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新年のご挨拶 

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 31 年の年明けにあたりご挨拶申し上げます。 

 昨年は、各地で災害が多く発生し被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 

地震など災害はいつ発生するか分かりません、日頃から災害対策をお願いしたいと思いま

す。千葉県建築士会では、千葉県からの委託により応急危険度判定士の講習会を毎年行っ

ております。ご協力頂ける会員の皆様には受講をお願いします。 

君津支部でも応急危険度判定に関係する事を四市と協力して、地震等の災害発生時に協

力して対応したいと考えています。 

本年は、消費税の増税や、新天皇の御即位による改元など色々な対応が必要になり、忙

しい一年になりそうです。私達の建築業界では東京オリンピック関連の工事により、職人

不足が現実となっております。また、労働者の高齢化が進み外国人労働者の受け入れが、

益々進むと考えます。建築士会の会員に於いても、高齢化が顕著になっています。建築士

試験受験者の減少は最近では下げ止まりの状況が続いています。魅力の有る建築業界、建

築士会になる様に努力して行きたいと思います。この様な時こそ、会員同士の連携を取り、

協力し合い前に進みたいと思います。 

建築士会では、建築士定期講習や監理技術者講習など、業務に不可欠な講習を行ってお

ります。会員の皆様には一部特典が有りますので、問合せの上是非ご利用下さい。 

最後に平成 31 年が、皆様にとって良い一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。 

 

 

 

君津市耐震改修促進協議会の視察研修旅行を終えて 

 

君津市耐震改修促進協議会 

副会長 宮﨑 功 

 

 君津市耐震改修促進協議会では、去る９月２８日（金）から

２９日（土）の二日間にかけて「木造住宅の耐震診断・改修工

事について」及び「空き家有効活用について」の先進地であり

ます長野市へ、そして「栗と北斎と花のまち」小布施町に荒井

会長以下１３名で視察研修旅行を行いました。その概要につい

て報告します。９月２８日（金）は、絶好の秋晴れに恵まれて

午後１時半より、長野市建築指導課を訪問し、耐震関係の担当

職員による長野市における「木造住宅の耐震診断・改修工事の

現状について」の説明を受けました。 

 長野市は、人口が約３８万人で君津市の約４．４倍であり、

平成１７年度から平成２９年度までの１７年間の耐震診断実績

数は、２２１８件あり、年間平均１７０件である。改修件数は 長野市役所庁舎 
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６５７件で、年間平均約５０件あるとの説明がありました。君津市と比較すると君津市は耐

震診断数は毎年５～６件程度、改修件数は多くて２件程度となっており、いかに長野市の実

績が多いか分かりました。 

 啓発活動は、市の広報、対象住宅のパンフレット全戸配布、インタ-ネット配信、有線放

送、出前講座、地域の防災研修会等の実施、あらゆる方法で啓発活動を行なっているとの説

明がありました。この説明の中で、「私達は耐震の営業マンである」との言葉に長野市の担

当職員の耐震に対する意識の高さと意気込みを痛切に感じました。 

 午後３時からは、「善光寺周辺の空き家有効活用の状況、事例紹介」について（株）まち

づくり長野の担当職員から説明を受けました。このまちづくり長野は、長野市商工会議所、

長野市、中小企業等で構成され平成１５年に設立された団体です。 

 主な事業としては、商業施設管理運営事業、商店街活性化支援事業、その他の事業等を行

なっており、住宅の空き家については、商店街活性化事業のなかで商業施設等に住宅を改修

する方への情報提供や資金融資等の相談等を行なっているそうです。実績としては、平成１

４年度から平成３０年までの１６年間で、空き家住宅を

商業施設等に改修したものは、９３件となっている。こ

のうち家庭の事情で駅前に引っ越した方が２件あるそ

うです。 

 担当職員からの説明を受けて特に感銘をうけたこと

は、空き家の有効活用を図るには、「法的制限や様々な

条件を受けるなかで、四角四面では出来ない。いかに空

き家をなくせるか、クリアーするか、」という担当職員

の情熱が感じられました。 

 宿泊は湯田中温泉の「ホテル椿野」に宿泊、荒井会

長、保坂市議会議員のあいさつの後、参加者全員による、長野市の耐震診断・改修工事と善

光寺周辺の空き家有効活用の視察研修の感想を述べて貰いました。 

 感想として多かったのは、長野市担当職員の説明の「私達は耐震の営業マンである。」と

いう言葉に感動した。と言う意見が多く出されました。 

このあと、乾杯となり美味しい料理、お酒で大いに盛り上がり、午後９時に宴を閉じました。 

 ９月２９日（土）は、台風の影響で朝から霧雨のなか、９時にホテルを出発し、荒井会長

の案内で小布施町の視察を行ないました。荒井会長からは、「宮本忠長の世界--建築家・宮

本忠長と小さな町の物語（市村次夫氏投稿）」の資料に基づいて以下の説明がありました。 

『昭和４８年、小布施町議会は小布施町長の「今後、小布施町の発注する建築物の設計は全

て宮本忠長にする。」という問題発言に揺れていた。当然のことながら「それは癒着ではな

いか。」との発言が相次いだ。それに対して町長は猛然と言い放った。「癒着のどこが悪い

か。それは金銭の授受や便宜の供与があるからだ。 

小布施のような小さな町が、建築家に本気の仕事と、結果として良い建築を設計してもらう

ためには夫婦のような信頼関係が必要だ。これと見込んだ建築家に全てを掛ける意気込みが

必要だ。宮本さんは若いが有能であるばかりでなく高潔な人だ。この建築家に小布施の将来

を託したい。」こうして町議会議員が党派を超えて全会一致で同意するとう前代未聞結果と

なり、以来４０年間、町長５代に渡る宮本忠長さんと小布施町の関係が誕生した。実に「４

０年間癒着」である。』 このように荒井会長が熱く語られました。 

このようなことからは、小布施町には建築家宮本忠長の作品が多く、今回は時間の関係で全

小布施記念館前にて 
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て見学することは困難であったため、代表作である葛飾北斎の肉質画が多く展示されている

「北斎館」と「高井鴻山記念館」の見学と北斎、政則、一茶のゆかりの古寺「岩松院」の見

学となりました。 

私が、小布施町の建物そして小布施町並み修景を見学して思ったことは、一人の建築家 

宮本忠長と当時の市村 町長の出会いにより、４０年間でこれだけの素晴らしい「まちづく

り」ができたこと、「小布施の宮本」「宮本の小布施」といわれる所以がここにあることが

分かりました。 

帰り道、同じ宮本忠長の作品である「松本市立美術館」を見学して帰路につきました。 

 

 

 

 

全国大会さいたま大会・首都圏外郭放水路見学会／ 

平成 30 年度二級･木造建築士免許証明書交付式 

  藤本 祥 

 

‘18 年 10 月 26 日（金）、全国大会さいたま大会

（於：大宮ソニックシティ）が開催され、全国大会へ

の参加に合わせて首都圏外郭放水路の見学会を行い

ました。 

 首都圏外郭放水路は埼玉県東部地域の中小河川の

氾濫対策を目的とし、増水時に河川のバイパスとして

約 6．3 ㎞の地下水路および江戸川へのポンプ排水設

備を有する一連の施設です。国土交通省の河川施設で

はありますが民間旅行会社とも提携し、観光資源とし

ての活用も行っています。(ちなみに見学には入場料

が必要です。) 

 今回訪れたのは春日部市の江戸川沿い、放水路の

最下流にあたる地下調圧水槽、排水ポンプなどの施

設がある部分です。併設されている資料館、中央操

作室を見学後、地下にある調圧水槽、別名「地下神

殿」と言われている施設は年数回稼働しており、稼

働後は本来床は泥だらけになるのですが見学者に配

慮してわざわざ泥はきれいに取り除かれてます。 

 見学後、大宮へ移動し全国大会の方へ合流しまし

た。放水路見学で見かけた他団体の方が何人もいた

のでどうやら考えることは同じのようです。 

※今度は 3 月に神奈川方面の見学会を予定しており

ます。詳細が決まりましたらお知らせいたします。 

 

 

 

”地下神殿”(調圧水槽) 

全国大会さいたま大会会場にて 
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 1 月 26 日（土）、千葉県建築士会分部会議室に

て二級・木造建築士免許証明書交付式が開催され、

約 50 名程の合格者が出席されました。前半は会長

および千葉県庁職員のご挨拶、夷隅支部・荘司和樹

さんの合格者向けの講演会が行われました。免許の

授与を間に挟んで後半は情報交換会・合格祝賀会が

行われました。 

 今回は君津地区 4 市にお住まいの方も 6 名程めで

たく合格されていました。 

 

 

 

 

 

平成 25 年度以降新入会員アンケート 

 

1. 名前 河野 勝男(カワノ カツオ) 62 才 

 

2. 業務内容 （在来工法木造の住宅の設計・工事監理・施工・現場管理・等）・ﾎｰﾑ

ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ(住宅診断) ・ 

3. 入会年月 2.3 年前、正確には、覚えていない。 

4. 建築士会入会のきっかけ 試験の監理官をしたくて入会。 

5. 建築士会に希望すること  特に無し。 

6. 趣味  船のカワハギ釣り 

7. 年３回発行のかわら版は読んで下さっていますか 読ん

でます。 

8. その他 何でも気付いたことありましたらお書き下さい。 

        特に無し 

 

 

1、 名前 宮﨑 功 (みやざき いさお)     

2、 業務内容 建築設計監理業務 

3、 入会年月 平成 29 年 7 月 11 日 

4、 建築士会入会のきっかけ 建築士会員の勧誘 

        

5、 建築士会に希望すること 積極的な情報提供 

 

6、 趣味 登山（ハイキング）、スポーツジム、カラオケ 

7、 年３回発行のかわら版は読んで下さっていますか  読んでいます 

 

 

 

免許証明書交付式･会長あいさつ 



 

 

1、 名前 白鳥 結紀 

2、 業務内容 設計監理

3、 入会年月 2016 年

4、 建築士会入会のきっかけ

女性委員の方

クショップに

5、 建築士会に希望すること

法改正の情報

今後ともよろしくお

6、 趣味 コーヒー 

7、 年３回発行のかわら

はい。メール

 

 

 

編集後記 

 1 月 29 日編集会議は、青澤副支部長他

下さる白鳥結紀さんも参加し

今号の編集の他来年度発行に

交わし合いました。委員長も

多くの人に目を向けていただける

お願いいたします。 

 

 

 かわら版についてのご意見

寄せいただきたくお願いいたします
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 (しらとり ゆき)   年齢 37 

設計監理・施工管理 

年 4 月 

のきっかけ 

方より「建築と子供たち VoL.8 ツリーハウスに

クショップに誘って頂いたこと。 

すること 

情報や資料、講習会の開催情報をいただけるので

ともよろしくお願いいたします。 

のかわら版は読んで下さっていますか 

メール配信して下さり便利に感じています。 

青澤副支部長他 7 名の広報委員と来年度から仲間入

し全員集合の 9 名が、狭い我が拙事務所に集まりました

に関し、色々協議し今までのマンネリを打破すべく

も委員も続投となる予定ですが新風も取り入れ

けていただける広報紙になるよう努力いたしますので宜

意見、ご希望、とっておき情報等ありましたら下記

いいたします。 

                   アドレス：emiko-daishima@hb.tp1.jp

 広報委員長

事務局〒292-0024 木更津市大寺 

TEL：090-8305-3750 FAX

Ｅ-mail：sikaikimitu＠

 

 

ツリーハウスに挑戦」のワー

をいただけるので助かります。 

仲間入りして 

まりました。 

すべく意見を 

れ、少しでも 

宜しくご協力 

下記アドレスまでお

daishima@hb.tp1.jp 

広報委員長  代島 惠美子 

 

 

 

1075 共和建設㈱内  

FAX：0438-97-8100  

＠fol.hi-ho.ne.jp 


