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支部長挨拶：“会員団結で乗り切る”、“原点に返って考える” 

行政から ：防災対策の推進徹底（君津土木事務所） 

      木更津市耐震改修促進計画の改定を予定（木更津市） 

      耐震化を促進（君津市）、空き家の相談増加傾向（富津市） 

      本年 4月から袖ケ浦市初「景観形成促進地区」指定（袖ケ浦市） 

会員紹介 ：数々の経験でコストダウン 会員 柴田幸一 氏 
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支部長挨拶 
 

 

千葉県建築士会君津支部支部長 山田 邦彦 

新年明けましておめでとうございます。昨年は建築士会君津支部活動にご協力頂きまして、大変

有難う御座いました。お陰様で予定していました、支部事業を行う事が出来改めてご協力に感謝

いたします。昨年はフランスで発生したテロ等世界的に不安な一年でした。建築関係に於いても、

杭の施工デ－タの改ざん等の問題が明るみに出ました。殆どの業者は真面目に事業を行っている

事を確信していますが、世間の目は益々厳しくなる事が予想されます。会員の皆さまが団結して

難局を乗切って行きたいと思います。 

昨年の全国大会は、石川県金沢で開催されましたが 3 月に開業した北陸新幹線に乗ることが出

来ました、高速走行にも関わらず殆ど揺れが無く、日本の鉄道技術の高さに改めて感心しました。

日本伝統の木造在来工法も最近では、プレカットに依る加工で墨付けが出来る職人が少なくなっ

ています。数年後には殆どいなくなってしまうと考えます。工事費用の事を考えると、仕方の無い

事と理解していますが、非常に残念です。最近公共工事に於いても、木造で設計される物件が増え

て来ました。林業が復活し、少なくなった製材所が再び稼働出来る世の中が、来ることを熱望しま

す。山が荒れイノシシや鹿に依る被害が増えています。もう一度原点に返って考えて見ることが

必要では無いかと思います。 

君津支部も一時は 300 名余りいた会員も、現在は 150 名程度で推移しています。支部としても

魅力ある支部活動に依る若い会員の入会の促進等推進して行きたいと思いますので、会員皆様か

らのご意見ご指導をお願い致します。最後に支部会員皆様のご活躍を祈念し新年の挨拶と致しま

す。 

 

行政から 

◇◇◇君津土木事務所◇◇◇ 

   建築宅地課長 矢島 眞理 

明けましておめでとうございます。さわやかな新年をお迎えのことと、心からお慶び申し上げま

す。 

会員の皆様には、日頃より、建築行政に対し多大なるご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

昨年 6 月より「建築基準法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 54 号）」が一部施行されてお

りますが、今年は定期報告の対象となる建築物・建築設備が政令で指定され 6 月に施行予定となって

います。 

不特定多数の者が利用する安全性の確保を徹底すべき建築物等について、法令により一律に定期

報告の対象とするものです。 

昨年は、川崎市の簡易宿所、広島市の飲食店において犠牲者を出す火災が発生し、建築基準法令の

遵守、防災対策の推進の徹底がますます求められています。 

本年も、安全安心な社会の構築のために、会員の皆様のご支援・ご協力をいただきながら建築行政

を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

新しい年が皆様にとって素晴らしい年でありますよう祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせて

いただきます。 
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◇◇◇木更津市都市整備部建築住宅課◇◇◇ 

建築住宅課長 太田 英生    

会員の皆様、明けましておめでとうございます。 

昨年は、建築行政の推進に格別の御支援、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

9 月には、市役所庁舎が駅前庁舎と朝日庁舎に移転し、建築住宅課は朝日庁舎にて業務をおこなう

こととなりました。皆様には、何かとご不便をおかけすることと思いますが、何卒ご理解のほど宜し

くお願い申し上げます。 

平成 27 年をふりかえってみますと、改正建築基準法の施行により、木造建築関連基準や構造計算

適合性判定制度などの見直しがなされ、木材利用促進のための規制緩和や建築関連手続きの合理化

が進むこととなりました。 

一方で、東洋ゴム工業㈱の免震装置ゴムデータ改ざんや旭化成建材㈱の杭工事施工報告書のデー

タ流用事件等があり、建築基準法の実効性が問われた 1 年でもありました。同じ業界に従事するも

のとして、これを他山の石として会員の皆様とともに信頼回復に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

また、昨年は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、何かと空家問題が話題とな

りました。本市においては、空家率は微増の傾向ではありますが、空家の発生を抑制していく施策や

現に存在する空家の利活用にむけた取組みの必要性を感じております。 

既存ストックの活用に伴う建築規制の合理化は、国からもアナウンスされており、今後は住宅に限

らず、廃校の利活用促進、用途変更を伴う建築行為に係わる基準の見直しと運用の改善、検査済証の

ない建築物に対する法適合状況調査のためのガイドラインの運用改善などが予定されていると聞い

ております。同時に、既存ストックを活用するにあたっては、耐震性が確保されていることが重要で

あることは言うまでもありませんが、さらなる耐震化の促進をめざし本年は「木更津市耐震改修促進

計画」の改定を予定しております。 

このような多様な社会経済的要請に的確に対応するとともに、市民の皆様の安全・安心の確保を推

進すべく、良質で持続可能な建築やまちづくりの実現に向け、建築行政の面からいっそう努力してま

いる所存ですので、本年もご支援・御協力のほど宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

◇◇◇君津市建設部建築指導課◇◇◇ 

新年明けましておめでとうございます。 

日頃から会員の皆様には、君津市の建築行政にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

今年度は、平成 20 年 3 月に策定した「君津市耐震改修促進計画」の目標年度ではありますが、平

成 28 年度以降も継続して耐震化の促進施策を実施していくために、現在、「君津市耐震改修促進計

画」の改定作業を進めております。 

また、耐震化を促進していくためには、まずは、建築物の安全性に対する市民意識の向上を図るこ

とが重要であることから、平成 24 年度から定期的に「無料耐震相談会」を開催しておりますが、年々

参加者が減少しており、普及啓発の方法等で苦慮しているところです。 
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そのため当市では、今年度から、従来実施していた広報誌や自治会回覧による普及啓発に加え、各

住宅をまわり、耐震啓発チラシのポスティングを実施しています。今のところは、著しい効果は見ら

れませんが、今後も継続して実施していきたいと思います。 

来年度以降もこのような新たな取り組みを積極的に実施していくことで、今まで以上に耐震化を

促進し、「災害に強いまちづくり」を推進してまいりたいと考えております。 

 最後になりましたが、貴支部のご発展と会員の皆様のご健勝を心よりお祈りいたしまして、新年の

挨拶とさせていただきます。 

 

 

◇◇◇富津市建設部街づくり課◇◇◇ 

新年明けましておめでとうございます。 

日頃、皆様には当市の建築行政にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

本市では市内の木造住宅の耐震化を進めるため「わが家の耐震相談会」、｢木造住宅耐震診断事業｣

及び「木造住宅耐震改修事業及び耐震改修と併せて行うリフォーム補助事業」を実施しております

が、さらなる利用の促進を進めていきたいと努力しております。 

また、昨年「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、富津市においても空き家の相談

が増えてきており、対応に苦慮しているところであります。 

今後とも建築行政を円滑に進めていきたいと思いますので、会員の皆様の一層のご支援ご協力を

お願いいたします。 

最後になりましたが、千葉県建築士会君津支部のご発展と会員の皆様方の益々のご活躍をご祈念

いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。 

 

 

◇◇◇袖ケ浦市都市建設部都市整備課◇◇◇ 

次長(兼)都市整備課長 尾高 悟 

新年明けましておめでとうございます。 

千葉県建築士会君津支部会員の皆様には、日頃から本市の建築行政に対し、多大なるご理解とご協

力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、本市ではだれもが住みたくなる快適なまちづくりを目指し、袖ケ浦駅海側地区の土地区画整

理事業や、供用開始した袖ケ浦駅の駅舎・自由通路など各種都市基盤の整備を進めております。 

そのような中、袖ケ浦駅海側地区においては、良好な景観形成を推進し、きめ細やかで良好なまち

なみの誘導をしていくため、本年 4 月 1 日に袖ケ浦市初の「景観形成推進地区」への指定を予定し

ております。これにより、建築物の建築等を行う場合は原則届出が必要となり、将来にわたり良好な

景観を形成していくことが期待されます。 

今後とも会員の皆様のご協力をいただきながら、建築行政を円滑に進めてまいりたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

最後に、貴支部のご発展と会員の皆様方の益々のご活躍をご祈念いたしまして、ご挨拶とさせてい

ただきます。  
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*****会員紹介***** 

会員名 柴田 幸一 

君津市陽光台在住 両親・妻・子供 4 人(女 3 男 1)の 8 人家族 

12 月 8 日午後１時過ぎ、自宅前に増築された㈱陽光事務所入り口に立ち、颯爽と私たち（村田委

員と代島）を出迎えてくださいました。 

柴田さんが君津市耐震協議会の理事をされていてお仲間という立場で、今回私たちがお邪魔いたし

ました。 

柴田さんは現在 42 歳。㈱陽光は 7 年前 35 歳

で設立。業務内容は公共事業 70％、民間事業

30％の新築・改修工事の請負施工とのこと。 

つい先日、木更津市のある教会の新築を完成引

き渡しされたばかりだそうです。 

建築士会入会のきっかけは、君津市耐震協議

会入会の条件が士会会員であることだったから

とのこと。 

住宅のリフォーム工事などにおいては、電気

工事、水道工事、造園工事など何でもご自身が手

掛けるのでコストダウンにつながり御施主様に喜んでいただけるそうですが、それは今まで柴田さ

んが歩んで来られた数々の経験の積み重ねによるものだと思います。  

まず建築の専門学校を卒業された後、総合建設業の会社で 3 年間、公共事業が主で鉄骨造とＲＣ

造を学び、続いて木更津の木造住宅施工会社に 3 年半勤務で現場の施工管理業務を、その後袖ヶ浦

の土建会社に就職して 8 年、土木・管工事・造園工事を学び後に独立。 

資格取得に於いても、①二級建築士②宅地建物取引主任者③一級建築施工管理技士④一級建築士⑤

第二種電気工事士、三年前⑥二級管工事施工管理技士、翌年⑦二級土木施工管理技士、そして今年⑧

造園二種施工管理技士の試験にチャレンジされたそうです。 

かつて、柴田さんと私は共に一級建築士試験に挑んだ仲間でした。あの時、明日が製図試験という日、

「昨日、実は男の子が生まれたんです。だから自分は絶対受かります。」と宣言された通り見事製図

試験に合格されたことを私は鮮明に覚えています。 

㈱陽光のネーミングは、お住まいの地名との

ことですが、いつも前向きでたゆまぬ努力と前

進を続ける柴田さんにぴったりの社名とつく

づく感じます。 

最後にこれからの業界について伺いました。 

何より懸念されることは人材不足ということ

だそうです。 

ある建築の専門学校の学生 110 人中、日本人は

わずか 10 人、後は近隣諸国からの留学生で彼

らは就職して 2～3 年すると帰ってしまう。 
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求人してもなかなか人が来てくれない。自分が身に付けた技術や知識を継承したくとも人がいない

という現状を嘆いておられました。 

村田委員より柴田さんに、とりあえず来年はぜひ広報委員になっていただきたいとお願いしました

が、ほんとうに業務ではもちろんですが士会においても益々活躍して欲しい若手のお一人です。今後

とも宜しくお願いいたします。                               （村田幸雄、代島恵美子広報委員） 

 
―編集後記―                

新年にあたり各行政課長様より情報提供とメッセージをいただきありがとうございました。この「か

わら版」が情報収集とスキルアップにつながる有意義なものとなるよう、今年も委員一同努力いたし

ますので宜しくお願いいたします。                 （委員長 代島 恵美子） 

 

 

 

 

 

 

事務局〒292-0823 木更津市桜井新町 2-6-2 

TEL：0438-37-2188 FAX：0438-37-2863 

http://sikaikimitu.parallel.jp/ 

Ｅ-mail sikaikimitu@soleil.ocn.ne.jp 

 

****************************************************************************************** 

是非ご参加下さい！！ 

平成 27 年度千葉県建築士会研修旅行のご案内  
～清春芸術村と重要文化財片倉館・諏訪大社を巡る～ 

 

日 時：平成２８年２月２１日（日）～２２日（月）１泊２日 定員：８０名 

会 費：２７，０００円／人  

申込み：平成２８年２月１日（月） 

宿泊先：上諏訪温泉「RAKO 華乃井ホテル」 TEL：0266-54-0555 

 

月日 行               程 

2/21 

(日) 

(出発)                                    （昼食） 
JR 千葉駅 NTT 前 ― (東関道・首都高・中央道) ― 甲府南 IC ― 幸せの丘ありあんす ― 

９：１５                                   １２：３０～１３：３０ 

 

（視察研修）                       （宿泊） 

長坂 IC ― 清春芸術村（白樺美術館・礼拝堂等）― 諏訪ＩＣ ― 上諏訪温泉ＲＡＫＯ華乃井 
１４：３０～１６：００                     １７：００（予定） 

2/22 

(月) 

(出発)         （視察/1 号車 2 号車交代制）             （視察研修）         

ホテル ― 片倉館 ― ＳＵＷＡガラスの里 ― 諏訪大社上社本宮 ― 
９：００    ９：１５～      ～１０：４５       １１：００～１１:４５     

 

（名物・峠の釜飯の昼食＆ショッピング）                         （到着） 

 諏訪おぎのや ― 諏訪ＩＣ ― (中央道・首都高・東関道)  ― JR 千葉駅 NTT前 

  １２：００～１３：１５                             １８:００到着（予定） 

                                   

 

mailto:sikaikimitu@soleil.ocn.ne.jp

