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支部長ご挨拶 

千葉県建築士会君津支部 支部長 斉藤 孝一 

 

今年度より、君津支部長を務めさせていただきます斉藤と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。また 2 期 4 年に渡り支部長をお努めされました、山田前支部長には大変お疲れ様でござい

ました。そして本会の副会長へ就任されましたこと、会員の皆様へお伝えいたします。本会での更

なるご活躍をお祈りいたします。 

さて、建築士会君津支部は皆様のご協力により講習会をはじめ、見学会の開催など多方面にわた

り、活動をしています。私自身も「建築士会のため」という事を念頭に建築士会活動がより充実し

たものになる様にと考えています。また、その活動は、会員の皆様一人ひとりの活動でもあると思

います。「できる人が、できる範囲で」という事を基本に、お互いに協力しあって活動できればと感

じています。それには会員がそれぞれの行事に進んで参加していただき、ご意見ご要望などお話が

聞ければと感じています。また、沢山参加していただく事によって、会員同士の顔が分かる君津支

部会員となる様になっていただきたいと感じています。今現在君津支部の会員123名おりますが、

これからも講習会、見学会など行っていく予定です。そして夏には納涼会も開催する予定でいます。

どうぞこれからの行事などに進んでご参加いただきたくお願いいたします。今後ともご支援ご協力

宜しくお願いいたします。 

 

 

 

行政から 

君津土木事務所 建築宅地課長 小林 耕次 

 

 千葉県建築士会君津支部の会員の皆様には、日頃より建築行政に御協力頂き、誠にありがとうご

ざいます。 

 今年度の体制は、青山課長、建築担当の岩﨑副主査が転出し、新人の今野技師が転入。宅地担当

は伊藤技師が転出し、笠原技師が転入。建築５名、宅地２名計７名で課員一同、円滑に業務を進め

ていく所存ですので宜しく御指導お願い致します。 

 さて、昨年６月２７日に公布された建築基準法の一部改正する法律が施行されます（令和元年６

月２５日施行）。主な改正の概要は 

（１）建築物・市街地の安全性の確保 

①密集市街地等の整備改善に向けた規制の合理化として防火地域、準防火地域における延

焼防止性能の高い建築物について、建蔽率１０％の緩和等。 

②既存建築物の維持保全による安全確保に係る見直しとして既存不適格建築物に係る指

導・助言の仕組みの導入等。 

（２）既存建築ストックの活用 

①戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化として耐火建築物等としなければな
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らない３階建の商業施設、宿泊施設、福祉施設等について、２００㎡未満の場合は、必

要な措置を講じることで耐火建築物等とすることを不要とする等。 

②建築物の用途転用の円滑化に資する制度の創設として既存建築物について二以上の工事

に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画認定制度の導入等。 

（３）木造建築の推進 

①木材利用の推進に向けた規制の合理化として耐火構造等としなくてよい木造建築物の範

囲の拡大等。 

 この改正に伴い、申請の必要な特殊建築物が１００㎡を超えるものから２００㎡超えに緩和され

ることから、君津市管内の一部建築物は君津市に移管することになります。併せて県条例の改正も

ありますので、貴会をはじめとして関係団体の皆様へ情報提供に努めて参りたいと考えております。 

 また、昨年の大阪府でのブロック塀倒壊による悲惨な事故や（株）レオパレス２１の賃貸住宅の

防火設備不備等喫緊の課題が多くあります。特にブロック塀については昨年調査した小学校通学路

の、技術的な所を当協会の協力を得ながらフォローアップしていきます。 

 結びに、千葉県建築士会君津支部の益々の御発展と会員の皆様の御健勝を祈念いたしまして、新

年度の御挨拶といたします。 

 

 

 

木更津市都市整備部 建築指導課長 榎本 一夫 

 

千葉県建築士会君津支部の会員の皆様におかれましては、日頃より本市の建築行政にご支援ご協

力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 ４月１日付けで建築指導課長になりました榎本と申します。まずは、組織改正並びに人事異動に

つきまして、ご報告させていただきます。組織改正につきましては、建築指導課において変更はあ

りませんが、建築関連としては営繕課・施設課が廃止となり、両課と管財課の一部が統合され総務

部資産管理課が新設されました。また、市役所全庁的に課の組織が担当制から係制に変更になりま

した。人事異動につきましては、泉水課長が退職、佐藤主幹、坂上主任技師が転出、後任として私

と宮澤副主幹（再任用）、石作主任技師、石塚技術員が転入し、田中副主幹が課長補佐兼建築指導係

長に、竹内主査が建築審査係長になりました。 

 さて、昨年６月に建築基準法の一部を改正する法律が公布されたことに関連して、９月に手数料

条例の一部を改正しましたが、今後、千葉県建築基準法施行条例の改正も予定されておりますので、

関係団体の皆様には適時に情報提供をして参りたいと考えております。 

また、昨年度、木更津市地域防災計画が改訂されたことから、迅速に被災建築物の応急危険度判定

活動を実施するための「震前計画」の改訂を考えておりますので、支部の皆様方にもご協力をお願

いいたします。 

 最後に、千葉県建築士会君津支部の会員の皆様方の益々のご健勝、ご発展を祈念いたしまして、

挨拶とさせていただきます。 
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君津市建設部建築指導課 課長 大野 悦雄 

 

夏至の候、会員の皆様には日頃より君津市の建築行政に深いご理解と、多大なるご協力を賜り厚

く御礼申し上げます。 

本市では、平成 31 年度組織改正に伴い、これまでの建築課 1 課 3 係体制から、建築指導課なら

びに住宅営繕課の 2 課 3 係体制となりました。建築指導課では審査指導係として、建築基準法等に

基づく建築確認をはじめとする建築行政を所管いたします。人事では、河邉真次主任技師が営繕係

から審査担当に加わり、6 名の組織となります。また、住宅営繕課では、住宅係として市営住宅・

木造住宅耐震補助・空き家バンク等の住宅施策を、営繕係として市有建築物の工事等に関する業務

を所管いたします。 

さて、平成 30 年 6 月に建築基準法の一部改正が公布されたところですが、これに伴い限定特定

行政庁の業務が一部拡大となります。法6条1項1号の特殊建築物の床面積の合計がこれまで100

㎡以下としていたところ、200 ㎡以下に改め、また法 43 条 2 項 1 号の建築物の接道認定などを

新たに加え所管することとなります。 

つきましては、本市の建築行政を引き続き円滑に進めていくにあたり、会員の皆様にはより一層

のご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

結びに、千葉県建築士会君津支部の益々のご発展と、会員の皆様のご健勝を祈念いたしまして、

挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

袖ケ浦市 都市建設部 次長（兼）都市整備課長 鈴木 敏幸 

 

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

協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

本市では、快適で調和のとれたまちづくりを目指し、各種都市基盤の整備を進めており、袖ケ浦

駅海側地区土地区画整理事業につきましては、住宅建築も順調に進んでおり、７月には大型商業施

設の一部が開業いたします。これにより、地域活性化や雇用機会の拡大も含めた本市のさらなる発

展が期待されます。 

また、木造住宅の耐震化を進めるため、市内の民間建築士により組織された『袖ケ浦市耐震改修

促進協議会』と協力して、木造住宅の無料耐震相談会を開催しているほか、耐震診断費用や耐震改

修工事費用の補助を行っています。これらの耐震化を進め、「地震に強いまちづくり」を推進するこ

とにより、市民が安全、安心な暮らしをできるようになります。 

今後とも会員の皆様のご協力をいただき、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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富津市 都市政策課長 茂木 雅宏 

 

新緑の候、皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃は富津市の建築行政にご

協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

昨年６月に発生しました大阪府北部地震では、ブロック塀が倒壊し、2 名の方が亡くなられる事

案が発生いたしました。適正な維持管理に努めていただくよう啓発を実施してまいります。 

富津市では木造住宅の耐震化を進めるため、昨年に引き続き関係者の皆様のご協力をいただいて

「わが家の耐震相談会」、｢木造住宅耐震診断事業｣、「木造住宅耐震改修事業」を実施していく予定

です。中でも「わが家の耐震相談会」を 6 月 30 日(日) 7 月 28 日(日) 8 月 31 日(土) 9 月 29 日

(日)に開催を予定しています。 

また、管理不全空き家の実態を把握するための実態調査を昨年度完了し、老朽・危険度ランク分

けを行いました。今年度は危険度の高い空き家から適切な管理を促進するための助言・指導を行う

ことを予定しています。 

今後とも、支部の皆様のご協力を頂きながら建築行政及び建築物の耐震化を進めて参りたいと考

えておりますので、よろしくお願い致します。 

 

 

 

大磯旧吉田邸・小田原城下町見学会に参加して 

君津支部 白鳥 結紀 

平成 31 年 3 月 20 日（水）に君津支部主催で開催された大磯旧吉田邸・小田原城下町見学会に

参加させていただきました。当日は雲一つない晴天に恵まれ、まさに見学会日和となりました。君

津支部会員・他支部会員を含む参加者総勢 16 名でマイクロバスに乗車し木更津駅を出発、まず最

初の目的地の神奈川県大磯町・大磯城山公園内にある旧吉田茂邸へ向かいました。 

到着すると予約手配をして下さっていたガイドさんに案内・解説をしてもらいました。旧吉田茂

邸は戦後の内閣総理大臣を務めた吉田茂(1878-1967)が暮らしていた邸宅です。もとは明治 17

年(1884)に吉田茂の養父で横浜の豪商だった吉田健三が大磯の土地を購入し、その地に別荘を建

てたのが始まりで、養父亡きあと財産の一部として吉田茂が邸宅を引継いだそうです。昭和 19 年

頃(1944)より大磯の邸宅を本邸とし、増改築を数回繰り返しながら晩年その生涯を閉じる昭和 42

年(1967)までを過ごしたとのこと。残念ながら本物の本邸は平成 21 年(2009)3 月に原因不明の

火災で焼失してしまいましたが、昭和 22 年頃建てられた応接間棟、および昭和 30 年代に近代数

寄屋建築で有名な吉田五十八が設計した新館をメインに再建され、消失を免れた日本庭園や兜門・

七賢堂などの歴史的資源と共に平成 29 年 4 月 1 日より一般公開されています。再建された本邸は

豪華な内装や家具・調度品もレプリカで再現されており、当時の写真や説明を聞きながら見学でき

たのでとても見ごたえがありました。特に印象的だったのが、計算された見事な眺望の追体験が出

来たことです。官邸直通の黒電話が置かれていたという書斎からは、好んで座っていた場所から窓

越しに眺められる富士山が、賓客をもてなす応接間だった金の間からは箱根の山々と富士山・相模
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湾が、寝室兼書斎だった銀の間からは死の前日まで眺めていたという富士山が、快晴のおかげでど

れも綺麗に見られました。手入れの行き届いた日本庭園も花見や紅葉と四季折々に楽しめるそうな

ので、季節を変えてまた訪れてみたいと思うほど素敵な施設でした。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1：消失を免れた兜門(別名：講和条約門)   写真 2：再建された本邸(中央部) 

見学後は期待していた昼食の時間です。小田原港へ向かい「漁師めし食堂」で新鮮な地魚の美味

しい刺身定食を頂きました。この小田原早川漁港の周辺には浜焼き店や鮮魚店、お土産店が軒を連

ねているので活気があり、食後の散策も目移りするほど楽しめました。その後、神奈川県足柄上郡

にある寛政元年（1789 年）創業の井上酒造さんへ酒蔵見学に伺いました。江戸時代の中期から 7

代、200 年以上に渡って箱根山の麓にある足柄平野の伏流水と厳選された原料米で酒造りをされて

いるそうです。酒造の歴史や日本酒の作り方を教えて頂いた後に試飲したお酒はまた格別で、お土

産に買って帰った「箱根山」はお酒好きの人にもとても喜ばれました。 

次の目的地は小田原城です。昭和 35 年(1960)に天守が再建されてから初めての大規模な改修

となった「平成の大改修」(平成 28 年(2016)竣工)が終わったあとに来たのは今回が初めてだった

ので、綺麗になり生まれ変わった天守閣を見学できました。耐震補強工事、破損部分の補修や外壁

全面塗装や空調設備工事に併せて展示リニューアルにも力が入っており、階ごとにテーマが変わり

小田原城を中心にした歴史の移り変わりを学べる仕組みになっています。天守最上階は江戸時代の

様子を再現した「摩利支天像」安置空間や精巧につくられた模型も見応えがありましたが、天守閣

展望デッキからの眺めは特に素晴らしく街並みから相模湾までを見渡せて感動しました。最後は小

田原名物の鈴廣かまぼこ鈴なり市場に寄る時間もとって下さり、美味しいお土産もたくさん買うこ

とができました。充実した１日を過ごさせていただきました。 

最後になりましたが、高速で渋滞が発生した帰路でも安全運転で無事に全員を送り届けて下さっ

た藤本さん、企画から当日の運営までご尽力下さった君津支部の方々に心から感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3：井上酒造の門と蔵           写真 4：小田原城の天守閣 

 



 

 

「逃げ地図づくり」出前ワークショップの

 

学童ぐんぐん舎で大地震に

さあ、みんな！どこに逃げる

 

去る 5 月 22 日に、第 1 回

育施設「ぐんぐん舎」にて開催

  

■ 日 時 ：2019 年

■ 場 所 ：木更津ぐんぐん

■ 参加者 ：ぐんぐん児童

       女性委員会逃

■ 想 定 ：2019 年

       最大震度 5

■ 講 評 ：少ない準備

に気付けた。避難経路

参加児童が少なかったが

“地震いつもの備え

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：作成した逃げ地図 
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ワークショップの報告   千葉県女性委員会

に遭遇、80 分後に津波が来ます！ 

げる? 

回の「逃げ地図つくり」出前ワークショップを

開催いたしました。 

年 5 月 22 日（水）16：00～18：00 

ぐんぐん舎  千葉県木更津市文京 5-3-6  

児童 4 名 先生 4 名 

会逃げ地図隊5名 田野恵 津田信代 白鳥結紀

年 5 月 22 日午後 4 時南海トラフ地震発生 

5 強 最大津波高さ 3ｍ 津波（1ｍ）到達最短時間

準備（防災マップ、住宅地図、逃げ地図グッズ）

避難経路の写真を地図に貼り付けることで、危険な

なかったが、お友達や家族に説明できる！と子供たちと

え”を複数部持参して、一緒に書き込んでいければよかった

 

千葉県女性委員会・君津支部女性委員会 

ワークショップを、木更津市にある学童保

白鳥結紀 重田静枝 金光朝子 

到達最短時間 80 分 

）で大きな成果があること

な場所の確認ができた。 

たちと約束できた。 

んでいければよかった。 



 

 

編集後記 

 表紙の写真は総会の後の

長 渡辺芳邦氏、県の蘇理副会長

撮ったものです。後から、全員

これからのかわら版ですが

加された方から、読んだ会員

きたらと考えていますので宜

 

かわら版についてのご意見

お待ちしています。 

             

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

〒293-0001 

千葉県富津市大堀１３３５番地

TEL・・・090-6103-7185
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E-mail・・・chibakenchiku@sikaikimitu.parallei.jp
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の懇親会の席上、来賓にお迎えした新県会議員

蘇理副会長を囲み、我々女性委員が盛り上がった勢

全員で撮っていただいたら良かったとつくづく

ですが、斉藤新支部長のお気持ちをもバックアップできるよう

会員が次は「是非参加してみよう」と思えるような

宜しくご協力のほどお願いいたします。 

意見、ご希望がありましたら下記アドレスまでお

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

                                        広報委員長  代島 惠美子

番地 

7185 

7272 

chibakenchiku@sikaikimitu.parallei.jp 

新県会議員 平田悦子氏、木更津市

勢いで記念撮影をお願して

かったとつくづく思いました。 

ちをもバックアップできるよう、各行事に参

えるような原稿をいただき発信で

アドレスまでお寄せください。 

 

惠美子 


