
持管理会社等が契約の相手方となるのではなく、これ
らの企業が出資して設立する SPC（Special Purpose 
Company：特別目的会社）が契約の相手方となるのが一
般的で、基本方針に示されているとおり、「事業を担う企業
体の法人格上の独立性又は事業分野の区分経理上の独立性
が確保されなければならない（独立主義）。」という考え方
によるものであり、SPC を設立することにより、SPC が
実施する PFI 事業に対する出資企業の経営状況等の影響を
減殺することが可能となります。

「ＰＦＩ事業　日環アリーナ栃木」について

エントランス サブアリーナ

メインアリーナ
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さらに、従来のように細かな仕様を定めるのではなく “ 性
能を満たしていれば細かな手法は問わない ” 発注方式（性
能発注）により業務を委ねることで、民間企業のノウハウ
やアイデアが最大限に発揮され、知恵を活かした付加価値
創出や金融機関も加わったマネジメント力の向上、官民の
リスク分担の分散化・明確化・行政経費の削減、公共事業
と民間収益事業の融合・協働などの利点を生み出していま
す。

実際、先進的な事例では、収益施設の併設と長期一括発
注による行政経費の分散を組み合わせた経費削減、経営効
率や利便性の向上などの効果を上げており、公共サービス
の民間開放は、受注する企業群に新たなビジネス機会をも
たらしています。

特に、継続的な収益の確保につながる長期間の契約とす
ることで民間企業は中長期的な視点で人材育成を図ること
が可能となる上、安定した維持管理・更新費用は魅力的な
市場規模であるため、地域経済の好循環にも寄与するもの
と期待されています。

但し、様々な効果が期待されているにもかかわらず、地
方自治体への PFI 事業の拡大が限定的なものにとどまって
いる背景には、いくつかの課題があると考えられます。

まず現状で、ある施設の更新に際して、従来型手法と
PFI 手法のいずれを採用するかは首長のリーダーシップに
拠るところが大きく、そのため首長は制度設計や有効性を
十分に理解し、職員や議会、住民に自ら働きかけていく必
要がありますが、こうしたリーダーシップを発揮する首長
は限られております。特に小規模の地方自治体を中心とし
て、組織内で PFI 事業の経験や知識を有する職員は少なく、
現場における技術職員の不足や高齢化もあり、PFI 手法の
検討やそれに伴う事務負担に対応することが難しい状況に
あります。

また、PFI 事業に取り組んだ経験のある職員であっても、
法令などの改正によって柔軟な運用も可能となりつつある
現場を十分認識しないまま、先行事例に基づく限定的な検
討に止まっている例も多く、議会側も PFI 事業に関する理
解が不足しているために、長期的視点に基づく議論は行わ
れていないなど、これらの事情が相まって実施事例が限ら
れてしまい、地方自治体内部での経験・ノウハウの蓄積や
成功事例の共有が進まず、その結果として PFI 手法の活
用を積極的に進める機運が組織内に醸成されず、ますます
PFI 事業への挑戦が進まないという「負のスパイラル」に
陥っているのです。

このような課題の他にも地方議会や地域住民の間に PFI
手法に対する根強い不安感を抱かせてしまう一因として、
公共施設の収支状況や今後の見通し、他地域における PFI
事業の成果に関する「見える化」の不足が挙げられ、長期
間に及ぶ包括的な契約であるがゆえに不確定要素も多く、
地域企業の間にも参画を躊躇する、ひいては不信感を抱く
要因となっているのです。

今後の PFI 事業の普及には前記のような課題だけでなく、
新型コロナウィルス拡大による地方財政への影響や地元企
業の経営資源不足など数多くの課題が残されていますが、
本来 PFI の目的は、これまで行政が手がけてきたサービス
を民間に委ねることで自治体の財政負担を減らし、受益者
に対するサービスの質を向上させることです。

そのためには、各々が具体的な課題を設定し、解決に向
けた能力を身に着け、主体的に取り組み解決し、積極的に
PFI 事業に取り組むことができるような環境整備を行うと
ともに、プロジェクトの成功事例を可視化していくことが
とても重要であると考えています。

「ＰＦＩ事業　日環アリーナ栃木」について

水泳場 飛び込み台
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ＤＢ（デザインビルド）で建設の小山市新庁舎について
広報・渉外委員会　　　　　

委員  出口　哲史

１．小山庁舎の概要
　床面積：延 19,8923.39㎡、建 2,972.18㎡

　構　造：鉄骨造（免振構造）

　階　数：地上 8 階建て

　設計者：久米設計・大森一級建築士事務所特定委託業務

　　　　　共同企業体

　施工者：戸田建設・久米設計・大森一級建築士事務所

　　　　　板橋組・斉藤組・保坂建築事務所

　　　　　荒川電気工業・ヒタチ設備

　　　　　特定建設工事共同企業体

　総工事費：約 104 億円

２．事業計画の推移
2017年3月−デザインビルドにて計画する方針決定

2017年9月−基本計画策定

2018年3月−プロポーザル開始

2018年5月−プロポーザル結果報告

2018年6月～2019年7月−基本設計・実施設計期間

2019年8月～2021年3月−工事期間

３．デザインビルドを採用した理由
　　（以下、小山市 HP より抜粋）

市では、「小山市役所新庁舎整備事業」を進めるにあたり、

「小山市役所新庁舎建設基本構想（平成 29 年 9 月）」及び「小

山市役所新庁舎建設基本計画（平成 29 年 12 月）」を策定

し、新庁舎は、平成 32 年度末の確実な竣工を実現するため、

「DB 方式（設計・施工一括発注方式）」を採用するとともに、

事業者の選定にあたっては、審査委員会の選定審査を経て

事業者を選定する「公募型プロポーザル方式」としたもの

です。

４．ＤＢに参加しての感想（担当者より）
庁舎の計画ということで、事業継続計画の内容である手

法・機器・設置位置等を考慮することが重要かつ時間がか

かりました。また、災害時の避難において、より高い安全

性を確保するため全館避難安全検証法による計画を行いま

した。

一方で、仮設計画で新庁舎建設から旧庁舎の解体後の外

構工事までの工程があるため、工事のステップを考慮する

必要がありました。そのため、旧庁舎の利用者及び来客車

両の動線計画と工事業者の動線の明確な分離、旧庁舎解体

時の計画、工事期間中の駐車場の確保等綿密な打ち合わせ

による計画が必要となりました。

ＤＢ（デザインビルド）で建設の小山市新庁舎について

市民ラウンジ外観北面

2022.1    No.114
TOCHIGI  ARCHITECT  OFFICE  ASSOCIATION  BULLETIN

15



１．基本方針
小山市役所新庁舎を設けるにあたり基本理念である「夢・

未来あふれる新しい時代の行政創り の中枢拠点」を満たす
べく、６つの方針を掲げて完成の目標とした。

①市民の安全・安心を守る庁舎
②便利で効率的な機能性を発揮できる庁舎
③まちの魅力と地域の活力を発信する庁舎
④人と環境にやさしい庁舎
⑤将来の変化にも対応できる庁舎
⑥市民に開かれた議会とする庁舎

２．市民の安全・安心を守る庁舎
第一に災害拠点としての機能・維持ができることを満た

すため、地震の振動・被害を最小に押えることが期待でき
る「積層ゴムアイソレーターによる免震構造」の採用と、災
害発生時にライフライン等のエネルギー供給断絶に対応で
きる「発電設備採用・燃料備蓄・雨水貯留による利用等のバッ
クアップ設備」を採用した。

３．便利で効率的な機能性を発揮できる庁舎
建物が縦方向に伸びているので、低層階にインフォメー

ションを集約し、アクセスの円滑化を図り、かつスムーズな
サービスの提供のため視認性を確保しやすい吹抜けと分か
りやすい各課配置とした。

４．まちの魅力と地域の活力を発信する庁舎
１階部分に多種多様なスペースを設け、市の魅力や風土

の展示やディスカッションの場を提供した。

隣接する御殿広場と連動した活用のできるよう多目的空
間を設けた。

５．人と環境にやさしい庁舎
誰にでも共通のサービスを提供できるよう、利用者に対

し様々な対応するコンシェルジュの配置等、対面サービス
の充実を図った。

周辺環境及び地球環境への配慮として、太陽光発電・雨
水利用等のパッシブデザインを積極的に採用した。また、建
物内の環境負荷低減のためLow-Eガラスの導入等を図った。

６. 将来の変化にも対応できる庁舎
ユニバーサルデスクの採用による将来の組織改編へ柔軟

に対応できる空間確保のため、執務空間の間仕切りや背の
高い収納を極力設けずオープンな空間とした。それにより、
各課や職員間のコミュニケーションの促進を図った。また、
プライバシーに関わる相談を安心して行えるよう個別ブー
スの設置を行った。

７．市民に開かれた議会とする庁舎
来庁者への開放スペースを確保し、夜間や休日等に置け

るセキュリティーを確保するため、1 階のイベントスペース
や市民ラウンジ等、職員が働く執務エリアの利用時間の違
いに配慮したゾーニングとした。

また、建物内部のみならず外部においても防犯カメラを
必要な場所に設け建物のセキュリティーに配慮した計画と
した。

小山市新庁舎

ＤＢ（デザインビルド）で建設の小山市新庁舎について

吹抜1 階インフォメーション
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コ  ラ  ム

ドローンを使用した点検の前に必要な事
広報・渉外委員会　副委員長　大髙　宣光

コラム　ドローンを使用した点検の前に必要な事

最近ドローンを使用して、点検作業の効率化を図ろう

とする取り組みが増えています。これに AI を組み合わせ

る事で、将来的には大きな生産性の向上が見込まれる事

は間違いありません。

しかしその一方で、発注者側の理解不足による事例も

散見されるようになりました。その多くは高度な点検能

力が必要にも関わらず、発注者側に専門的な知識が無い

ために、本来必要な発注仕様が書けずに契約され、大事

な点検項目が漏れてしまい、最悪は事故を未然に防ぐ事

が出来なかった事例まで発生しています。

和歌山の水道橋落下事故は記憶に新しい例ですが、事

故の数ヶ月前にドローンによる点検が行われ、異常の無

いことが確認されていたとの報道がありました。その点

検の際にドローンパイロットの横に、保守点検の専門家

が一緒に居て撮影箇所を指示していれば、今回の見落と

しは無かったと思われます。

この事故の報道では、「異常な腐食が進んだ」との内容

ばかり流されましたが、そもそも引張強度しか見込んで

いない吊り材の中央に後からブレースを入れて、繰り返

し曲げが起きる設計とした、耐震工事の設計上の問題が

あったと思われますが、それにしても見るべき人が見れ

ば、あの腐食を見逃す事は無かったでしょう。

2 年ほど前ですが、官公庁の施設管理者向けの記事に

下記のような掲載がありました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

地上 3 階建て、高さ 25 メートルの南北の外壁をくま

なく撮影するのに約 1 時間。空撮した画像データは同社

で 3D モデルに再現し、AI がひび割れやさびなどを自動

的に検出する。視覚化した上で年明けにデータを町に提

供するという。

本来、詳細な点検には足場を組んで数週間にわたる作

業が必要となる。空撮に立ち会った町担当者は「本来の

点検作業と比べれば時間も雲泥の差」。同社の担当者は

「足場を組む点検は約１千万円かかる。ドローンを使えば

作業は１日で終わり、費用も 200 万～ 300 万円で済む」

とメリットを強調する。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

私はこれを読んだときに大変不思議に思いました。そ

もそも一千万円もの費用を、外部点検だけの目的に点検

作業を発注できるほど、潤沢に保守点検の費用が使える

自治体など聞いたことがありません。更にこの目的とし

てこの規模の建物であれば、12 条点検の検査技能のあ

る技術者に対して、数十万円で建物全体の検査結果が得

られますし、詳細な検査が必要であれば、その範囲に限

定した検査を他の修繕工事に合わせて発注する事で、検

査費用は大幅に削減が可能ですので、AI によるひび割れ

やさびの検査に一棟 200 万～ 300 万円が安いとする感

覚は全く理解できません。

外壁や屋上からの漏水調査は最も原因箇所の特定が難

しい調査であり、押さえコンクリートがある防水の場合

はドローンでは検知が出来ません。しかも屋上からの漏

水の場合、防水層の劣化以上に多い原因は、防水層の立

ち上がり部分や笠木からの漏水ですので、保全知識のあ

る技師が撮影すべき箇所をその場でドローンパイロット

に指示しながら、拡大した詳細画像を撮影しない限り、

補修が必要な個所を特定する画像など撮影できるはずが

無いと思うのですが、その程度の精度しか期待できない

検査に対して、200 万～ 300 万円が安いとした発注者

能力の無さが大きな問題でしょう。
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AI による診断についても同様です。ドローンから撮影

した映像が、これまで人手で撮影された映像より精度が

高い訳ではありませんので、画像診断で問題なく使える

診断の範囲として認識された使い方でなければ、AI に任

せる事はまだまだ無理があります、更にそもそも映って

いない箇所の診断は AI でもできません。

12 条点検については、検査技師の資格が法律で決め

られていますが、自治体の中にはその規定に寄らず、自

らの職員の目視点検だけで「異常なし」との検査を繰り

返している所があり、事故に繋がったと考えられる事例

も起きています。何れも発注者側の能力不足が招いた結

果と考えます。

最新新技術の評価は大変難しい仕事です。個別の業務

発注の現場に於いて、各社からの新技術の売り込みを、

各現場の担当者が評価判断する事は、その個人の力量が

大きくかかわる事から問題があります。

国交省ではその為の対応として NETIS（企業等により

開発された新技術に係る情報を、共有及び提供するため

のデータベース）と言う制度を作りました。NETIS に応

募すると国交省の専門部門による厳しい技術審査が行わ

れ、更に審査を通ったものだけが現場での試用が認めら

れ、その後実際の現場での評価を確認できたものだけが、

やっと効果の高い新技術として認められます。

地方自治体の人事異動が 3 年程度で繰り返される現状

では、NETIS の様な対応もできませんので、各自治体の

発注者能力の向上に資するためには、外部からの支援が

受けられる様な制度が必要ではないでしょうか。例えば、

その部署からの発注業務には特定の期間参加しない事を

条件として、発注者側の技術支援だけを行うコンサル業

務を、外部に委託できるようなことが必要だと思います。

コラム　ドローンを使用した点検の前に必要な事

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:https://www.pto.co.jp/  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。」
そのヒラメキを是非私どもにお教えください。
紙媒体、映像、ホームページ作成。
あなたの想いを創造するお手伝いをいたします。
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【学生レポート】
　　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　盛合　一功

１．人の繋がり
今回の改修プロジェクトで私が最も感じたのは「人の

つながり」です。鮎澤さんとは友人からの紹介で夏に出
会いました。設備・電気・木材は鮎澤さんのご紹介で繋
がり、内装の仕上げは外部講師として授業を行ってくれ
た先生が代表を務める会社の漆喰を使わせてもらえたり、
家具も同時期に出会ったリサイクルショップのオーナー
さんのお店で購入したりすることで、さらに人の繋がり
を深めることができました。建築業界として、知り合い
の会社に頼むということはごく当たり前にあることだと
は思いますが、学生の私にとって、人と人の繋がりで建
築ができるということが新鮮でとても感動しました。出
会いを出会いで終わらせず、その後も関係性を築き続け
ることの大切さとそこから得られる豊かさを改めて実感
しました。

2. 得られた貴重な経験
大学では座学や製図等の頭を使う事は多いですが、体

を動かす事は多くありません。今回の改修は、鮎澤さん
の指導のもと設計から施工まで私が行い、友人達にも手
伝ってもらいました。私はビスの間隔や、石膏ボードの
重さも知りませんでした。DIY とはいえ、一部屋をまる

まる改修するのはとても苦労します。（特に天井に石膏
ボードを貼るときは大変でした…。）今思うと、こんな現
場の苦労も知らず、図面に線を引いていた自分自身を反
省します。職人さんの凄さ、現場の大変さを知れただけ
でも私の建築人生において貴重な経験となりました。

そして、０から空間をつくるという経験は今までの学
習のまとめになりました。実際に寸法を図り、材料に触れ、
つくりあげていく工程は、現場でしか学ぶことができな
いことです。材料の質感や重さといった本質的な建築材
料に触れる経験ができ、建築についての理解が少し深め
られたと感じています。特に印象的だったのは土間コン
を自分でつくり、コテで仕上げた工程です。大学の授業
でコンクリートをつくったことはありましたが、自分の
家の玄関を自分で作るとは当時予想もしていませんでし
た。大変で仕上げにはムラが出来ていましたが、固まっ
た時には達成感と愛着を感じました。

3. これからの建築
今後、地方都市を中心に空き家は増えていきます。賃

貸アパートも同様に空き部屋が増えていくに違いありま
せん。これは建築業界においてとても深刻な問題である
一方で新たな可能性を秘めていると思っています。それ
は、賃貸アパートの改修による他アパートとの差別化で
す。私は数年前ヨーロッパを巡ったことがありました。
街は歴史の延長線上にあり、何度も建物の内装は改修を
繰り返していました。扉を開けると外からは想像できな
いような空間が広がり、外観はアパートなのに中は事務

宇都宮、特に宇都宮大学近辺では、築 30 年以上の学
生用アパートが空き部屋となってたくさん残っており、
我が家も 4 部屋中３部屋が空き部屋となっていました。

そんなおり、熱心な学生からの提案があり、学生によ
る改修を了承しました。

BIM を使いこなし、コンセプトもしっかりとしており
学生の能力とやる気に感心しました。

コンセプトは、「ソトと繋がる私のおウチ」と言う事で、

パブリック性の高い空間とプライベートな空間に分けて
２部屋を繋げて玄関から奥に行くにつれてプライベート
性が高まる案でした。

予算は、材料費と産廃費、施工費は自分達でやるので
０です。学生が卒業して部屋を出ていくまでの家賃を充
てる事にしたので、50 万程度としました。

今回は、そんな DIY でのアパート改修を紹介します。

コ  ラ  ム

DIYでアパート改修
　広報・渉外委員会　委員　鮎澤　　浩

解体では、友人が助人に来てくれま
した。

電動工具も初めての使用です。 間仕切壁を作るにも墨だし、切断、建入れと苦労して作製、玄関の土間コン
は、手練りにて重労働　

コラム　DIY でアパート改修
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所や大学になっていました。今後の日本の賃貸アパート
の在り方として、内装を更新し続けることは重要なので
はないでしょうか。特に空き部屋が目立つアパートにつ
いては、2 部屋をつなげる等新たなブランド化が必要だ
と考えます。鮎澤荘は一階が壁を一部取り壊し設計事務
所に、二階の二部屋は今回の改修で１LDK の部屋に変わ
りました。今回の建築活用は、これからの賃貸アパート
の在り方として、先行事例になるに違いありません。

4. おわりに
私は大学院に進学すると決めた時から、人生の中で必

要だったと言える 2 年間にすると決めていました。この
覚悟は私の活動の背中を押すもので、チャンスがあれば
迷わず飛び込んできました。今回の改修に関しても、や
ると決めた一週間後には引っ越し、最後までやり切るこ
とができました。これからの残りの時間も、今回のよう
な成功体験を得られることを信じて飛び込み、やり切る
ことを心がけていきます。

そして、この改修は多くの方々のご協力があってやり
切ることができました。特に鮎澤さんご夫妻には、家族
のように様々なことを御世話していただきました。本当
にありがとうございました。

BEFORE
BEFORE

AFTERAFTER

リサイクルショップに朝早くから並んでゲットしたソファーに大満足、プライベート空間では間仕切壁に有孔ボードを使ったので傷を付けずにフックを取
り付けられます。

壁はメーカーに提供戴いた漆喰塗り 寝室への開口は苦労しました。カウンターも手作り

コラム　DIY でアパート改修
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コ  ラ  ム

『（新）自転車愛好倶楽部』　部員募集について
技術研修委員会委員長
自転車部　部長　酒井　　誠

協会会員の皆様、本年もよろしくお願いいたします。

さて、旧サイクリングクラブは、新年度より名称改め、自転車愛好倶楽部へ

気分転換、ストレス解消に、有酸素運動であるサイクリングを始めて

みませんか？　これから自転車を始めてみたい、興味はあるが

どうすれば、といった初心者大歓迎。

心機一転、再発足したいと思いますのでよろしくお願いいたします。

折角の事務所協会の活動ですので、

気になる建築を見学コースに入れて…

まずは２０～３０km を目安に走ってみたいと思います。

いつかは１００km を目指して頑張ってみましょう！！！！

希望者は事務局までご連絡くださいませ。

コラム　『（新）自転車愛好倶楽部』　部員募集について
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みなさんお馴染みのスピニング
リールです。特徴としてはバック
ラッシュが殆ど起きないため、初

心者に扱いやすく、ドラグ性能に
優れています。スプールから糸
が自由に放出されるため、飛距
離が出やすいのも良い所です。
デメリットとしてはその機構上どう
しても糸よれが発生するため、ナ
イロンやフロロカーボンのような
張りのある糸だとライントラブル
が発生してしまう事が上げられま
す。PEラインのようなコシの無
い糸ではこれが殆ど感じられなく
なるため、PEラインとの相性は
かなり良いと言えます。逆に太い
糸との愛称は宜しく無いので、ナ

イロンなどを巻くときは大体３号
位までだと考えておきましょう。
ダイワもシマノも概ね５００番刻
みに大きさが変わりますが、リー
ルのサイズはロッドとのバランス
と糸巻量で決定します。太い糸を
沢山巻きたければ大きな番手を、
細い糸で良いのであれば小番手
を。長いロッドには番手の大きい
ものを、短いロッドには小番手を
選ぶのが基本となります。

また、スプールの形状にもいく
つかありますが、代表的なのは
普通のスプールとシャロースプー

ルと呼ばれる溝の浅いスプール
の２つです。シャロースプールは
普通のスプールに比べて溝が浅
く、細いPEラインなどを巻くこと
と、ラインの放出性能に優れて
います。 普通のスプールでもPE
は巻けますが、ボリュームを調整
するために、ナイロンなどの捨て
糸を下巻きして使います。ギアは
PG（パワーギア）がローギアで、
HGがハイギア、もっとギア比が
上がるとXG（エクストラギア）
などと表記されます。釣りものに
よって選びましょう。

こちらはブラックバスをやる方
にはお馴染みのベイトリールで
す。正確にはキャスティングベイ
トリールと言って、ベイトリール
の中でもキャスティングを前提と
して機械式ブレーキやマグネット
ブレーキの性能が強化されてい
ます。ベイトリールではキャスティ
ングをするためにサミングと言わ
れるスプールを指で軽く押さえる
動作が必要になりますが、これが
初心者には結構難しく、使う為の
ハードルを上げています。ベイト
リールは、スプールに回転の慣

性力が働くので、そのまま何も
せずに回していると糸が出て行く
速さをスプールの回転が追い越
して、結果糸がスプールの中で
出すぎてしまいライントラブルが
発生します。これが所謂バックラッ
シュと言われる現象で、これを防

ぐ為にスプールの回
転を制御する必要が
あるのでサミングが
必要になります。基
本的にはルアーや仕
掛けが着水する寸前
にサミングを行うの

で、着水が確認出来る状態で無
ければサミングが出来ないという
事になります。よって、ベイトリー
ルは基本的にデイゲームで利用
することが前提になります。しか
しながら世の中にはすごい人がい
るもので、慣れてくると着水のタ

イミングを夜でも感覚でわかる方
がいるようです。最近ではナイト
ゲームで使う方も増えて来たよう
です。また、近年はマイクロコン
ピュータを搭載して、リール自体
がサミングを掛けてくれる物も存
在します。シマノではＤＣと言う
名前が付いたベイトリールがそれ
に当たります。これを使えば難し
いサミングもリール任せに出来、
ベイトリールの最大の利点である
細かいキャストコントロールが初
心者でも可能になっています。

余り見慣れない形のリールです
が、太鼓リールと呼ばれる物です。
フライフィッシングに使われるも
のと概ね同じ物です。

海釣りでは主にヘチ（堤防際な
ど）の落とし込み釣りと言われる
バーチカルな釣りに使われます。
代表的なのはチヌの落とし込み釣
りでしょうか。３B ～５B程度のガ
ン玉のみを錘としてその重さだけ
で仕掛けを落とし込んでいくシン
プルな釣りですが、意外にもこれ
が色々な魚が釣れますし、大物

も狙えます。ヘチには思いも掛
けない魚がついているので、そ
の楽しみは色々です。シンプルな
仕掛けとシンプルなリールなので
魚が掛かった時のダイレクト感は
ひとしおで、独特の楽しさが有り
ますね。このリール購入に当たっ
て特に注意するべきことはその回
転性能です。値段は色々で数千
円～数万円までありますが、基
本的に高い物ほどベアリングが高
性能で回転性能が高いです。

しかしながら、世の中には掘り

出し物が有りまして、安いのです
が、メンテナンスをすることで、
素晴らしい回転性能を得る事
が出来る物が有ります。その
一つがこちらのリール。プロマ
リンの 海 将 黒 鯛ＫＡ‐８７Ｇで
す。購入直後は回転させて約
２０秒ほどしか回転が続かな
かった物が、少しずつ油を挿し
て３日ほど根気良くメンテナン
スをした後では私のリールでも
約９０秒ほど廻り続けます。こ
れだけの回転性能が有れば、

３Ｂのガン玉でもするすると仕掛
けが落ちて行きます。

そろそろ部活やりましょうか！
新型コロナウイルスの感染拡大で部長交代してから釣り部通信だけの活動

になっていましたが、そろそろ部活を復活しても良いのではないかと思える
ようになってきましたね。そこで、皆様にアンケートを取りたいと思います。

オミクロン株の事もあるので、実施は様子を見つつ２月初旬頃にしようと
思います。

この時期釣りものとして考えられるのはヒラメ、五目、一つテンヤ真鯛と
いう所ですがそれぞれの特徴を書いておきますので、１２月中にどの釣りを
やってみたいかメールにてご連絡下さい。

ＭAIL：katsu-labo@ae.auone-net.jp    桂　まで

※ヒラメ・・・横流し釣りと言われる茨城独特の釣り方で狙います。平均的
に３～４匹程度です。かなりテクニカルな釣りになりますが、ヒラメ独特
の引きの面白さが有ります。

※五目釣り・・・特に何を釣ると決めているわけでは無く、あれこれ釣ろうよっ
ていう釣りです。割と簡単で船釣りの入門には良いと思います。ゲーム性
は少し少ないかもしれません。

※一つテンヤ真鯛・・・スピニングリールを用いた船釣りでは珍しいとても
ライトな釣りで、体力的に楽です。主な狙いは真鯛ですが、外道も良く釣
れます。ライトタックルで大物を狙うのでダイレクト感がとても楽しめる
釣りになります。
それでは、皆様からのご連絡をお待ちしております！

※釣り部通信で遣われているイラスト及び画像はすべて著作権フリー又は独自の撮影によるものですが、転用はしないでください。

リールの話

釣り部通信　№ 008 
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コ  ラ  ム

2022年はパラダイム転換点なのか？
広報・渉外委員会　委員長　中村　清隆

年表の説明
明治元年から終戦までの 77 年を第１期、その後

77 年後の 2022 年までを第２期、次世代 77 年後の
2099 年までを第３期とパラダイム設定しました。「類
似事象」の欄で、第一期と第二期の類似する事象を同じ
数字で当てはめてみました。

歴史は繰り返す
「歴史は繰り返す」という言葉がありますが、歴史サ

イクルはあるのでしょうか。
掲載の年表は、明治元年と太平洋戦争終戦を歴史の大

きな転換点としてとらえたものです。第１期：明治元
年（1868 年）と終戦（1945 年）間が 77 年、第２
期：終戦から 77 年目が、なんと今年の 2022 年に当
たります。これ以前の江戸時代はというと、やはり 70
～ 80 年スパンで夏の陣・江戸幕府確立から大改革とい
う出来事が起きています。上記周年説が本当だとすると、
今年あたりから日本は想像を絶する大転換点に該当する
ことになります。今後、明治維新、太平洋戦争終戦に匹
敵する社会体制の刷新が起こり、日本という国、そして
世界が今からまったく想像できないほどに変わってしま
うかもしれません。私たちが新たな歴史サイクルの目撃

者となる日は、すぐ目の前まで迫っているのかもしれま
せん。

パラダイム転換時を詳細に見ると、大きな価値観の変
換があることに気づきます。突如として時の指導者が戦
犯になったり、出世街道にいた人が失職したり、花形職
業が転落するように。
■明治維新：幕藩体制廃止、王政復古、武士制度廃止、
　　　　　　神仏分離令、廃仏毀釈
■終　　戦：東京裁判、公職追放、財閥解体、国家神道

廃止、日本神話厳禁、天皇は象徴に

各パラダイムの特色
年表を見て分かることは、第１期は戦争が多いこと。

戊辰戦争から始まって、西南戦争、日清戦争、日露戦争、
第一次世界大戦、日中戦争、最期は太平洋戦争。前後の
パラダイムには戦争はありません。

人口の変化にも大きな特色があります。江戸時代
1783 年時点で 2500 万人。第１期：明治元年時で
3400 万人に 1.4 倍増加、第２期：終戦時 7210 万人
と 2.1 倍に急増。第２期人口のピークが１億 2800 万
人で、1.8 倍に増加。第３期：期末時点で想定 7500
万人に激減して、第２期終戦時の人口に戻る。これほど

コラム　2022 年はパラダイム転換点なのか？
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人口が急増して、また急減するということは、日本の歴
史上初めてのこと。人口が急増することには我々世代と
我々の祖先が経験して対処してきたことですが、急減す
る第３期はこれからの世代の人たちが、がんばって対処
することになります。

明治の輝かしい歴史は江戸時代生まれの人たちが創っ
てきました。戦後の復興・急成長の歴史は、大正生まれ
の戦争生き残り世代が、戦争で亡くなった同僚の分まで
がんばって働いた結果です。今後の第３期は、平成生ま
れの若者が創っていくことになるのです。

○○年周期説とは
周期説には、大竹愼一・神田昌典氏の 70 年周期説、

北野幸伯氏の 79 年周期説、ウィリアム・ストラウスと
ニール・ハウ共著の８０年周期説などがあります。重要
なことは、厳密に何年周期かを突き止めることではなく、
歴史とはランダムな出来事の連続により創られるのでは
なく、同じパターンの物語の繰り返しにより創られてい
るという認識です。

80 年周期説のアメリカのウィリアム・ストラウスと
ニール・ハウ共著『Generations』という題名の本は、
ピューリタンがアメリカ大陸に上陸してから、16 世代

にわたって米国史を分析した結果、４世代ごとの循環が
あることを解明。当時副大統領だったアル・ゴア氏が非
常に感銘を受け、議員全員に本書を配布したといいます。
周期説は世界共通なのかもしれません。日本の文明研究
家 村山節が発見した 800 年周期説というものもありま
す。繁栄期が 800 年ごとに東洋と西洋交互に移ってい
くという衝撃的な説です。この説によると、そろそろ世
界の繁栄期が、西洋から東洋に移ってくる時期になりま
す。

周期説を知ることは、将来の予備知識を得るようなも
のです。予備知識を知らずに生きることは、「天気予報
を見ずに山登りにいく」ようなもので、大雨が降ること
を知らず、傘を持たずに山登りにでかければ、ひどい目
にあうことは確実です。 しかし、天気予報を見ていれば、
傘やレインコートを持っていくこともできますし、そも
そも山登りの時期を変更することもできます。

参考文献
2022−これから10年、活躍できる人の条件　神田昌典

79年サイクルで読み解く世界情勢　　　　　　北野幸伯

コラム　2022 年はパラダイム転換点なのか？
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コ  ラ  ム

女性にもてるためのワイン講座（16）
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（16）

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 13 回目で、テーマは旧ユーゴスラビアのワインで

す。

旧ユーゴスラビアは、アドリア海に沿って西北から東

南に長い国で、西北端のスロベニアはオーストリアやハ

ンガリー、イタリアに接し、東端のマケドニアはギリシ

アに接しています。この位置からして、この国々のワイ

ンの歴史もギリシア・ローマの昔から古く、旧諸国全体

で、ぶどう園面積は 25 万 ha、60 万㎘のワインを生産し、

世界で 10 番目の生産量と言われています。
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コラム　女性にもてるためのワイン講座（16）

東欧のロマンと、秘められた伝説を語る
一本・・・ユーゴワイン　カベルネ

バーデル・ヴィノプロダクトはクロアチアの首都ザグ

レブに本社を置く、旧ユーゴスラビア最大のワイン企業

です。1862 年から 1920 年にかけて創立したいくつ

かの酒類メーカーが、第 2 次世界大戦後に合併し、国民

的英雄マハリン・バーデルの名を頂いて歩み始めました。

更に、その後、1949 年設立のザグレブワイン製造所も

吸収し、益々規模を広げて現代に至っています。

もともと東ユーロッパの国々でもぶどう栽培は盛んに

行われていますが、とりわけユーゴスラビアは、西ヨー

ロッパのぶどう品種と土着の品種が共存しているという、

特殊なところです。それだけにユーゴのワインは、ヨー

ロッパはもちろん、日本人にも親しみやすい風味を持っ

ています。

バーデル・ヴィノプロダクトの生産量は旧諸国全体の

１/ ３と言われ、スティルワインのほかスパークリングワ

イン、ブランデーなど様々なお酒を造っています。我が

国でもお馴染みのワインといえば、カベルネからつくら

れる「ユーゴワイン　カベルネ」（赤）……

この赤ワインはボルドーとは全く違ったコクと厚み、

風味をもっています。また「リースリング」（白）も辛口

で、ふくよかでフルーティーな味わいに人気があります。

どちらもバーデル社の代表的なワインですが、ユーゴワ

イン独特の素直でコクのある風味は、まさしく、ユーゴ

を代表するワインといえましょう。

旧ユーゴスラビア諸国は、それぞれ独立国となって、

政治的情勢は難しそうですがそれはさておき、パートナー

と、「ユーゴワイン　カベルネ」（赤）ー「ユーゴワイン

　リースリング」（白）を味わって、東欧のロマンと秘め

られた伝説の味わいを感じてみてはいかがでしょうか。

参考文献：World Wine Catalogue 1992 by Suntory

―――――――――――――
ユーゴワイン
カベルネ  赤□
700㎖・1,300 円
―――――――――――――
東欧諸国でもワインは盛
んにつくられています。
ユーゴスラビアには西か
らのぶどう品種と土着品
種が共存しています。しか
もユーゴはアメリカ同様、
優良ワインのみ原料ぶど
う名を明記します。カベル
ネ種からつくられる赤ワ
インはボルドーとはまた
別の風味をもっています。

―――――――――――――
ユーゴワイン
リースリング  白□
700㎖・1,300 円
―――――――――――――
東欧はワインづくりが盛
んですが、特に白ワイン
が多くつくられています。
中でも、この白ワインの
産地スラボニア地方のワ
インは、辛口で厚みのあ
る個性的な味わいが魅力
です。バーデルヴィノプ
ロダクトはユーゴの中で
も良質のワインをつくる
ことで知られています。

アドリア海に沿った町並み
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 ８月
  4・日事連第17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）
  6・広報・渉外委員会　　　　　　 Ｗeb会議
10・(仮称)マロニエＢＩＭ設計コンペティション2021第３回定例会議　　Ｗeb会議（自社事務所等で参加） （栃木会５名出席）
11・会員交流委員会　　　　　　　 協会会議室で開催
17・建築士定期講習（修了考査３回） 栃木県自治会館で開催 （参加者６名）
  　・設計三会業務報酬基準改正に向けた意見交換会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
20・建築相談会　　　　　　　　　 協会会議室で開催
25・定例常任理事会（14:00 ～）・定例理事会（15:00 ～） 栃木県自治会館で開催
26・次世代創造委員会 協会会議室で開催
27・広報・渉外委員会　　　　　　 Ｗeb会議
  　・第２回設計三会業務報酬基準改正に向けた意見交換会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
  　・日事連第４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）

 ９月
  2・第Ⅱ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40名）
14・マロニエBIM設計コンペティション2021第４回定例会議 Ｗeb会議（自社事務所等で参加） （栃木会５名出席）
15・日事連理事会　　　　　  　　 Ｗeb会議（自社事務所で参加） （佐々木宏幸会長・本澤崇常務理事出席）
16・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
17・栃木県建設産業団体連合会団体長会議 栃木県建設産業会館で開催 （佐々木宏幸会長出席）
24・次世代創造委員会　　　　　　 協会会議室で開催
29・マロニエＢＩＭ設計コンペティション2021打合せ会議（28-30）　熊本会で開催 （渡辺純一委員出席）
30・臨時常任理事会 協会会議室で開催

 10月
  6・技術研修委員会　　　　　　　 Ｗeb会議
  8・第164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
12・マロニエBIM設計コンペティション2021第５回定例会議 Ｗeb会議（自社事務所等で参加）   （栃木会５名出席）
13・日事連第18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）
  　・会員交流委員会　　　　　　　 協会会議室で開催
  　・業務運営委員会　　　　　　　 協会会議室で開催
15・次世代創造委員会　　　　　　 協会会議室で開催
19・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
22・第３回設計三会業務報酬基準改正に向けた意見交換会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
26・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）
28 ・ 次世代創造委員会専門職種セミナー 協会会議室で開催 （参加者25名）

 11月
  2・第３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）
  5・第１回「COOL CHOICEとちぎ」推進ワーキンググループ ニューみくらで開催 （渡邉有規常務理事出席）
  　・広報・渉外委員会 Ｗeb会議
  8・日事連第５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）
  9・令和３年度管理建築士講習 宇都宮市文化会館で開催 （参加者９名）
  　・マロニエBIM設計コンペティション2021第６回定例会議 Ｗeb会議（自社事務所等で参加） （栃木会６名出席）
10・会員交流委員会 協会会議室で開催
12・業務運営委員会 ただおみ温泉で開催
16・定例常任理事会 協会会議室で開催
17・耐震診断事前審査会 協会会議室で開催
19・マロニエBIM設計コンペティション2021第７回定例会議 Ｗeb会議（自社事務所等で参加） （栃木会４名出席）
22・次世代創造委員会 協会会議室で開催
24・耐震診断判定会 協会会議室で開催
26・マロニエBIM設計コンペティション2021（25 ～ 27） 熊本ホテルキャッスルで開催

（佐々木宏幸会長（審査委員）・本澤崇常務理事・桂貴樹理事・塩田真吾理事・渡辺純一委員出席）

 12月
  2・第Ⅲ期建築士定期講習 とちぎ福祉プラザで開催 （参加者34名）
  　・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 （安藤寛樹副会長出席）
  　・日事連理事会　　　　　  　　 Ｗeb会議（自社事務所で参加） （本澤崇常務理事出席）

協 会 日 誌

協会日誌
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新入会員の紹介
事 務 所 名

T E L / F A X

管 理 建 築 士 事務所登録

一級建築士事務所株式会社桂設計栃木事務所　〒321-0953 宇都宮市東宿郷三丁目２番18号5B

T E L . 0 2 8 - 6 6 6 - 4 2 5 8 　 　 F A X . 0 2 8 - 6 6 6 - 4 2 5 7

１級第323478号　及川裕章　　　　 　  A第3623号

新賛助会員の紹介

ハイビック株式会社
森　　信芳代表取締役社長

住　所　〒323-0017 栃木県小山市飯塚1728
Ｔ Ｅ Ｌ　0285-25-4785　 ＦＡＸ　0285-25-4799
H　  P　http://www.hivic.co.jp
E-mail　my0824@hivic.co.jp

営業品目・取扱商品名
●軸組工法（在来・金物）の木造プレカット材
　木材、建材販売、木造物件構造計算
　住宅販売

営業地域　関東圏中心に浜松～八戸まで

  6・栃木県建設産業団体連合会第１回建設生産システム委員会 栃木県建設産業会館で開催 （小林基副会長出席）
  7・日事連全国会長会議 Ｗeb会議（自社事務所で参加） （佐々木宏幸会長出席）
 Ｗeb会議（銀座東武ホテルで参加） （本澤崇常務理事出席）
  9・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
15・会員交流委員会　　　　　　　 協会会議室で開催
16・技術研修委員会　　　　　　　 協会会議室で開催
  　・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）
17・広報・渉外委員会　　　　　　 Ｗeb会議
21・栃木県震災建築物応急危険度判定連絡訓練 電話・メールで開催
23・日事連第１回記念式典企画分科会 Ｗeb会議（協会会議室で参加） （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・建築学会提案競技二次審査・表彰式 宇都宮市役所で開催 （佐々木宏幸会長出席）

 １月
  5・仕事始め
  7・栃木県建設産業団体連合会賀詞交歓会 ホテルニューイタヤで開催

（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）
  　・定例常任理事会 協会会議室で開催
12・会員交流委員会 協会会議室で開催
14・日事連関東甲信越ブロック協議会会長会議 Ｗeb会議（自社事務所で参加） （佐々木宏幸会長出席）
  　・第165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・小林基副会長・入江仁一専務理事出席）
19・技術研修委員会　　　　　　　 Ｗeb会議
20・次世代創造委員会　　　　　　 協会会議室で開催
21・広報・渉外委員会　　　　　　 Ｗeb会議
27・建築技術検定・建築製図検定問題作成委員会(合否判定) 栃木県建設産業会館で開催 （小林基副会長出席）
  　・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

協会日誌　　新入会員の紹介　　新賛助会員の紹介
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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４年３月７日（月）受付９:00 ～
講習時間：９:30 ～ 17:10
場　　所：とちぎ福祉プラザ

お知らせ（予定）

【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：収まったと思ったコロナ、残念ながらまたまん延！
　　　気を付けましょう!!
中村：明けましておめでとうございます。
　　　コロナ禍で、ＲＣ造公衆トイレの現場監理を、初リモー

トで完工しました。
　　　押印廃止もあり、仕事のやり方が変わりますね。
大髙：オミクロン株が流行の最後になりますように。（神頼み）
新井：正月明けは毎年広報コラムの作成で忙しないな。
栗原：気が付けば、BIM設計コンペティションの記事を担当し

てから早や8回目。今年は寅年、年男と同時に事務所創立

20年という節目の年です。今まで以上に頑張っていきた
いと思いますので、本年も宜しくお願い致します。

鮎澤：数年前、施主との打ち合わせの中で、『ここはDIYでやり
ます！』って言われた時は、何の事か解らず焦りました。
隣の担当者が、『そうなんですね』って話を進めてくれて
助かったのを思い出しました。なんでもアルファベット
用語にするの、やめて欲しいと思います。

出口：明けましておめでとうございます。コロナも早く明けて
ほしいですね。

　　　リモート会議慣れてきましたがやはり味気ないな。

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。

協 会 活 動 通 信

令和３年度
「一級／二級／木造　建築士定期講習」
９月２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：40名
講習時間：９:30～17:10
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
次世代創造委員会専門職セミナー
10月28日、当協会会議室において開催されました。
内　容：「標準仕様書に掲載されている塗装・塗料について」
受講者：25名
講習時間：15:00～16:30

第３回新技術研修会
１１月２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：34名
１．旭化成建材株式会社
　●非住宅・中大規模木造分野へのALCについて
２．三和シヤッター工業株式会社
　●都市型水害対策について
３. ケイミュー株式会社
　●屋根材・外壁材・内装材について
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和３年度　管理建築士講習
１１月９日、宇都宮市文化会館において開催されました。
受講者：９名
講習時間：９:30～17:10
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和３年度
「一級／二級／木造　建築士定期講習」
12月２日、とちぎ福祉プラザにおいて開催されました。
受講者：34名
講習時間：９:30～17:10

▲次世代創造委員会専門職セミナー

協会活動通信・お知らせ・編集後記
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広告

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

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

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

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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広告

代表取締役 三 柴 富 男

本社／栃木県宇都宮市大曽1-5-8

TEL.028-622-8928㈹　FAX.028-622-0850

東京、栃木、さいたま、神奈川、千葉、茨城、群馬、宮城

HP_http://www.fuketa.com　E-MAIL_info@fuketa.com

～顧客のニーズに応え、安心と信頼を提供します～

株式会社 フケタ設計

○茨城事務所
〒310-0842　茨城県水戸市けやき台３丁目28-5　ビュークイーンズ303号室
TEL 029-350-4191                   FAX　029-350-4193
E-MAIL ： info@chiyodakouei.com  URL : http://www.chiyodakouei.com
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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

〒320-0027 栃木県宇都宮市塙田3-1-18
TEL 028-622-3264  FAX 028-622-3265
HP: https://www.machidakento.co.jp/

代 表 取 締 役 　町 田  卓 大

（株）町田建塗工業
おかげさまで、創業120年。左官が大好き! !
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広告 

代表取締役社長　増 渕  勝 明
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広告

w178×h239mm
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