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   新年の挨拶 

千葉県建築士会 君津支部長 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。平成 30 年の年明けにあたりご挨拶申し上げます。 

ここ数年の懸案でありました、建築士会館は 9 月末に建物の譲渡が完了しました。当

初解体して、土地を返却する予定でありましたが、譲渡先が見つかり解体工事をする

事無く、地主様に土地を返却出来ました。その為、平成 30 年度より支部の事業に使

える金額が増えると期待できます。講習会や勉強会等積極的に活動をして行きたいと

思いますので、会員の皆様のご協力、事業への参加をお願い致します。 

平成 30 年 4 月から既存住宅の売買時に「既存住宅状況調査」に関する説明が義務

付けられます。この制度は登録機関の講習を修了した建築士のみに認められており、

建築士の新たな業務として、期待されています。講習をまだ受講していない方は、積

極的に受講される様お勧め致します。 

講習会の案内は、千葉県建築士会のホ－ムペ－ジ等で確認をお願いします。 

北朝鮮からのミサイル発射を受け数度 J アラ－トの発表がありました、避難勧告が

発令されても、避難する場所がないのが実情であります。国際社会が平和であること

を願うばかりです。 

今年は、平昌での冬季オリンピックの開催や、天皇陛下の退位に関係する諸問題等

が山積しております。東京オリンピック開催に伴う労働者不足も現実味をおびてきま

した。当支部内の建設現場でも、職人不足の話を聞くようになりました。 

これから 1 年で、一番寒い時期であります、風邪やインフルエンザ等健康に留意して、

過ごして頂きたいと思います。 

最後に平成 30 年が、皆様にとって良い年で有りますよう祈念して、新年の挨拶と

させて頂きます。 

 

 

君津消費者展への参加と意義 

和田 裕子 

 

早春の侯、みな様方には益々ご活躍の事とお慶び申しあげます。 

 昨年１２月、ここ数年建築士会の予定行事となっている君津市消費生活展の耐震診

断相談会に参加しました。スタンプラリーの効果もあり70人ほど（スタンプ目的もあ

る）相談会窓口に来て“誰でもできる我が家の耐震診断”を受けていただきました。

日曜日にも関わらずご協力いただきました会員の皆様有り難うございました。 

 ここ数年、この消費生活展になぜ参加しているのかをふと思い起こし、参加に至っ

た変遷を辿ってみました。 

 平成22年青年委員会と女性委員会で、年間行事で何かイベントを計画をしていまし

たが何を行うか決まらないなか、当時青年委員会と女性委員会担当の荒井副支部長か
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ら、「地域の建築士として市民と共働のまちづくりを考えるのが重要」とのアドバイ

スを頂きました。そこで市民向けの講演会に、山武地域を中心に地域の再構築を目指

して活動する建築関係者のグループ“さんむフォレスト”代表の稗田氏の講演と、地

域の林業や、すまいづくり、まちづくりに携わる人たちと市民との座談会をもった講

演会を計画しました。 

エレベーターホールでは山武杉を使った積み木を用意し、図面を見ながらスカイツリ

ーを子供がたちが完成させていました。 

講演後の座談会では荒井副支部長（当時）の司会進行のもと“稗田講師”“企業組合 

千葉県森林整備協会理事長”“千葉県建築組合連合会君津支部支部長”“君津市消費

者の会会長”でのディスカッションでは貴重なご意見を頂き わたしたち建築士のこ

れからの役割 社会との関わりをどの様にしたらよいのかを、改めて考えるきっかけ

となりました。 

 翌年には高齢化が進むわたしたちの地域で、自立して共に支え合って暮らしていく

ために、地域のわたしたちが何をすべきか、豊かな暮らしを実現するためのすまいづ

くりと地域づくりを共に考える機会として、全国グループホーム協会常任理事及び

NPO住まい・まち研究会理事長の夏目幸子氏をお招きし『住み慣れた地域で暮らした

い』をテーマに講演会を開催しました。講演会後の座談会には夏目講師の他“夏目設

計事務所主宰” そして第１回目の座談会にもご参加いただいた“君津市消費者の会会

長”と“君津市消費者の会事務局長”にも出席頂きました。 

そして２回に渡り座談会に参加していただいた君津市消費者の会会長の川崎八重子氏

とのご縁があり、消費生活展の総会にご招待頂いたり、消費者の会の会員むけに発行

の機関誌掲載にと 建築士としてインタビューを受け“家に合わせた暮らしでなく、暮

らしに合わせた家に”ついてお話させていただきました。その後、川崎会長より君津

市消費生活展参加のお誘いいがあり、昨年まで毎年参加させて頂いています。 

また、君津分会では君津市耐震改修促進協議会が発足して6年が経ちます。最近では相

談に来るのを待っているのではなく、こちらから出向く“出前相談会”も行って少し

でも市民の皆様に役にたてるようにしています。 

平成22年から８年間毎年行ってきた行事が、地域の建築士として市民の皆様にお役に

立てている事を信じつつ、次回も消費生活展に参加したいと思います。  

 

 

全国大会に参加して 

森 真理恵 

 

第 60 回建築士全国大会が、去る 12 月 8 日（木）京都市勧業館通称「みやこめっ

せ」で開催されました。今回のテーマは、「山とまちと木造建築」。 
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開催地京都は、ご存知の通り世界に誇る伝

統的な建築遺産が数多くあります。それを

町ぐるみで愛し継承し、保安、管理に尽力

されている熱い思いを改めて感じました。

同時に京町家に代表する木造建築の魅力や

奥深さなどを見直すよい機会となりまし

た。特に会場の展示ブースにおける地元北

山杉の丸太を使っての手斧なぐりの実演

が印象的でした。手斧によりみるみる間

に、味わいのある独特な模様が作りだされ

ていき、手斧仕上げの風情を楽しむ文化の

ひとつに触れた思いでした。それは、床框

や玄関框、式台にも多く使われてきたよう

です。 

君津支部では、山田支部長はじめ 7 名が参加しました。大政奉還の舞台となった格

式ある二条城、金閣寺、そして奈良においては木造建築物では世界最大級の東大寺大

仏殿、世界最古の法隆寺など、錚々たる歴史的建築物に触れることもでき、加えて支

部長の綿密なスケジュールにより参加者の皆さんと楽しく親睦も図ることも出来まし

た。満喫した古都開催の全国大会でした。                 

 

  

日本航空施設見学会                  

君津支部青年委員長 藤本 祥 

 

1 月 17 日(水)、羽田空港内の日本

航空メインテナンスセンターにあ

る整備工場および安全啓発センタ

ーにて日本航空施設見学会を行い

ました。見学予約がなかなか取れな

い所ですがちょうどこの日に取れ

たため開催の運びとなりました。 

見学会参加者 
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 木更津よりレンタカーにて羽田空港へ移動し、午前中はまず整備工場の見学でした。

見学に先立ち元客室乗務員が講師として飛行機や羽田空港施設に関する講座を行い、

その後格納庫にて間近で整備中の航空機や大空間の格納庫内を見ることができまし

た。航空機の整備は部品や工具の所在の確認はとても重要で、例えば建築現場ではビ

ス 1 本行方不明になってもあまり問題になることはありませんが、ここでは部品 1 つ

行方不明になったら一大事です。足りなければ持って来ればいいというわけではなく、

もし行方不明になっている部品がエンジンにでも入ってしまっていたら飛行中に故

障、最悪墜落の原因になる危険もあります。整備工場の見学後、国際線ターミナルで

の散策を挟んで次に安全啓発センターの

見学を行いました。ここは本来 JAL グループの研修施設として過去に起こった航空事

故の資料が展示され、二度と同じことを起こさないよう安全意識を高めるものです。

特に 1985 年 8 月 12 日に 520 名の犠牲者を出した 123 便墜落事故について大部

分のスペースを割いて展示されています。この事故の引き金とされている不適切な修

理をされた圧力隔壁や、垂直尾翼や原形をと

どめない座席など事故機の残骸、墜落時刻で

止まった腕時計や乗客の遺書などの事故機に

関する実物を見ることができます。感銘を受

けたのは当機に乗務していた客室乗務員が取

った行動で、ご本人のメモ書きや乗客の遺書

によると、異常事態が発生してから墜落まで

の 30 分ほどの間、機の最期を悟っていたか

もしれませんが諦めることなく異常事態にお

ける乗客への対応や不時着時の手順の確認な

ど最後まで粛々と職務を遂行されていた様子がうかがえます。元客室乗務員の案内係

の方も自分がこのような状況におかれたら同じ行動がとれるかどうか...とおっしゃっ

ていました。 

 航空業界にとって 8 月 12 日は忘れられない日ですが、奇しくもこの見学会が行わ

れた1月17日は阪神･淡路大震災が発生した日は建築業界にとっても忘れられない日

でもあります。この見学会が命の尊さや職務遂行の意識について一考する機会になれ

たら幸いです。 

元はグループ社員の研修目的に設立 

とてもシビアに点検 
格納庫扉は高さ 20ｍ以上の引戸 
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第 37 回千葉県建築士会支部交流会銚子大会に参加して  

 白鳥 結紀 

平成 29 年 10 月 21 日に開催された、第 37 回千葉県建築士会支部交流会銚子大

会に参加させて頂きました。大会テーマは「「歴史とジオを感じる町」～銚子の文化と

歴史に触れよう！～」午前中は会場の犬吠埼ホテルにて銚子戸川のまち調査に関する

基調講演を拝聴しました。調査に関わってきた越川泰一氏に解説をして頂きましたが、

調査報告の冊子もこの基調講演のためにまとめて下さったとのこと。文化財の景観保

護区域にも指定され、江戸時代に築かれた港と周辺の街並みが現在まで残っている戸

川地区の丁寧な実測調査と綿密な歴史考証を重ねられた様子が伝わり、とても感動し

参考になりました。 

 午後からは、各コースに分かれエクスカーションへ出発しました。私が参加した D

コース「銚子半島ぐるりバスの旅コース」は移動中のバスから景勝地を望みつつ、各

見学地をめぐる旅でした。銚子港で水揚げされる新鮮な地魚を頂ける「一山いけす」

さんで美味しい昼食を頂いた後は、創業 1616 年関東最古の醤油蔵ヒゲタ醤油で工場

醬見学をしました。土日は工場休業日なのですが、ヒゲタ 油の歴史を学べる映画視聴

と VR スコープ体験、資料館見学ができました。VR は工場内を 360°見渡せる映像

や自分が醤油になった目線でボトル詰めされる斬新な映像があり、不思議な感覚を楽

しめました。(写真 1,2) 

  

 

 

 

 

 

 

  

また、千葉県指定文化財に登録されている常灯寺の見学では、本堂の保存修理工事

を担当された岩瀬建設さんが図面・写真パネルと共に施工状況の説明をして下さいま

した。実際に本堂の中に入って実物と図面を見比べながら見学できる機会は特に貴重

で、体感できたことはとても勉強になりました。更に、同敷地内に保存してある国指

定重要文化財の木造薬師如来坐像まで御開帳して頂き、穏やかな眼差しにご利益を感

じました。(写真 3,4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1：ヒゲタ醤油 工場見学(映画上映) 
写真 2：ヒゲタ醤油

写真 3：常灯寺見学 写真 4：常灯寺 工事概要説明 
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最後は、名勝の屏風ヶ浦へ…撮影に使われる私有地(2 時間ドラマの犯人が自白する

崖！)の見学許可を取って頂いたため、崖上から迫力ある海岸線と見事な地層を堪能で

きました。 

今回の交流会はテーマにふさわしい基調講演と銚子の魅力を知るエクスカーション、

趣向を凝らした懇親会まで充実した一日となりました。最後になりましたが、台風が

迫る天候の中、参加者数 170 名を超える人数を手厚くもてなして頂きました銚子支

部・海匝支部の皆様、関係者の皆様にお礼を申し上げます。本当にありがとうござい

ました。 

 

編集後記 

我々建築士は、近年少しずつ耐震診断業務などにより、地域社会に向けて存在をア

ピールできてきていると思います。新たな制度の「既存住宅状況調査に関する説明」

でも、我々の活躍の場が益々広がるようで期待が高まります。 

ぜひとも今年は飛躍の年としたいものです。 

 かわら版についてのご意見、ご希望、とっておき情報等ありましたら下記アドレス

までお寄せいただきたくお願いいたします。   

 

アドレス：emiko-daishima@hb.tp1.jp 

 

       広報委員長  代島 惠美子 

 

 

事務局〒292-0024 

  木更津市大寺 1075 共和建設㈱内  

TEL：090-8305-3750  

FAX：0438-97-8100  

Ｅ-mail：sikaikimitsu@fol.hi-ho.ne.jp  

 


