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建築士事務所憲章
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
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
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一般社団法人

栃木県自動車整備振興会
教育会館

本施設は、築 44 年を経て老朽化し、先の大震災で多
数の被害をうけた教育センターの建替えとして建設され
ました。外観は、門型フレームの中にアルミサッシのグ
リッドパターンを構成し、軽快で落ち着きのある表現と
しています。
次世代車の技術研修や情報交換の場としての機能を備
えるため、誰でもがわかりやすいシンプルな平面構成と
なっています。また、南面の大開口部には Low-E ペア
ガラス、照明は全て LED を採用するなど環境に配慮し
た建物となっています。
1 階エントランスホールの壁面には自動車廃ガラスを
リサイクルし、車社会の過去・現在・未来を象徴したモ
ニュメントを設け、利用する方々の心を和ませる空間と
なっています。
株式会社鈴木公共建築設計監理事務所

目次
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平成26年度定時総会（決算総会）開催される

栃木県 県土整備部 建築課

佐々木宏幸会長

開会のことば
三柴富男副会長
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平成 26 年度定時総会

功労者表彰
酒井誠様

渡辺伸宏課長

閉会のことば
佐治則昭副会長
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新役員紹介

懇親会の様子

挨拶をする佐々木宏幸会長

平成 25 年度栃木県建設事業関係功労者等知事表彰受賞
深津 喜一監事
平成 25 年度年次功労者（日事連会長）表彰受賞
阿久津新平理事
平成 26 年度 功労者表彰（4 号表彰）受賞
酒井
誠理事

日本工業経済新聞（H26.5.28）

挨拶をする
栃木県県議会 螺良昭人議長

乾杯の挨拶をする
日本工業経済新聞社 取締役社長

澁谷卓彌様
平成 26 年度定時総会
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組織
役職名
会

長

氏

名

役職名

事務所名

佐々木宏幸

㈱荒井設計

副 会 長

三柴

富男

㈱フケタ設計

〃

佐治

則昭

㈱創建設計

理

事
〃

氏

名

事務所名

君島

広之

㈲君島榮七建築設計事務所

慶野

正司

㈲アトリエ慶野正司
一級建築士事務所

〃

夏目

公彦

㈱公和設計

〃

小林

基

小林建築設計事務所

専務理事

安藤

寛樹

㈱安藤設計

〃

酒井

誠

㈱酒井建築設計事務所

常務理事

田村

哲男

㈱田村忠設計事務所

〃

塩田

真吾

〃

渡辺

有規

㈱渡辺有規建築企画事務所

〃

菅又

守

山崎

良知

〃

㈱シオダ建築デザイン事務所
㈱ドラフト

㈲山崎企画設計

〃

竹内

幹夫

アルス建築設計事務所

阿久津信一

晋豊建設一級建築士事務所

〃

竹石

昭厚

竹石建設㈱一級建築士事務所

〃

新井

孝

㈲新井建築構造設計事務所

〃

中村

清隆

㈲翔建築設計事務所

〃

池澤

達夫

㈲池澤設計

〃

中村

滋

〃

池田

光一

ウッド・プランニング

〃

野口

利男

〃

和泉

卓哉

㈲和泉設計

〃

本澤

崇

〃

市田

登

㈱アガ設計工業

〃

山本

景一

㈱鈴木公共建築設計監理事務所

〃

大髙

宣光

㈱ＫＥＮアソシエイト

〃

横松

邦明

㈱横松建築設計事務所

深津

喜一

㈱大森一級建築士事務所

〃

岡田

裕

㈱岡田建築設計事務所

理

事

一級建築士事務所

監

事
〃

阿久津新平

㈱近代綜合建築事務所
㈲建都企画設計
㈱本澤建築設計事務所

㈲睦和建築設計事務所

一般社団法人栃木県建築士事務所協会 組織図
総

会
※１

理事会
監

事

顧
※２

※１

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

※２

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

名誉会長
相 談 役

常任理事会
事務局

常置委員会

特別委員会

総務委員会
経営委員会
広報・渉外委員会
業務運営委員会
企画委員会
技術研修委員会
会員交流委員会

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

青年部会

問

木造建築物
耐震業務W・G
耐震診断検討業務W・G
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新任常務理事の抱負
㈲山崎企画設計

山 崎

良 知

過日開催されました平成
26 年度通常総会におきまし
て、常務理事に就任いたしま
した山崎良知です。私のよう
な若輩者がこのような大役を
仰せつかり、身の引き締まる
思いでいっぱいです。
今まで培ってきた設計事務
所での経験と協会活動を糧に地域発展のため、また事務所
協会の発展のため身を粉にして働く所存です。常務理事と
いう責任ある立場におきまして更なる社会貢献に邁進した
いと思っております。皆様宜しくお願い申し上げます。

㈱渡辺有規建築企画事務所

渡 辺

有 規

この度、平成 26 年度通常
総会において常務理事を仰せ
つかりました渡辺有規でござ
います。
建築を取り巻く環境は、大
きく変化しつつある今、栃木
県における協会の役割は、大
変重要と考えております。
微力ながら栃木県建築士事務所協会の発展、地域貢献の
ためお役に立てるよう頑張ってまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

新任理事の抱負
株式会社 KEN アソシエイト
一級建築士事務所

大 髙

宣 光

2007 年に「設計しない設
計事務所です」と入会のご挨
拶させていただきましてから
早 7 年、このたび本会の理事
を仰せつかりました。
「好きな
事を書いて良いから」と頼ま
れた会報のコラムも既に 5 年
になり、ここで紹介している FM コンサル会社としてのコ
ンサルネタが、少しでも皆様の業務の参考になればと思っ
ておりますし、皆様との新たな業務開拓につながればと願っ
ておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
㈱ドラフト

菅 又

守

本年度より理事に就任しま
した菅又守でございます。
建築設計業務に就きまして
36 年となりますが、建築の
技術進歩に遅れを取らぬよう
自己研鑚を重ねていく所存で
す。
また、これまで当協会では
一般会員として、たくさんの研修や社会勉強をさせて頂き
ましたが、今後は理事としての自覚と社会的責任を全うす
べく、協会並びに地域社会の発展に尽力いたしますので、
今後とも宜しくお願いいたします。

㈱シオダ建築デザイン事務所

塩 田

真 吾

この度、理事を仰せつかっ
た塩田真吾です。
これまで業務運営委員会や
青年部会で活動をして参りま
したが、引き続き AP 展、住
宅フェア、BIM 及び学生との
交流会等のお手伝いをさせて
頂くと共に、諸先輩方々共々、
建築士事務所協会及び栃木県内業界を盛り上げ、かつ貢献
していければと考えております。
どうぞ宜しくお願い致します。

㈱横松建築設計事務所

横 松

邦 明

㈱横松建築設計事務所 横
松宏明の監事辞任に伴い、後
任の理事に就任しました横松
邦明です。
これまでは青年部会を通し
て事務所協会に関わらせてい
ただいていましたが、今後は
理事として責任を持って社会
貢献に尽力させていただきます。
いろいろ勉強しながら協会のお役に立てるようになれた
らと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
新任常務理事・新任理事の抱負
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新賛助会員の紹介
丸宇興行株式会社
代 表 取 締役

岡野

正之

住所 〒329-0604 上三川町上郷1927
ＴＥＬ 0285-55-2107 ＦＡＸ 0285-55-2137
H P http://www.maruu-mukg.co.jp
E-mail mukg.ks@gmail.com

営業地域

株式会社環境生物化学研究所
代 表 取 締役

野口

勝明

住所 〒324-0613 那須郡那珂川町馬頭60-2
ＴＥＬ 0287-92-5723 ＦＡＸ 0287-92-3600
H P http://www8.ocn.ne.jp/~kanseikn/
E-mail kanseikn@olive.ocn.ne.jp

境

勇司

住所 〒321-0132 宇都宮市雀の宮３丁目９番９号
ＴＥＬ 028-653-2371 ＦＡＸ 028-653-2372
H P http://www.daiki-axis.com

代 表 取 締役

野口

正

住所 〒321-4335 真岡市下高間木2-6-12
ＴＥＬ 0285-84-5355 ＦＡＸ 0285-82-1494
H P http://www5.ocn.ne.jp/~nissoku
E-mail nissoku@poem.ocn.ne.jp

代 表 取 締役

佐藤

克彦

住所 〒328-0124 栃木市野中町字小蓋原492-1
ＴＥＬ 0282-23-7611 ＦＡＸ 0282-23-7618
H P http://www.travers.co.jp
E-mail yoshida.tochigi@travers.jp

代 表 取 締役

斉藤

彰悟

住所 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-3-2 秋葉原スクエアビル６階
ＴＥＬ 03-5822-4352 ＦＡＸ 03-5822-4160
H P http://www.shinmate1.com/
E-mail kikuchi@shinmate1.com

株式会社アド宣通
代 表 取 締役

炭田

住所 〒321-0346 宇都宮市下荒針町2678-443
ＴＥＬ 028-648-7415 ＦＡＸ 028-648-7416
H P http://www.ad-sentsu.co.jp
E-mail y.sumita@ad-sentsu.co.jp
7

新賛助会員の紹介

恵崇

関東一円

その他相談可

営業品目・取扱商品名
●測量調査及び地盤調査並びに地盤改良工事

営業地域

株式会社シンマテリアルワン

栃木県

営業品目・取扱商品名
●地質調査
●土質試験
●測量
●設計
●さく井工事
営業地域

株式会社トラバース

全国

営業品目・取扱商品名
●浄化槽及び各種排水処理装置の製造・設計・施
行・販売・維持管理

営業地域

日本測地株式会社

北関東全域

営業品目・取扱商品名
●調査・分析

営業地域

株式会社ダイキアクシス 宇都宮出張所
所長

営業品目・取扱商品名
●クサビ足場事業
●建築塗装
●リフォーム事業

北海道、沖縄、離島を除く全国25拠点

営業品目・取扱商品名
●Hybrid断熱塗料「キルコート」
●ガラス用遮熱コート「ハイパーGキルコート」

営業地域

全国

営業品目・取扱商品名
●店舗イノベーション

営業地域

全国

企画

設計

施行

管理
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No.99

TOCHIGI ARCHITECT OFFICE ASSOCIATION BULLETIN

パスキン工業株式会社
代 表 取締役

佐藤

節

住所 〒320-0071 宇都宮市野沢町６４０番地の４
ＴＥＬ 028-665-1621 ＦＡＸ 028-665-1623
H P http://www.passkin.co.jp
E-mail seihin@passkin.co.jp

エスケー化研株式会社

営業地域

宇都宮営業所
所長

小峰

孝

住所 〒321-0954 宇都宮市元今泉3-20-41
ＴＥＬ 028-633-9721 ＦＡＸ 028-633-9723
H P http://www.sk-kaken.co.jp/
E-mail komine@sk-kaken.jp

栃木県

営業品目・取扱商品名
●建築仕上塗材、機能性塗料、特殊塗料、建築用塗
料、無機断熱材、耐火被覆材の製造・販売、請負
工事

営業地域

宇都宮東武ホテルグランデ

栃木県内

営業品目・取扱商品名

取 締 役 総 支 配人

根本

弘道

住所 〒320-0033 宇都宮市本町5番12号
ＴＥＬ 028-627-0111 ＦＡＸ 028-643-2114
H P http://ww2.tobuhotel.co.jp/utsunomiya/
E-mail

営業地域

有限会社 那須グリーンサービス
代 表 取締役

本澤久良之

住所 〒329-3156 那須塩原市方京１丁目10番６号
ＴＥＬ 0287-65-0018 ＦＡＸ 0287-65-0853
H P
E-mail

代 表 取 締 役 社長

今村

住所 〒141-0032 東京都品川区大崎１丁目11番２号
ゲートシティ大崎イーストタワー９階
ＴＥＬ 03-3493-1504 ＦＡＸ 03-3493-1937
H P http://www.jfe-kouhan.co.jp
E-mail s-maruyama@jfe-kouhan.co.jp

晴幸

幸田

栄

住所 〒328-0075 栃木市箱森町10-26 幸栄瓦工業㈱内
ＴＥＬ 0282-23-3260 ＦＡＸ 0282-23-5020
H P http://www.tochigaren.com/
E-mail

支店長

渡辺

充昭

住所 〒321-0953 宇都宮市東宿郷3-1-7 NBF宇都宮ビル４階
ＴＥＬ 028-636-2610
ＦＡＸ 028-636-2677
H P http://www.okamura.co.jp
E-mail Mitsuaki_Watanabe@okamura.co.jp

関東甲信越

営業品目・取扱商品名
●屋根工事（粘土瓦、化粧スレート、シングル）

営業地域

宇都宮支店

全国

営業品目・取扱商品名
●表面処理鋼板・遮熱・フッ素樹脂等の各種塗装鋼
板・その他薄板の製造・販売

営業地域

栃木県瓦工事業組合連合会
会長

営業品目・取扱商品名
●体育館・学校等の床工事、足場設置工事、緑化造
園、植栽工事、事務所等清掃業務
●ブリヂストン向けタイヤパレット・ラック・コン
ベア等の設計・製作納入・据付工事
●機械電気設備の設計、製作納入・据付工事
営業地域

JFE鋼板株式会社

株式会社 岡村製作所

営業品目・取扱商品名
●地質調査
●コンクリート２次製品

栃木県

営業品目・取扱商品名
●一般オフィス・病院・学校・公共施設向け家具・
特別注文家具
●間仕切、移動間仕切、金庫設備、貸金庫、収蔵庫
扉、防水板
●オフィスセキュリティ機器
営業地域

栃木県及び隣接県

新賛助会員の紹介
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2014年（第23回）
AP展

活動報告
業務運営委員会
副委員長

去る７月16日～ 18日、マロニエプラザにて恒例の栃木
県建設展＆AP展が行われました。

真

吾

ブル等を配置の上、作品パネル、模型の設置を行いました。

▲作品搬入風景

▲会場設営風景 1

▲会場設営風景 2

▲会場風景 1

▲会場風景 2

▲学生作品

AP 展活動報告

田

協会員の作品搬入に始まり、展示会看板、展示ボード、テー

まず展示会前日には、例年の如く蒸し暑い中、各学校や

9
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▲栃木県建築士事務所協会・会長賞（荒井設計）

▲栃木県建築士事務所協会・会長賞（アトリエ慶野正司）

▲日本工業経済新聞社・社長賞（渡辺有規建築企画事務所）

▲栃木県建築士事務所協会・会長賞（宇都宮大学・野村洋介）

▲日本工業経済新聞社・社長賞（宇都宮メディア・アーツ専門学校・
駒林美樹）

▲受賞者記念撮影

本年も業務運営委員会・青年部会の協働で準備から設営、
片付けまで行いました。

上の大作も多く、雨も重なり搬入搬出には苦労しましたが、
地元・栃木県内に敷地設定をした作品も多く見られたこと

様々な業種の仲間と汗をかき、物事を成し遂げることが

は、栃木に住む学生が、身の回りの「場」に対し、意識を持っ

出来、また結束力が高まったのではないかと思います。協

て設計の勉強をしてきたことの表われではないかと、地元

会員の受賞作は、社会的に大きな役割のある作品が選ばれ

にとっても良い傾向を感じました。

たように思います。また、学生の作品については、例年以
AP 展活動報告
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栃木県建築課からのお知らせ
《建築士事務所開設者の皆様へ》

定期講習の受講について
○㻌 建築士法の規定により、建築士事務所に所属する建築士は、３年以内ごとに「定期講習」を受講する㻌 㻌
㻌 㻌 ことが義務付けられています。㻌
㻌 㻌 㻌 受講期限内に受講しない場合は、懲戒処分の対象となります。㻌
○㻌 建築確認申請手続等において受講状況を確認しておりますので、必要に応じて受講証の原本の提示を求める場合㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 があります。その際はご理解とご協力をお願いいたします。㻌
＜受講期限について＞
①受講経験がある場合
 ア前回受講した年度の翌年度の開始日（月日）から起算し、年後の月日までが受講期限。
 イ前回受講後に所属建築士でなくなり、前回受講してから年を超えた日以降に、再び所属建築
  士になった場合は、遅滞なく定期講習を受けなければなりません。
②受講経験がない場合
 ア一級建築士試験に合格した年度の翌年度の開始日（月日）から起算し、年後の月日まで
  が受講期限。
 イ一級建築士試験に合格した年度の翌年度の開始日（月日）から起算し、年を超えた日以降
  に所属建築士になった場合は、遅滞なく定期講習を受けなければなりません。
前回受講から
３年後の年度末が受講期限

受講経験がある方の場合
H23

①－ア㻌

●

建築士法施行規則

17条の36

前
回
受
講

［原則］
受講経験あり

H26

１年後

２年後

３年後

前
回
受
講

前回受講から3年以上経過して
から、建築士事務所に再所属

離
脱

１年後

建築士法施行規則

17条の37 イ
［例外］
受講経験無し、合格の翌年度
開始日から３年以内に所属

②－イ㻌
建築士法施行規則

17条の37 ロ
［例外］
受講経験無し、合格の翌年度
開始日から３年経過後に所属

11
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２年後

合格した年度の
2年後に建築士
事務所に所属

H23合格

◎

３年後

前回受講の翌年度開始日から３年

受講経験がない方の場合

②－ア㻌

期
限

H24
１年後

● H25

期
限

○

２年後

３年後

●
合格年度
１年後

２年後

遅滞なく受講

H26

合格の翌年度開始日から３年

合
格

●

再
所
属

合格した年度の翌年度開始日から3年以
内に建築士事務所に所属した場合
３年後の年度末が受講期限

所
属

合
格

◎

○
●
㻌

合所
格属

●

●

前回受講の翌年度開始日から３年

×㻌

［例外］
受講経験有り、前回受
講から３年経過後に再
所属

●○
◎
●
㻌
㻌

17条の37 ハ

H25

受講年度

①－イ㻌
建築士法施行規則

H24

３年後

合格の翌年度開始日から３年

●
期
限
合格後3年以上経過してから
建築士事務所に所属

○
●
所
属

●
期
限

遅滞なく受講
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法令情報
●「建築士法の一部を改正する法律」の概要

（平成26年法律第92号）

建築設計関係三団体※による「建築物の設計・工事監理の業の適正化及び建築主等へ
の情報開示の充実に関する共同提案」を踏まえ、書面による契約の義務化（ 300㎡ 超）、
管理建築士の責務の明確化、建築士免許証提示の義務化等の所要の措置を講ずる。
※ 公益社団法人日本建築士会連合会、
公益社団法人日本建築士会連合会 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会及び公益社団法人日本建築家協会
般社団法人日本建築士事務所協会連合会及び公益社団法人日本建築家協会

法改正の必要性
建築物に関する現行の法制度では、設計等の業務を行う建築士事務所の契約責任
が不明確であり、建築紛争の増大・長期化等につながっている。また、建築士なりすまし
事案等が発生している。
このため
建築物の設計・工事監理の業務の適正化及び建築主等への情報開示を充
このため、建築物の設計
工事監理の業務の適正化及び建築主等への情報開示を充
実する必要がある。

法改正の概要

【 公布日：平成26年6月27日

施行日：公布後１年以内 】

■書面による契約等による設計等の業の適正化
① 延べ面積300㎡を超える建築物について、書面による契約締結の義務化。
【22条の３の３】

② 延べ面積300㎡を超える建築物について、一括再委託の禁止。【24条の３】
③ 国土交通大臣の定める報酬の基準に準拠した契約締結の努力義務化。 【22条の３の４】
④ 設計業務等に関する損害賠償保険の契約締結の努力義務化。
設計業務等に関する損害賠償保険の契約締結の努力義務化 【24条の９】

■管理建築士の責務の明確化による設計等の業の適正化
① 管理建築士の責務を下記のとおり明確化。【24条】
・受託する業務等の選定 ・業務の実施者の選定 ・提携先等の選定 ・事務所の技術者の管理

② 建築士事務所の開設者に対する管理建築士が述
建築士事務所の開設者に対する管理建築士が述べる意見の尊重義務化。
る意見の尊重義務化。 【24条】

■免許証の提示等による情報開示の充実
① 建築主からの求めに応じた免許証提示の義務化。【19条の２】
② 建築士免許証の記載事項等（定期講習の受講履歴、顔写真）に変更があった場合
の書換え規定の明確化。【５条、10条の２の２】

■建築設備に係る業務の適正化
法律上に「建築設備士」の名称を規定し、建築士が延べ面積2,000㎡を超える建築物
の建築設備について建築設備士の意見を聴くことを努力義務化。【２条、18条】

■その他改正事項
① 建築士事務所に係る欠格要件及び取消事由に、開設者が暴力団員等であることを
追加。【23条の４】
② 建築士に対する国土交通大臣・都道府県知事による調査権の新設。【10条の２】
③ 建築士事務所の所属建築士を変更した場合の届出義務化（３ヶ月以内）。【23条の５】

法改正に関連して省令等により措置する事項

・建築士免許証の記載事項の追加（住所、勤務先）【省令改正】
・建築士の定期講習の受講期間の延長（3年→5年）の検討 【省令改正】
・無登録業務の禁止の徹底 ・建築士等に対する監督処分の合理化
等
栃木県建築課からのお知らせ
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平成26年度税制改正
久保井会計事務所

No.

はじめに

久

保

井

一

臣

価償却資産について適用される。

平成26年度税制改正が通常国会で成立し、公布・施行さ
れた。本年度の税制改正は、安倍首相の強い意志・指導力

⑷給与所得控除の見直し

のもとに、デフレ脱却・経済再生の実現、税制抜本改革の

給与所得控除の上限額が適用される給与収入1,500万

着実な実施、震災からの復興支援等の観点から、国税・地

円（控除額245万円）が、平成28年分は1,200万円（控

方税に関し、多岐に亘った改正が行われているので、改正

除額230万円）、平成29年分以後は1,000万円（控除額

点等に充分注意を払っていただきたい。

220万円）に漸次引き下げられる。
適用時期：平成28年分以後の所得税について適用され、

１.中小企業全般に適用される特に重要な改正点
⑴復興特別法人税の１年前倒し廃止
東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日

個人住民税は平成29年度分から適用される。
⑸NISA（少額投資非課税制度）の利便性の向上

本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき、復興特

NISAについて、１年単位でNISA口座を開設する金融

別法人税が課税（基準法人税額×10％）されたが（平成

機関の変更が可能になり、NISA口座を廃止した場合にも

27年3月31日まで）
、１年前倒しで廃止された。

再開設が可能になる。

復興特別法人税廃止後、法人が各事業年度において利
子及び配当等に課される復興特別所得税の額は、利子及

適用時期：平成27年１月１日以後に提出する変更届出
書または廃止届出書について適用される。

び配当等に課される所得税の額と合わせて、各事業年度
の法人税の額から控除され、復興特別所得税額で法人税
額から控除しきれなかった金額は還付される。
適用時期：平成24年４月１日から平成26年３月31日
までの間に開始する各事業年度までで廃止される。

⑹ゴルフ会員権等の譲渡損失と損益通算の範囲の見直し
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用
することができない「生活に通常必要でない資産の範囲」
に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有
する不動産以外の資産（ゴルフ会員権等）が加えられる。

⑵交際費課税の特例措置の拡充
交際費等の額のうち、接待飲食費（交際費等のうち飲
食その他これに類する行為のために要する費用）の額の
50％が損金の額に算入される。社外の人との飲食等で
１人当たり5,000円以下の飲食費は、交際費等の額から

これにより、ゴルフ会員権やリゾート会員権等を譲渡し
た場合の譲渡損失は、他の所得と損益通算できなくなり、
雑損控除も適用できなくなる。
適用時期：平成26年４月１日以後に行う資産の譲渡等
について適用される。

除かれ、社内接待費（専らその法人の法人税法上の役員
もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のた
めに支出する費用）は含まれない。中小法人については、

⑺消費税の簡易課税制度におけるみなし仕入率の見直し
消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、事業

損金算入の特例（定額控除限度額800万円）と飲食費の

区分が６種類（改正前は５種類）に見直され、金融業及

50％との選択適用ができる。

び保険業が第５種事業（改正前は第４種事業）となり、

適用時期：平成26年４月１日から平成28年３月31日
までの間に開始する各事業年度に適用される。

そのみなし仕入率が50％（現行：60％）に、不動産業
が第６種事業（改正前は第５種事業）となり、そのみな
し仕入率が40％（現行：50％）に、それぞれ変更された。

⑶少額減価償却資産の損金算入の特例の延長
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算

適用時期：平成27年４月１日以後に開始する課税期間
について適用される。

入の特例（30万円未満の減価償却資産の損金算入）の適
用期限が２年延長される。

13

⑻地方法人税（国税）の創設

適用時期：平成26年４月１日から平成28年３月31日

法人住民税法人税割の税率が引き下げられる一方、地

までの間に取得等し、事業の用に供する30万円未満の減

方法人税（国税）が創設され、各課税事業年度の基準法
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人税額（課税標準）に4.4％の税率で課税され、税収は
地方交付税として地方団体に配分される。
適用時期：平成26年10月１日以後に開始する事業年
度から適用される。

⑵住宅ローン控除における既存住宅の範囲の追加等
居住者が、建築後使用されたことのある家屋（耐震基
準または経過年数基準に適合するものを除く）で一定の
もの（「要耐震改修住宅」）を取得した場合において、当
該要耐震改修住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請

⑼地方法人特別税・法人事業税の税率の改正

等をし、かつ、その者の居住の用に供する日（取得の日

地方法人特別税の税率が引き下げられる一方、法人事

から６月以内の日に限る）までに耐震改修工事を完了し、

業税（所得割及び収入割に限る）の税率が引き上げられる。

当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなった

適用時期：ともに、平成26年10月１日以後に開始す

ことにつき証明されたときは、当該要耐震改修住宅の取

る事業年度から適用される。

２.建築士事務所に関連する改正点
⑴既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置
（創設）
青色申告書を提出する法人で、その有する「耐震改修

得を既存住宅の取得と、当該要耐震改修住宅を既存住宅
とそれぞれみなして、住宅借入金等特別控除の適用を受
けることができることとされる。
なお、当該耐震改修工事につき既存住宅の耐震改修を
した場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合には、
上記住宅借入金等特別控除は適用できないこととされる。

対象建築物」につき平成27年３月31日までに「建築物

適用時期：平成26年４月１日以後に要耐震改修住宅の

の耐震改修の促進に関する法律」の規定による耐震診断

取得をし、自己の居住の用に供する場合について適用さ

結果の報告を行ったもの（その報告に関する命令または

れる。

必要な耐震改修に関する指示を受けたものを除く）が、
その耐震改修対象建築物の部分について行う「耐震改修」
（地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修

⑶住宅取得等資金の贈与税の非課税適用対象となる
家屋の範囲の拡大

繕または模様替であって、その耐震改修対象建築物に係

贈与により住宅取得等資金の取得をした者が、地震に

る耐震基準に適合するものとして、地方公共団体の長・

対する安全性に係る基準またはこれに準ずる基準に適合

指定確認検査機関・建築士による証明がされたものをい

しない既存住宅を取得した場合において、当該既存住宅

う）により取得し、または建設したその耐震改修対象建

の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、贈

築物の部分について、その取得価額の25％の特別償却が

与の翌年３月15日までに耐震改修工事により耐震基準に

できる。

適合するとして証明がされたときは、当該既存住宅は直

適用時期：平成26年４月１日からその報告を行った日
以後５年を経過する日までの間に耐震改修により取得等
した耐震改修対象建築物について適用される。

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税
の非課税適用対象となる既存住宅用家屋とみなされる。
適用時期：平成26年４月１日以後に贈与により取得す
る住宅取得資金に係る贈与税について適用される。

一般社団法人

税務シリーズ № 20

平成 26 年度税制改正
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コ ラ ム
女性にもてるためのワイン講座（1）
広報・渉外副委員長

日々熱心に建築設計の仕事に取り組んでいる、栃木県

新井

孝

イン、ピノ・ノワールで、値段が幾ら位と言えば通じます。

建築士事務所協会員に、女性にもてるためのワインの共

ホテルでは市価の３倍、レストランでも市価の２倍の値

通仕様を伝授したいと思います。3 回シリーズで、1・

段と言われますが、高級ホテルのレストランで東西横綱

２回はワインの産地とブドウの品種について、３回はワ

産地のワインは一万円位からあります。その他のフラン

インの用語とＱ＆Ａという構成です。

スの産地として、コート・デュ・ローヌ、ロワール、シャ

「女性にもてるための」というのは、高級なホテルや

ンパーニュ、アルザス、プロヴァンス・コルス、南西部、

レストランで、女性同伴で食事をする際、ワインリスト

ジュラ・サヴォア、ラングドック・ルーションが有ります、

をもらって、どのワインを注文しようかな、という状況

興味が有ったら地図で確認してください。フランス北東

を設定しています。ここでホテルやレストランの係員に、

部のシャンパーニュ地方で作られる「シャンパン」は子

自分の意図を伝えて、思った通りのワインと料理で、思っ

供でも知っている有名スパークリングワインで、繊細で

た通りの予算で、素晴らしい食事のひと時が過ごせれば、

滑らかな泡が飲んでいる間中持続する素晴らしい品質で

女性が感激して尊敬の念を持って、見直されること受け

す。フランス南部の地中海寄りの産地では、３・４・５・

合いです。

６の品種、サンソ―、シラー、グルナッシュ、ムールベ

ワインはブドウから作りますので、基本的に、使用す

ドルから重厚な赤ワインが作られ、赤ワインの醍醐味が

るブドウ品種の味わいを、できたワインは引き継ぎます。

味わえます。ワインの銘柄は生産者の数だけあり、ワイ

産地の気候風土、製法、保管法によって多少違いが出ま

ンリストを見ても、大体分からないので、係員に産地・

すが、巨峰から作れば巨峰の、マスカットから作ればマ

品種・値段を言って、探してもらうのが賢明です。ビン

スカットの味がするのです。ブドウ品種と価格により、

の形で産地が分かる場合があります。ボルドーのビンは

大体ワインの味が予想できるので、重要です。

いかり肩で、ブルゴーニュのビンはなで肩です。明らか
に分かるので、知っておくと便利です。アメリカ・イタ

それでは本題に入っていきます。世界で最大のワイン
大国はフランスです。世界の生産量の 20% を超えます。

れているため、マナーとして、主客に対して、テスティ

すが、西の横綱ボルドーと東の横綱ブルゴーニュがとく

ングを促します。ワインの品質確認のため行いますが、

に有名です。ボルドーの赤ワインは、カベルネソーヴィ

昔は毒味の意味もあったようです。テスティングですと

ニヨンとメルロのブレンドがほとんどです。シャトーの

言って、グラスに少量のワインを注いでくれますので、

格付け特１級のマルゴーやムートン・ロートシルトなど

まずグラスを白い紙かテーブルクロスを背景に傾け、色

は、日本で市価数万円します。ブルゴーニュの赤ワイン

合い・色調・透明感を見ます。次にグラスを鼻に近づけ

はピノ・ノワールとガメの単一種がほとんどで、知らな

香りを取ります。スワリングと言いますがグラスと共に

い人のいないロマネ・コンティは市価十万円と言われま

ワインを回すと香りが際立ちます。最後にワインを口に

すが、
11 月の第三木曜に解禁になるボジョレー・ヌーボー

含んで、口の中全体に行き渡らせ味わいを確認します。

は 1500 円位から買えます。ブルゴーニュの白ワインで

特に劣化が感じられなければ、
「結構です」と言うと、全

有名なシャブリは、シャルドネ種から作られます。国際

てのお客にワインが注がれて、普通に食事の始まりです。

ンは、必ず有ります。係員に、ボルドーの赤ワイン、カ
ベルネソーヴィニヨン主体、或いはブルゴーニュの赤ワ

コラム

それと、高級ホテル・レストランでは、係員が教育さ

質・量ともに世界一です。大別して 10 の地方がありま

ホテルやフレンチ・レストランでは東西横綱産地のワイ
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リア・スペインのビンもいかり肩が多いようです。
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カベルネ・ソーヴィニヨン

Cabernet Sauvignon

メルロ

ピノ・ノワール
赤ワイン

Pinot Noir

赤ワイン

Merlot

ボルドーから世界に伝わった国際品種

世界中のワインラヴァーを魅了するエリート

しなやかでエレガントな赤品種

シラー

サンジョヴェーゼ

テンプラニーニョ

Syrah

赤ワイン

Sangiovese

赤ワイン

Tempranillo

スパイシーでグラマラスな赤

イタリアを代表するトスカーナの赤品種

イベリア半島の偉大な品種

ネッビオーロ

カベルネ・フラン

シャルドネ

Nebbiolo

赤ワイン

Cabernet Franc

赤ワイン

Chardonnay

イタリア人も憧れるピエモンテ発のイタリア最高品種

カベルネ・ソーヴィニヨンの原種といわれる

世界中で栽培されている白ワインの代表

ソーヴィニヨン・ブラン

リースリング

シュナン・ブラン

Sauvignon Blanc
食中酒として実力を発揮する

白ワイン

Riesling

白ワイン

冷涼な気候条件を好む気品に満ちた高貴な品種

Chenin Blanc

赤ワイン

赤ワイン

白ワイン

白ワイン

たっぷりとした酸味を活かし辛口から極甘口まで造られる

コラム
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建賠保険オプション特約と加入義務化
有限会社
相談役

日事連サービス

中

川

孝

昭

2014年4月10日号の日経アーキテクチュアに紹介され

処分を受けた話もよく耳にします。中には、建設工事途中

ていた驚きの事件があります。
「日影の算定方法に違法判決」

で自ら気づき、法適合化を図って変更手続きをしたにもか

というものですが、以下に記事本文から引用します。

かわらず、免許取り消し処分になったというひどい話も伝
わってきました。みなさんが、そのような目に合わないた

近隣住民らが指定確認検査機関を相手取り、建設中の事
務所ビルの建築確認処分（本文表記のまま、「処分」の字は

めには、念には念を入れて準備をしていただく以外に方法
はありません。

不要と思われます／筆者）の取り消しを求めていた訴訟で
3月19日、さいたま地方裁判所は建築確認を無効とする判

遅ればせながら本年度より、建賠保険にも「建築物の滅

決を下した。日影の算定方式として広く認められている「発

失または破損を伴わない瑕疵に関する拡張担保特約条項」

散方式」について、「敷地境界線から放射状に任意に伸ばし

が、会員限定のオプション特約として開発されました。そ

た線の長さを『幅』と捉える解釈は、条文の解釈とはかけ

うした事態に、多少なりともお役に立ちたいということで

離れている」として違法と判断した。今後の建築確認業務

す。建築基準法等における「基準未達時」の損害賠償責任

の運用に影響を与えそうだ。

事故に対応しようとするものです。追加保険料が必要とな
り、しかも、かなり限定的な内容ではありますが、同時に

この記事の結びには、国交省市街地建築課の担当者が「発
散方式は条文の解釈によるもので、違法にあたるとは認識

開発された「構造基準未達」時の損害賠償責任事故対応特
約とともに、ご加入をご検討ください。

していない」とコメントしたことが紹介されています。国
が良いと思っているものを、裁判所でダメだしされたので
は、国民は路頭に迷うばかりですね。

ただしこれらの特約条項につきましては、システムの維
持管理上の理由で、以前から継続加入されている皆様方に
は、保険期間の中途でのご加入はご遠慮いただいておりま

オプション特約の開発
このところ、建築確認を巡っては、「何のための確認なん

す。平成27年度継続手続き時まで、しばらくお待ちくださ
るようお願い申し上げます。

だ！」と言いたくなるような事件が頻発しています。姉歯
事件もそうでした。日経ＢＰ社のウェブサイト「ケンプラッ
ツ」で私も何度かこの問題を取り上げました。興味をお持

ところで、これまで全国レベルでは、そうすることが不

ちの方は、ご参照ください。

得手であった建築設計3団体が、事務所法制定に向かい足

2011/01/20

建築主事の責任：
「県に責任なし」で失わ

並みをそろえて行動することができました。2013年11月

れた確認の意味

7日付で「建築物の設計・工事監理の適正化及び建築主等

司法の責任：法文解釈をゆがめてまで建

への情報開示に関する共同提案」という形で、3団体の意

築行政をかばうのか

向がまとめられたのです。その後、これを受けて立った自

判事の責任：自らの良心に従い公正な裁

由民主党建築設計議員連盟によって、「士法改正案」として

判を

審議、了承され、今国会において会期末ギリギリの6月20

国の責任：
「建築指導課」の看板を下ろせ

日に成立しました。

2011/05/27

2013/08/09

2014/06/06

17

3団体の足並みそろう

その陰で、確認作業の責任問題はともかくとして、違反

石原議員の「金目」発言のあおりを受けて、時間切れ廃

したことに間違いはないだろうと言わんばかりに、厳しい

案の恐れが出たために、一時、記者会見が中止されるとの
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うわさがあったぐらいの際どさでした。そんなせいもあっ

この上は、各単位会から建築主に対して発信される会員

てか、直後に開催された日事連の定時総会懇親会の会場は、

情報には、研修会受講歴などの情報とともに、保険加入の

前述の議員連盟を率いる額賀財務大臣を筆頭に、甘利労働

有無についても明確にしなければならないのではないかと

兼通産大臣そして谷垣法務大臣などの現役閣僚をはじめ総

考えます。それらの情報は「消費者保護」を実践している

勢20名を超す国会議員が出席し熱気に包まれました。

かどうかを判定するための「リトマス試験紙」のような役
目を果たすことになると思います。この機会に、栃木会の

3団体は、この提案のなかで建賠保険加入の努力義務化
を、ともに宣言した形となりました。平成26年6月27日

皆さんには、全国一の加入率を確固たるものにしていただ
きたいと願うばかりです。

付「官報」には、改正士法第24条の九として、「建築士事
務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償す
るために必要な金額を担保するための保険契約の締結その
他の措置を講ずるよう努めなければならない。」と明記され
ています。

6月26日に開催された日事連サービスの第20期株主総
会終了後に、日事連・高津専務理事より、この法案成立の
背景や経過等につき、詳細な説明がありました。その説明
の中で、保険加入の努力義務化は、公共建築物の発注につ
いては、強制加入同等の重みをもつとの発言がありました。
余談ですが、筆者の長年の念願が叶って、栃木会さんはじめ、
全国46単位会に株主となっていただいて初めての株主総会
でした。

次代の都市づくり
環境づくりを目指して
国土交通省認定 M グレード

国土交通省認定 H グレード

豊鉄工建設株式会社

氏家工業株式会社

〒3 2 1 - 3 2 2 1 栃木県宇都宮市板戸町 3048-1
T E L 0 2 8 - 6 6 7 - 16 9 3 F AX 0 2 8 - 6 6 7 - 6 4 7 9
y u t a k a @ y u ta k a - t k . c o . j p

〒3 2 1 - 0 4 0 3 栃木県宇都宮市下小倉町 3725
TE L 0 2 8 - 6 7 4 - 3 2 9 1 FAX 0 2 8 - 6 74- 2895
k a wa s a k i _ u j i i e @s y d . o d n . n e . j p

鋼構造物工事・耐震補強鉄骨工事

鋼構造物工事業
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コ ラ ム
餃子事件を受けて改めてセキュリティ設計について
技術研修副委員長

あの後に起きたこと

大髙

宣光

から、
予め登録した「通行して良い人」について、
業務上「通

2013 年 12 月農薬混入が発覚し翌１月に同工場で働

行して良い日」の、
「通行して良い時間帯」にだけしか扉

いていた契約社員が逮捕された事件は、まだ皆さんの記

が開かないシステムや、入退室の差分から常に在室者管

憶に新しい事件だと思います。まさか中国で起きた事と

理を行うものや、許可された日時以外に通行しようとやっ

同様な事件が日本でも起こるとは想像もしていなかった

て来た人を「通行拒否履歴」として該当者を特定するも

と言う報道が多く流れました。

の等、様々な機能があります。

その後に食品製造の業界を対象に開かれた多くのセミ

私が以前勤めていた企業で 1 万ゲート以上の IC カー

ナーのテーマを見て筆者が驚いた事は、
「事件の再発を防

ド錠を全国の重要建物に導入した時に、各支店の総務部

ぐための労使関係」に関する講演が多かった事と、具体

長から何度も同じ質問を受けました。それは「このよう

的なセキュリティ設計についての解説では「監視カメラ

なシステムを入れる事を組合に何と説明したら良いので

の設置」についてしか対応策の説明が無い事でした。

すか、労務管理の強化だと言われたら何と答えたら良い

当然このような流れであれば、受講した各社から「監

のでしょうか。
」との内容です。

視を前提にした労使関係の維持」について、不安と質問

これに対して私が答えた事は「入るべき人が、入るべ

が出ることは予想された流れであり、だからこそ日常か

き時間帯にだけ入れるシステムが無ければ、もし事件事

らの信頼関係の醸成が事件の予防策として大変重要な

故が起きた時に全社員を疑うところから始めなくてはな

テーマであるとの主催者側の説明となるのでしょう。

らない。しかしこのシステムがあれば大半の善良な社員
をそもそも疑わずに済むのです。その上でたまたま事件・

業界変れば
しかし筆者が過去に環境対策について相談を受けて食

の捜査に協力していただく事になるが、この範囲であれ

品製造の現場を見て回った時に、各社各現場について共

ば是非協力をお願いしたい。企業を取り巻く犯罪の９割

通に思った事、それは「この業界では食の安全の為の製

以上は社員及び関係者が関与しているとのデータがある

品管理は出来ていても、人に対するセキュリティ管理の

事から、これは大半の善良な社員を守るためのシステム

概念がほとんど無い」との印象でした。

ですと回答してください。
」と伝え、その結果この IC カー

今やどんなに小さな会社でも ISMS や個人情報管理、
オフィスセキュリティマーク等、企業のセキュリティ管

コラム

ド錠導入に当たり、労働組合ともめた事例は全国で一件
も有りませんでした。

理はかなりのレベルで実践され、オフィスビルにおける

この時の経験から今回の食品製造業界で事件後に起き

物理的なセキュリティ設計は、各室別に管理レベルが整

た事は、管理責任者はそもそも鍵を掛けるべき所、管理

理され、PDCA が回る管理が行われている事例はあたり

すべきエリアを施錠し、通行履歴の管理を行い、これに

まえに見られるようになりました。

より守るべき対象に対して守るべき対策を行っている事

その一方で食品製造の現場では一旦建物にさえ入って

を社員に対して明確に示し、その上でコミュニケーショ

しまえば、室毎にセキュリティレベルが設定され、エリ

ンの大切さを説く手順でなければならず、具体的な施錠

アと時間帯と人を識別管理できる入退室管理システムが

管理の手法以前に社員とのコミュニケーションを論ずる

稼動している現場を見た事がありません。

事に対して大変な違和感を覚えました。

以前本誌の 2009 年８月号にセキュリティ設計につい

他の業界でこのような解説は聞いたことがありません

て書きましたが、そもそも電子錠システムにも様々な物

し、一般のオフィスビルでも通用しないアプローチでは

があり、IC チップをかざすだけで扉を開けるだけの機能

ないでしょうか。

しかない、最も単純な住宅の玄関錠等として使うタイプ
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そして現在

セキュリティ管理レベルの区分けと、その重要度に応じ

その後に全国でこのテーマに関する様々な講演が行わ

た施錠管理システムの選定、更にハードの電気錠とそれ

れるようになると、FSSC 22000 等の国際基準として

をコントロールする電気錠管理システムの組み合わせが

のフードディフェンスに対する具体的な取り組みについ

物理的な安全基準を決定するとの認識です。つまり弱い

て解説が行われるようになり、管理システムの全体像と

錠を選べば簡単に破られ、強い錠は破られないと言う単

PDCA を回す為の取り組みについては、各社とも既にお

純な理屈です。

馴染みの ISO への取り組みと同じく、体系的に学び実行
管理の実践がなければならない内容となっています。
しかしここでまだ問題なのは、具体的なセキュリティ
システム導入事例の紹介内容です。

次に「錠」の選定についてですが、今回のテーマでは
電気式に施解錠する物に限って解説します。一般に電気
錠、電子錠等と呼ばれる錠にも多くの種類があり、基本
は自動錠つまり扉が閉まると自動的に施錠状態となるタ

各種の「IC 錠や監視カメラシステムとの連携でこのよ

イプの錠について、通電保持タイプか瞬時通電タイプに

うな管理が行えるようになりました。
」との報告となって

分かれ、通電保持タイプについては更に通電時施錠か通

いるのが通例ですが、それは管理システムのメニュー紹

電時解錠のタイプに分かれますので、その室の用途と緊

介であり、物理的な進入・破壊に対するガードレベルが

急時への対応や信頼性によりこの使い分けを行います。

どの様に向上したのか全く不明です。
2009 年８月号にも書きましたが、IC 錠のシステムで

更には錠が持つ接点監視機能として、施錠状態を検出
する事だけでは無く、扉が枠にはまっている事を検出し、

はなく、単に合鍵だけの管理であれば１, ２本の合鍵の貸

更に錠が閉まっている事を検出しなければ、扉が開いて

し出し管理だけで安全が担保されていたとします。それ

いてデッドボルトが出ているだけかもしれませんので、

を IC 錠システムに代えて通行に必要な社員と関係者全員

錠側の接点だけではなく、扉枠の受け側の接点監視も必

に IC チップを渡したとしましょう。この状態では合鍵を

要な場合があります。また管理すべき扉が直接外部に面

ばら撒いただけであり、鍵を取りにいかなくても良いの

している場合は、耐水性能の問題から電気錠ではなく、

で通行が楽になっただけです。つまり何らセキュリティ

電磁受けとすべき事例も出てきますし、緊急時の脱出に

が向上した事にはなりません。そこで通行履歴管理や監

ついては非常錠との組み合わせも必要となります。

視カメラの併用が必要となるまでは各社の説明のとおり
です。
しかしここで抜けていることは、この IC チップで解錠
させている「電子錠・電気錠」にも強弱様々な特色や機

これらの機能を確定した上で、本当にそこを通行した
人物が本人であったのかの確認手段として、監視カメラ
を使うと考えるべきです。所詮カメラには死角がありま
す。

能があり、
所詮現場に設置されている錠からは「接点信号」
しか送られてこない訳ですから、この接点信号が錠本体

具体的な対応策－２

の何処から取られているのか、何点取られているのかで

次に電気錠管理システムの選定ですが、ここでまた落

管理機能の精度に差が出てしまう事についてまで解説し

とし穴が待っています。どんなに強力で優秀な管理機能

ている物はほとんどありません。

を備えていても、そもそも誰が何処でその端末を操作し、
通行許可を誰に与えるかの「登録管理業務」が最も重要

具体的な対応策－１

なセキュリティ管理そのものとなります。

それでは具体的にセキュリティ設計の手法を改めて解

初めに書いたとおり「企業を取り巻く犯罪の 9 割以上

説します。まず「監視カメラ」と「錠」の違いは、錠は

は社員及び関係者」である以上、偽の通行許可登録が行

予防対策の手段だが、カメラで予防は出来ないので、監

われた場合には、犯罪を防ぎ様がありませんので、この

視カメラはあくまでも補助手段でしかありえないとの認

許可登録を現地ではなく本社で管理するなどの、遠隔操

識です。

作が可能なシステムの選定や、BCP の観点から災害時の

この為まず考えなければいけない事は、建物内の室別

駆け付け解錠、緊急時の特別通行許可者への対応等、様々
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な場面を想定した機能を確認する必要があります。
食品製造の現場では非接触の IC カード錠が基本となる
でしょう。入室と退室のログを比較して在室者を特定で

ステム等の 400 以上のプロトコルに対応し、これらを
統合した連動管理を自動で行うビルが既に出現していま
す。

きる機能は多いですが、最重要室にあっては相互監視を

食品工場に於いても空調や照明のエネルギー管理とセ

目的に１名だけでの入室を認めず、必ず２名同時の入室

キュリティシステムの連携は、これから重要なテーマと

でなければ解錠しないシステムや、緊急時にはカードを

なるでしょう。

持たない権限者に対し一回きりの使い捨て暗証番号で解
錠するシステム等もありますので、様々な運用場面の想
定に対して対応可能なシステム選定を行う必要がありま
す。

現状の課題
実際のシステム導入に当たって建築設計の現場では、
錠の選定は意匠担当、電気錠管理システムの選定と BAS
の選定は電気設備担当が行い、クライアントとの打ち合

具体的な対応策－３

わせで最終的にシステムが決められます。

最近のスマートビルでは BEMS や BAS の導入で様々

しかし、錠や管理システムのカタログを見て機能の説

なエネルギー管理システムと入退室管理システムが連携

明はできても、ピンタンブラー錠とレバータンブラー錠

し、玄関、エレベーター、居室の順に社員が通過した履

の使い分けや箱錠で良いか面付け錠とすべきか、更にク

歴を基に、その社員の座席の上の天井照明と空調を連動

ライアントの要求内容によってはあえて電気錠にしない

させ、更にその社員のパソコンのアクセス管理まで連動

方が良い場合なども含めて、カタログに記載されている

させる事例も出てきています。

機能以前の、一貫したセキュリティ設計思想に基づく導

海 外 の 事 例 で は Tridium 社（ 米 国 Honeywell の

線計画からセキュリティ区画設計、更に採用する機器の

100% 子会社）が販売するビルディングオートメーショ

選定までをトータルで計画できる人材が不足しているの

ンシステム（BAS）の Niagara は、これまでのビル自

が実態です。

動制御の枠を超え、様々な通信システムから PC 関連シ

冒頭の「あの後に起きたこと」で書いたことの原因も、
実はここにあるのかもしれません。
設計側のコンサル能力に差が有る
以上、発注者側の自衛手段としては
発注内容に対する必要機能を明文化
し、性能発注が可能なように自社の
「建物セキュリティ管理基準」を事
前に作成すべきでしょう。
これにより、その後発注される工
事において、例え設計・工事会社が
以前と違っても、管理レベルやシス
テムの機能が一定基準で維持される
事が可能になります。
最後に、どんなに優秀なシステム
が出てきても、定期的に PDCA を
回し、常に新たな脅威に備える事が

堀商店電気錠仕様の参考例
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協会日誌
4月
1 ・栃木県建設産業団体連合会専務理事・事務局長会議

栃木県建設産業会館で開催

2 ・教育・情報委員会開催

協会会議室で開催

4 ・定例常任理事会開催

協会会議室で開催

8 ・四会約款検討会議

日事連会議室で開催

9 ・耐震診断検討委員会開催

協会会議室で開催

・平成26・27年度役員人事選考委員会開催

（藤田公行事務局長出席）

（佐々木宏幸会長出席）

協会会議室で開催

11・日事連関東甲信越ブロック協議会会長会議

日事連会議室で開催

（佐々木宏幸会長出席）

14・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）

15・スマートシティ研修会開催

パルティとちぎ男女共同参画センターで開催

・第2回平成26・27年度役員人事選考委員会開催

（参加者 40名）

パルティとちぎ男女共同参画センターで開催

16・平成25年度事務所協会会計監査開催

協会会議室で開催

18・経営委員会開催

協会会議室で開催

22・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

（三柴富男副会長出席）

・宇都宮ＣＳＲ推進協議会

宇都宮市役所会議室で開催

（田村哲男常務理事出席）

・四会約款検討会議

日事連会議室で開催

（佐々木宏幸会長出席）

・日事連業務技術委員会

日事連会議室で開催

（佐々木宏幸会長出席）

24・定例常任理事会（14：00 ～）･ 定例理事会（15：00 ～）開催
・第3回平成26・27年度役員人事選考委員会開催
25・公共建築設計懇談会

（監事3名他役員3名）

協会会議室で開催

協会会議室で開催
日本建築家協会会議室で開催

（佐々木宏幸会長出席）

５月
8・定例常任理事会開催

協会会議室で開催

9・建築相談会開催

協会会議室で開催

12・青年部会開催

協会会議室で開催

13・平成26年度栃木県震災建築物応急危険度判定協議会総会

県庁本館6階会議室で開催

14・住宅フェア栃木実行委員会理事会・総会

とちぎ福祉健康づくりセンター会議室で開催

・教育・情報委員会開催
19・平成26年度とちぎの元気な森づくり県民会議定期総会

20・栃木県木材需要拡大協議会平成26年度第1回役員会

栃木県総合文化センター特別会議室で開催

（三柴富男副会長出席）
（夏目公彦副会長出席）
（夏目公彦副会長出席）

協会会議室で開催
栃木県木材業協同組合連合会会議室で開催

・特定非営利活動法人宇都宮まちづくり推進機構第1回運営委員会 栃木県産業会館会議室で開催
21・平成26年度第一期「建築士定期講習会」開催

基理事出席）

協会会議室で開催

・平成26年度とちぎの元気な森づくり県民会議木づかい推進部会 県庁本館10階会議室で開催
・広報・渉外委員会開催

（小林

パルティとちぎ男女共同参画センターで開催

（夏目公彦副会長出席）
（佐々木宏幸会長出席）
（参加者66名）

・平成26年度一般社団法人栃木県鉄構工業会通常総会

ホテルニューイタヤで開催

（佐治則昭副会長出席）

22・平成26年度一般社団法人栃木県建設業協会定時総会

ホテル東日本宇都宮で開催

（佐々木宏幸会長出席）

・栃木県豊かな住まいづくり協議会・栃木県木造住宅生産体制推進協議会平成26年度総会
栃木県建設産業会館会議室で開催
・総務・企画委員会開催
23・栃木県マロニエ建築賞運営委員会
・平成26年度建設産業団体連合会通常総会

（佐々木宏幸会長出席）

協会会議室で開催
県庁研修館会議室で開催

（佐々木宏幸会長出席）

栃木県建設産業会館会議室で開催

（佐々木宏幸会長・三柴富男副会長・佐治則昭副会長・夏目公彦副会長・安藤寛樹専務理事・藤田公行事務局長出席）
・特定非営利活動法人宇都宮まちづくり推進機構第1回理事会 栃木県産業会館会議室で開催

（佐々木宏幸会長出席）

・公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会平成26年度定時総会懇親会

（佐々木宏幸会長出席）

・業務運営委員会・ＢＩＭ検討部会開催
24・栃木県植樹祭

ホテル東日本宇都宮で開催

協会会議室で開催
上三川町蓼沼親水公園で開催

（佐々木宏幸会長出席）
協会日誌
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26・一般社団法人栃木県設備業協会定時総会

栃木県建設産業会館で開催

（夏目公彦副会長出席）

27・定例常任理事会（14：00 ～）･ 定例理事会（15：00 ～）開催 宇都宮東武ホテルグランデで開催
・定時総会（16:00 ～）・懇親会（17:30 ～）開催
28・第1回宇都宮市行政改革大綱策定懇談会
・栃木県土地家屋調査士会平成26年度定時総会

宇都宮東武ホテルグランデで開催

（佐々木宏幸会長出席）

ホテルニューイタヤで開催

（三柴富男副会長出席）

29・特定非営利活動法人宇都宮まちづくり推進機構平成26年度通常総会
・耐震相談会開催

（出席者48名・委任状106名）

宇都宮市役所会議室で開催
ホテルサンシャインで開催

（佐々木宏幸会長出席）

協会会議室で開催

30・宇都宮市管工事業協同組合第62回総会

ホテルニューイタヤで開催

（佐治則昭副会長出席）

・一般社団法人茨城県建築士事務所協会30周年記念式典・祝賀会 水戸プラザホテルで開催
・耐震診断事前審査会開催

（佐々木宏幸会長出席）

協会会議室で開催

6月
3・平成26年度栃木県木材需要拡大協議会通常総会

栃木県木材業協同組合連合会会議室で開催

・親睦ゴルフ大会開催

新宇都宮カントリークラブで開催

・懇親会開催

（参加者114名）

ホテル東日本宇都宮で開催

5・日事連理事会

（参加者117名）

日事連会議室で開催

・耐震診断判定会開催

協会会議室で開催

6・定例常任理事会開催

協会会議室で開催

11・四会約款検討会議
・栃木県建設産業団体連合会専務理事・事務局長会議
13 ～ 14 ・ 日事連関東甲信越ブロック協議会

（田村哲男常務理事出席）

（佐々木宏幸会長出席）

日事連会議室で開催

（佐々木宏幸会長出席）

ニューみくらで開催

（藤田公行事務局長出席）

ホテルテラスザガーデン水戸で開催
（佐々木宏幸会長・三柴富男副会長・佐治則昭副会長・夏目公彦副会長・
安藤寛樹専務理事・田村哲男常務理事・山崎良知常務理事・藤田公行事務局長出席）

19・総務・企画委員会開催

協会会議室で開催

20・経営委員会開催

協会会議室で開催

23・平成26年度日事連定時総会・全国会長会議

銀座東武ホテルで開催

（佐々木宏幸会長・藤田公行事務局長出席）

・定例理事会開催（15:00～）開催 協会会議室で開催
26・定例常任理事会開催（14:00～）

CM021

QMS CERTIFIED FIRM

ISO 9001 審査登録
（株）松井ピ・テ・オ・印刷
本社／平出工場
JCQA-1327

あ な た は 何 を 選 び ま す か？

CM003

EC00J0240

051

ファクティスは環境マネジメントシステム
ISO14001の認証取得工場です

紙、フィルム、CD・DVD、テレビ、ビデオ、インターネット……
自由にメディア（媒体）をお選びください。
メディアに合わせて、あなたの「伝えたい」を「カタチ」にいたします。

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

23

協会日誌

2014.8

No.99

TOCHIGI ARCHITECT OFFICE ASSOCIATION BULLETIN

“JAAF-MST“は、エクセルのフォームデータ形式で作成された業務報酬算定
とプロジェクト管理を軸にした建築士事務所の業務管理に役⽴つ統合ツール
です。データベース思想で開発され、原則、同⼀内容⽂字数値の再⼊⼒不要
とし省⼒化を図っています。⾒積書等の報酬算定関連⽂書、業務帳簿や年次
報告書等の建築士法関係⽂書等の印刷機能が充実しています。
主な機能
1）プロジェクト（物件）管理
2）業務台帳（士法の帳簿）印刷
3）業務報酬算定システム
4）重要事項説明書印刷・
士法24条の8書面印刷
5）年次報告書・閲覧用書類印刷
（六号の⼆.七号の⼆書式）

JAAF-MST2014のスタートファイルメニュー画面

Ⅰ

PROJ管理
簡易入力画面・
帳簿印刷確認

Ⅴ
業務報酬算定
システム
（RESA-4N ）

Ⅱ

Ⅲ
PROJ管理ＤＢ

基本情報ＤＢ

機能追加RESA4
重要事項説明書
士法24条の8文書
印刷

Ⅳ 年次報告書
出力管理

今まで、それぞれ別個に作成していた書式類。
それらをデータベースで一元管理し、スマートに
手間を省いて作成できます。

詳しくはWEBで……

①
見積書
請求書
内訳書
成果品リスト
契約書

②
重要事項
説明書

④

③
士法24条
の8書面

年次報告書
閲覧用書類

⑤
業務記録
台帳
（士法帳簿）

JAAF-MST2014は、全国の建築士事務所協会会員事務所は無償で利用できます。（一部参加登録していない協会は対象外です）
一般の建築士事務所や参加登録していない協会会員事務所向けには、有償で販売しています。（税別１２,０００円）
2014.4.1

開発/株式会社テクトプラン

JAAF-MST 2014
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2013版からのバージョンアップで
以下の機能が追加されました。
★士法帳簿（業務記録台帳）及びプロジェクト管理データベースに関する追加
1） 施工者及び業務委託先の欄を現状の2件から10件に増加しました。
2） 工事費総額欄（税込、税別２⾏）を新たに設けました。
これに伴い「プロジェクト管理簡易⼊⼒画⾯」の⼊⼒欄も追加してあります。
施工者及び業務委託先の欄の件数増加の為、帳簿は１ページ増え２ページとなり
ました。

★業務報酬算定（ＲＥＳＡ４Ｎ）に関する追加
1） 告⽰15号別添三の4,5に規定されている構造、設備の難易度による増加係数を反
映できるようにしました。
⼊⼒シートAにこのための⼊⼒部を追加しました。また「根拠表」にその計算の
経過を表⽰するようにしました
経過を表⽰するようにしました。
2） 簡易な設計・工事監理契約に対応する「委託書・受託書」（注⽂書。注⽂請け
書）書式を追加しました。
既存の⽇事連のNF203をベースに改良し、正副各Ａ４サイズ１枚に収めました。
⼊⼒シートAですでに⼊⼒済のデータを利⽤するか、もしくは新たにこのシート
でデータを⼊⼒するかを選択でき、基本的にこのシートのみで書式が完成しま
す。
この書式には士法２４条の８書式の内容を記載するようになっていますので、別
途の士法２４条の８書式を省略することが出来ます。
3） 四会連合協定 設計・監理業務委託契約書の本⽂（設計・工事監理⼀括）を印刷す
る機能を追加しました。
必要となるほとんどの情報は既存の「重要事項説明書」⽤の⼊⼒シートＢのデー
タを利⽤し、若⼲あらたに⼊⼒する項目を追加しています。

★年次報告書（士法23条の6関係）に関する追加
1） 「建築士法第24条の６の規定により閲覧に供する書類（第７号の2書式）」の印
刷機能を追加しました。
2） 第２⾯、第４⾯の「規模」欄で、従来省略していた階数を表⽰できるように追加
しました。
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賛 助 会 の 皆 様 へ

広

告

掲

載

の

お

願

い

協会では会報に掲載する広告を募集しています。
掲載料は下記のとおりです。
会報広告
掲載料

編集後記

Ａ4版

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

大武：また広報・渉外委でお世話になります。よろしく
お願いします．
栗原：今回から副委員長となりました。よろしくお願い
します。
新井：今回「ワイン講座」で空きスペースを埋めること
になりました。３回シリーズの予定です。よろし
くお願いします。
中村：君島委員長の後を継いで委員長をおおせつかりま
した。今後ともよろしく。

大髙：技術研修委員会と兼務になりましたので、これか
ら新技術情報などもご紹介していきます。
君島：今回が最後の編集後記になります。短い間でした
がありがとうございました。
永野：今回の会報を最後に総務委員会に異動します、2年
間大変有難うございました。

編集後記
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