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横手建築士会� 平成 28年 8月 24日

近代化産業遺産
旧小坂鉱山配電所木質レンガ造移築再生事業

� 小坂町　明治 100年通り

建築材料や各種工法等の研修会の様子

　賛助会員の方の協力により、日々進歩していく建築材料や各種工法等について研修会を開きました。会員
の資質向上目的の研修会は、士会の会員だけではなく未加入の方々にも参加してくれる様に声を掛けました。
研修会に参加して士会がどのような活動をしているか実際に見てもらい、ぜひ入会をしてもらいたいとの思
惑もありましたが、残念ながらお盆明けの平日の午後からということで、会員の参加も若干予定を下回りま
した。

� 詳しくは、12 ページからをご覧ください。
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定時会員総会

　一般社団法人秋田県建築士会の定時会員総会が、平成 28 年６月 24 日午後２時から秋田市のキャッス
ルホテルで開催されました。
　総会に先だち湯沢隆市会長より「日頃、建築士会の運営につきましてご理解とご協力を賜り心より感
謝申し上げます。今年度、８地区の会員総会すべてに出席させていただきました。その際にも説明いた
しましたが、この４月１日に事務局体制が変わりました。社会同様、当会の高齢化も進んでおり、５年
10 年後には多くの方が退会することが予想されます。どのように建築士会を運営していくかが懸案で
ありましたが、固定経費を押えること、新規事業がなかなか出来ないため状況にあるため事務局体制を
整備することに取り組みました。今後は、そのときどきの時代状況を勘案して、取り組んでいく必要が
あります。今年度の事業は前年と同様でありますが、体制が整ったことで新たな展開ができるものと考
えております。」との挨拶がありました。
　次に、事務局から平成 28 年４月末現在の正会員数が 985 名で、このうち出席者が 58 名、委任状提出
者が 536 名、合計 594 名で、本日の総会が定足数を満たしていることが報告されました。続いて、秋田
中央支部の舘岡恒人さんが議長に選出されたほか、議事録署名人に秋田中央支部の小林晴樹さんと佐藤
栄子さんが選任され議案審議に移りました。
　第１号議案の平成 27 年度事業の収支決算書類の承認の件（会計監査報告含む）と、報告事項である
平成 27 年度の事業報告、平成 28 年度の事業計画及び収支予算については、それぞれ審議が行われ何れ
も原案通り承認されました。
　続いて、午後３時 30 分から「式典」が開催され、主催者である湯沢会長の式辞の後、９名の方々に
永年功労者表彰が授与されたほか、ご来賓の秋田県建設部建築住宅課長の髙橋史志様からご祝辞をいた
だきました。
　休憩を挟んで午後４時から祝賀会が開催され、（一財）秋田県建築住宅センター理事長の柴田公博様
のご祝辞の後、（一社）秋田県設備設計事務所協会会長の長谷川正一様の音頭で乾杯が行われ、終始和
やかな雰囲気の中で祝宴が催されました。

平成 28 年定時会員総会が開催されました
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総　会
式　典

　本日ここに、秋田県建設部高橋建築住宅課長様を
はじめ、関係団体の代表の皆様をお迎えし、式典を
挙行できますことを厚く御礼申し上げます。また、
会員の皆様には、日頃より建築士会の活動にご理解・
ご協力をいただいておりますことに、感謝申し上げ
ます。
　さて、この四月に観測史上初めてという、震度７
を二度観測する熊本地震が発生しました。この地震
で亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げると
ともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げ
ます。
　この地震で、私自身が考えさせられたことの一つ
に、東日本大震災と異なり、被災地である熊本県民
は元より、多くの国民が、大規模地震が発生する恐
れが少ないと思われていた県で発生したことです。
国内の陸地だけでも判明している活断層が、二千を
超え、まだ見つかっていない活断層も考えると、日
本中どこでも、同規模の地震災害が発生する可能性
は十分あると思われます。
　また、被災地の復興・復旧支援として、被災地の
熊本県や九州の各県を中心に西日本の府県の建築士
会の会員が、住民の安全の確保を図るため、被災建
築物応急危険度判定や補修のための住宅相談等の支
援業務を行っております。翻って、秋田県で同規模
の地震が発生した場合、我々はどの程度支援業務を
行えるのか、何ができるのか改めて考えさせられま
した。
　大切なことは、各々の日々の業務・活動の中で、
県民が安心して安全な生活のできる様、知識や技術

を向上させることではないかと思いますが、今後、
県、市町村等のご指導・ご協力をいただきながら、
具体的な対応を考え、必要な対策を講じてまいりた
いと思っています。
　今、当会は会員の高齢化、そして、会員の減少と
いう大きな課題があります。
　会長就任から三年経過しますが、この間、多くの
方と忌憚のない意見交換をする機会がありました。
　この中で、印象に残っている言葉として、「チャ
ンスは平等、要はチャンスをつかめるどうかが問題
であり、チャンスをつかむためには、あきらめず、
常に物事を前向きに考えること、変化を恐れないこ
とが大切」ということがあります。
　高齢化は避けられませんが、会員の減少について
は、工夫次第で歯止めをかけることができるのでは
ないかと思っています。
　どうか、皆様には、会員減少を自らの問題として
粘り強く、ご検討いただき、会員減少に歯止めをか
ける方策等について、忌憚のないご意見をお寄せい
ただければ有難いと思っています。
　結びに、各建築士が一層県民から信頼され、頼ら
れる存在となるための各種事業を実施していきたい
と思っていますので、皆様のご理解ご協力を、よろ
しくお願い申し上げますとともに、本日ご参会の皆
様のご健勝とご活躍を祈念申し上げまして、式辞と
いたします。

　平成二十八年六月二四日

会　長　式　辞

一般社団法人　秋田県建築士会　会長　湯　沢　隆　市
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総　会
祝賀会

　ご紹介いただきました建築住宅課長の高橋でございま
す。
　まずは、平成 28 年度定時総会が滞りなく終えられま
したことを、お祝い申し上げます。
　また、本日、永年功労の表彰を受けられました皆様に
おかれましては、これまでの功績に深く敬意を表します
とともに、今後のなお一層のご活躍をお祈り申し上げま
す。
　併せて、ご列席の皆様におかれましては、日頃から本
県の建築・住宅行政の推進にご協力いただきまして、こ
の場をお借りして、厚く御礼申し上げます。
　さて、始めに、熊本地震発生の際、全国規模で多数の
被災建築物応急危険度判定士に対する派遣要請があるだ
ろうと予想されたことから、本県でも貴会に派遣の準備
を依頼しましたところ、会員の皆様への周知と派遣候補
者のリストアップまでしていただきまして、ご協力、誠
にありがとうございました。
　今回の派遣につきましては、４月 20 日（水）に派遣
要請があり、まずは１次派遣として、県職員から９名、
秋田市２名、大仙市４名、横手市１名の計 16 名を派遣
いたしました。このときの要請は、第１陣として４月
23 日（土）～４月 25 日（月）、第２陣として４月 26 日

（火）～４月 28 日（木）でありまして、飛行機の手配、
現地での移動手段の確保、宿泊地の確認など準備に要す
る時間を考慮すると 23 日からの第１陣、出発は 22 日に
なるものですから、さすがにこれは無理だろうというこ
とで、第２陣の 25 日出発で 26 日から活動の第２陣への
派遣としたところです。
　このときの支援要請は、第１陣、２陣とも、中部圏ブ
ロック 150 名、関東 10 都県ブロック 200 名、北海道・
東北ブロック 100 名で、各陣 450 名、合計 900 名とかな
り大規模な人数でありました。４月中の判定終了を目指
していたということで、その後の派遣要請はありません
でしたので、結果的に皆様にお願いすることにはならな

かったという次第です。
　しかしながら、今後、
県内や近県で大規模な地
震被害があった場合を想
定しますと、応急危険度
判定業務を行政職員だけ
で対応することは不可能
であります。引き続き皆
様方のご協力を何とぞよ
ろしくお願いいたしま
す。
　なお、９月 27 日（火）
に平成 28 年度秋田県被

災建築物応急危険度判定士講習会を開催する予定です。
建築士の皆様で、まだ判定士の登録をしていない方は、
是非とも受講して登録されるようお願いいたします。
　次に、住宅の耐震化についてです。皆様もご存じとは
思いますが、秋田県の住宅の耐震化率は 70.8％と全国的
にも最下位クラスになっております。
　この、耐震化率については、木造一戸建て住宅の割合
が高い地域で耐震化率が低くなる傾向があるところです
が、秋田県の場合、それに加えて理由は様々考えられま
す。一つが近年、地震による直接的な被害が少なく、危
機感が薄れてきていること、また、耐震性が不十分な住
宅である昭和 55 年以前建設の住宅（築 36 年以上）（約
108,000 戸と推計）では、高齢者のみの世帯が増えてき
ており、経済的な余裕がないことや耐震改修、建替をし
ても引き継ぐ世帯がいないため意欲が高まらないことな
どが考えられます。しかしながら、秋田県内にも数カ所
の主要活断層があり、いつ直下型の巨大地震が発生して
も不思議ではないとされております。
　県としては、まずは県民の皆様の意識を高めることが
最も重要と考えており、耐震診断・耐震改修について、
ホームページやパンフレットの配布などによる PR 活
動、様々な会合やイベントなどを活用した普及啓発活動
などをより一層強化していくこととしております。
　皆様におかれましても、昭和 55 年以前の住宅のリ
フォームなどに何らかの形で関わる際には、まずは耐震
診断をおこない、リフォームと併せて耐震改修もおこな
うことを勧めていただくなど、耐震化率の向上にご助力
をいただければ幸いと存じます。
　終わりになりますが、秋田県建築士会の今後のますま
すのご発展と、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。本日は誠におめでとうござ
います。

祝　賀　会　祝　辞

秋田県建設部建築住宅課長　高　橋　史　志

功労者
表　彰
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功労者
表　彰

平 成 28 年 度 通 常 総 会
会 長 表 彰 者 紹 介

永年功労者表彰

氏　　　　名　　佐　藤　雄　幸
住　　　　所　　大館市有浦二丁目３番 45 号
勤務先（名称）　　大館市建設部都市計画課
　　　（住所）　　大館市比内町扇田字新大堤下 93 番地６
会　員　歴　　30 年
コ メ ン ト　　　功労者表彰という名誉な賞を頂き、大変光栄に思いま

す。また、大館・北秋田建築士会の皆様にも改めて御礼
申し上げます。
　建築士会への入会は昭和五十五年、地元の民間企業を
経て昭和五十五年から大館市に勤務し、建築工事の発注
から工事監理、そして検査。また、平成七年には限定特
定行政庁の発足、市の住生活基本計画の策定や市営住宅
の建替え事業など、建築行政一筋に尽力してまいりまし
た。
　建築士会での活動に関しましては、一会員としてとい
うよりも、大館市と建築士会との橋渡し役を担ってきた
ことの方が深く印象に残っております。
　今年三月で定年退職となり、再任用職員として建築に
係わる業務に携わっております。今後ともよろしくお願
いいたします。

氏　　　　名　　神　田　幸　憲
住　　　　所　　秋田県鹿角市尾去沢字沼田２－４
勤務先（名称）　　株式会社　長老森施工
　　　（住所）　　秋田県鹿角市花輪字町端 14 －１
会　員　歴　　36 年７か月
趣　　　　味　　映画鑑賞
コ メ ン ト　　　この度は、永年功労者表彰を頂き、ありがとうござい

ました。
　　　　　　　　　建築士会と言えば、毎年、各支部持ち回りで開催され

る青年大会に参加して、勉強会やレクレーションもしま
したが、夜の部で、仲間と楽しく酒を酌み交わした事が、
思い出されます。

　　　　　　　　　自分の支部担当の時は、夜に何度も委員会を開き、準
備をした記憶があります。この打上げも又、酒でした。

　　　　　　　　　ご指導いただいた諸先輩も現役を引退されさみしい思
いもありますが、その分、自分も年を取り、この表彰な
のだなと思う、今日この頃です。
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氏　　　　名　　山　内　　　一
住　　　　所　　〒 010-1211　秋田市雄和椿川字方福 64 －２
勤務先（名称）　　山内建設
　　　（住所）　　〒 010-1422　秋田市仁井田目長田１丁目１－５
会　員　歴　　25 年５か月
趣　　　　味　　軽登山
コ メ ン ト　　　建築士会に入会させていただき 25 年ほどなりました。
　　　　　　　　　入会以来大してお役にも立てずに年月が過ぎてしまっ

たという感じがします。この度は名誉ある永年功労者表
彰をいただきまして大変恐縮に思っております。誠にあ
りがとうございました。
　これからも建築士会発展のため、微力ではありますが
会員皆様と共に協力、応援していきたいと考えておりま
すので、よろしくお願いいたします。

氏　　　　名　　小　林　　　勉
住　　　　所　　〒 018-1711　南秋田郡五城目町高崎字雀舘下川原 160
勤務先（名称）　　株式会社　小林設計
　　　（住所）　　〒 018-1711　南秋田郡五城目町高崎字雀舘下川原 160
会　員　歴　　37 年
趣　　　　味　　温泉めぐり
コ メ ン ト　　　この度は、永年功労表彰をいただき、感謝申し上げま

す。
　気がつけば、建築士となり建築士会入会し、夢中に仕
事・・・？　37 年でした。
　秋田中央支部の理事として８年ほど務めさせていただ
きましたが、特別な活動もできず、恐縮しております。
　現役でいられる限り、微力ですが、士会の発展に繋が
るよう頑張ってまいりたいと思っております。

氏　　　　名　　佐々木　政　幸
住　　　　所　　秋田県山本郡三種町豊岡金田字保龍 100 － 3
勤務先（名称）　　佐々木工務店
　　　（住所）　　秋田県山本郡三種町豊岡金田字保龍 100 － 3
会　員　歴　　28 年 6 カ月
趣　　　　味　　スノーモービル　旅行　キャンプ
コ メ ン ト　　　青年部副会長当時、全県青年大会では、各支部講演会、

優良建築物視察などで県内の歴史的建築物、優良建築物
など見学でき、また懇親会スポーツ大会などなどで全県
各地の皆様に大変お世話になりました。これからも建築
士会活動に頑張りたいと思います。
　この度は、功労者表彰いただきありがとうございまし
た。
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氏　　　　名　　佐　藤　　　方
住　　　　所　　横手市十文字町字海道下 68 － 31
勤務先（名称）　　株式会社　都市整備
　　　（住所）　　横手市神明町 12 番８号
会　員　歴　　12 年８ヶ月
コ メ ン ト　　　建築士会にお世話になって、講習会をはじめとする

様々な勉強の場を提供して頂いているおかげで、自分な
りに時代の変化についていけてる様な気がしておりま
す。この度は横手建築士会の皆様から推薦を頂き、平成
28 年度永年功労者表彰を受賞出来た事にも深く感謝し
ております。今後も秋田県建築士会並びに横手建築士会
の発展のために微力ながら努力する所存ですので宜しく
ご指導をお願い致します。

氏　　　　名　　佐々木　　　徹
住　　　　所　　大仙市神宮寺字神宮寺 55
勤務先（名称）　　㈲佐々木建設
　　　（住所）　　大仙市神宮寺字神宮寺 55
会　員　歴　　24 年
趣　　　　味　　 最近、刃物砥ぎ（包丁・のみ等）にはまっています。夢中

になれます。
コ メ ン ト　　　この度の表彰につきましては、地元の建築士会で運営

に係る皆様に厚くお礼を申し上げます。
　先輩方がおられるにもかかわらず、「なぜ？」という思
いもありましたが、ありがたく頂戴いたしました。
　建築士会に入会し、もう 24 年にもなるのかという思
いですが、これからも設計に携わり、会員の増強に微力
ながら、協力していきたいと思います。

氏　　　　名　　須　藤　滝　雄
住　　　　所　　〒 018-0142　秋田県にかほ市象潟町大須郷字林ノ下 78 －４
勤務先（名称）　　自営
　　　（住所）　　〒 018-0142　秋田県にかほ市象潟町大須郷字林ノ下 78 －４
会　員　歴　　S49 年入会
趣　　　　味　　社交ダンス
コ メ ン ト　　　大工になってもうすぐ 50 年。建築士になって 40 年過

ぎてしまった。時の過ぎるのは、早すぎる。体の動くか
ぎりお客様からよろこばれる仕事をしていきたい。

　　　　　　　　　生涯現役！
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氏　　　　名　　山　脇　成　吉
住　　　　所　　秋田県湯沢市字下山谷 228 番地
勤務先（名称）　　㈱山脇組
　　　（住所）　　秋田県湯沢市北荒町２丁目 14 番地
会　員　歴　　32 年　10 ヶ月　～
趣　　　　味　　バイクツーリング　～　波乗り　～　映画鑑賞
コ メ ン ト　　　私の父が建築士会雄勝支部会長だった 20 年ほど前に

は会員は 170 名もいましたが、現在の会員数は当時の約
半数程度になりました。　以前は一級や二級建築士に合
格し建築を生業にする場合、建築士会に入会するのは当
たり前ような時代でしたが、現在は個人情報の問題や建
設関連企業の規模縮小に伴い、入会されない建築士の方
もいるのが現状のようです。
　さて私が設計事務所にいた頃はドラフターや平行定規
を使い如何に見栄えの良い（顧客受けする）図面を描くか
努力したものですが、それも過去の遺物、現在は CAD
により能率と引き換えに誰が描いても同じ画質の図面に
なるのも時代の流れでしょうか。
　因みにＡ元建築士耐震偽装事件以来、確認申請の煩雑
さにはついていけなくなりました…こんな私でも功労者
として表彰して頂ける建築士会には感謝いたします。有
難う御座いました。
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新入会員からのメッセージ

新入会員紹介

能代山本支部

櫻井　照夫

　今年度入会いたしました櫻井照夫と申します
　現在、現場管理を主体に設計の業務に携わっております。
　この業界入り１４，５年になります。
　今までの経験などで身に付いた知識を基に、日々進歩する技術などを勉強
し精進していきたいと思っております。

　中学生から剣道を続けております。
　宮本武蔵先生の五輪書に
「千日の稽古を鍛とし万日の稽古を錬とす」という言葉があります
　仕事の上でもこの言葉を常に思っていきたいと思っております。

趣味　：　剣道

秋田中央支部

髙橋　望美

　今年の春に入会させていただきました。
　建築士会の活動を通じて、自分自身一回り二回りと成長できるよう、いろ
いろと吸収していきたいと思っています。
　まだまだ未熟者でご迷惑をおかけすることもあるとは思いますが、頑張り
ますのでどうぞご指導のほどよろしくお願いいたします。
　趣味はDIY や雑貨作りなど、モノ作りが好きでよく制作しています。

由利支部

伊藤　　学

現住所　〒 015-0011　秋田県由利本荘市石脇字石脇 178
電話番号　0184-22-5372
勤務先　伊藤工務店
電話番号　0184-22-5372
住所　〒 015-0011　秋田県由利本荘市石脇字石脇 178
会員歴　２ヶ月
趣味　読書

横手支部

髙橋　秀雄

　髙橋秀雄と申します。羽後町で生まれ、18歳で上京し国士舘大学経済学
部に入学し、叔父の経営する㈱佐々木組（本社：名古屋市）に入社しました。
建築士会には「神奈川県」所属。６年前、ここ横手市平城町にＵターンした
68歳の年金生活者。市教育委員会、監督署の総合労働相談員、県高校教育課、
測量会社助手のアルバイト。ついに最近は不動産・建築の営業員としてのダ
ブルワーカー。
　此のたび、横手建築士会に入会させていただきました。これも一重に会長
はじめ横手建築士会の照井氏のお陰と感謝申し上げます。

趣味：ざっこ釣りと読書とエッセイ書き
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　平成 28 年７月２日建築士の日に秋田市アルヴェ
きらめき広場にて親子体験学習【作って食べよう !!
マイ箸づくり】と題しまして、箸作りをしました。
例年、建築士の日にあわせ秋田中央建築士会の建
築士の日イベントとの共催とし、本年度は大館・
北秋田建築士会の青年部が担当ということで、特
定非営利活動法人「ハートランドひまわり」さん
が製作している杉の箸を自分たちで仕上げる「マ
イ箸作り」を行いました。

　予め大人用と子供用の秋田杉製の箸を半分加工した状態で用意しておき、その箸にやすりを掛け、マ
ジック等で着色して飾り付けをしてもらう。その出来た完成品を、折り紙で作成した箸入れ・ビニール
袋に入れて各自持ち帰ってもらいました。

　箸をやすり掛けする作業は、子供達にとってはなか
なか骨の折れる作業であった。飾り付けに関しては、
色づけ・絵・文字など終始楽しそうに作業していた。
親子で参加し、互いのコミュニケーションをとりあい
ながら自分で作った箸を大事に使ってもらう事で、モ
ノづくりの楽しさ・モノの大切さを学んでいただけた
のではないかと思う。

地域貢献
活　　動

親子体験学習 【 作って食べよう !! マイ箸づくり 】
県青年委員会

大館北秋田建築士会　青年部
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　今年度の全建女は奈良市での開催で秋田からは３名の出席でした。１日目の会場は奈良女子大学。大
学入口にて正門を眺める三井所会長に遭遇、門の解説をしてくださいました。（正門・守衛室が国指定
重要文化財・明治 42 年竣工）
全国女性委員長会議（会場：大学構内 佐保会館 国登録有形文
化財・昭和３年竣工）　平成 30 年度の開催地について、災害時
における女性委員会の支援の在り方、その他について協議され
ました。ここ数年東京会場が続きましたが、今後は隔年の地方
開催の可能性を検討。また、これまでの金・土曜日開催から土・
日曜日も検討されています。決まり次第皆様に報告いたしま
す。この他に４月の熊本地震後の現地での活動について、「復
興支援ハウス」の事例が紹介されました。福岡県建築士会の会
員が熊本の被災地で空き建物を利用して支援相談を始めました。
小さな拠点を多く設ける必要を感じているとのこと。相談員は
九州ブロックの方々が務め、徐々に地元の建築士に引き継いで
いくようです。
１日目全大会（会場：大学講堂）　テーマ「未来へつなぐ居住
環境づくり “ 日本の暮らし豊かな生活文化の再発見 ”　全国か
ら女性建築士約 350 人が出席。岐阜大学名誉教授の渡辺光雄先
生が「日本の暮らし豊かな生活文化の発見」というテーマでご
講演くださいました。高度経済成長から現在までの建築業界を
見てこられた視点での日本の暮らしの特徴・豊かさ・課題とい
うお話でした。また、パネルディスカッションにて介護事業を営む湯川氏の
床に寝ころび、起き、立ち上がる動作が足腰の丈夫さにつながることから床
座、布団就寝を勧めるというお話が印象的でした。この他、岩手・宮城・福島・
茨城・熊本の災害・復興状況の報告が行われました。
２日目分科会（会場：奈良春日国際フォーラム甍）　防災への取り組み／エ
ネルギーと暮らし／歴史的建造物と建物再生／環境共生住宅～住み継ぐ～／
景観まちづくり／子どもと住環境／高齢社会と福祉住宅／二地域居住の提案
／の８つのテーマのもと討論されました。
　１日目大懇親会の後は山形県の皆さんと御一緒させていただきました。初
代女性委員長村上美奈子さんより「東北は相変わらず仲がいいのね。」とお言葉を頂戴したことがあり
ましたが、秋田の先輩方が築いてきてくださった東北・全国のネットワークのもとで楽しくも多くを学
ばせていただいた奈良の全建女となりました。

地域貢献
活　　動

第 26 回全国女性建築士連絡協議会（平成 28 年７月 22 日・23 日）
女性委員会　委員長　戸　嶋　真紀子

奈良女子大学正門

全国女性委員長会議
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　小坂町は、江戸時代末期から金・銀・銅の採掘が
行われ、明治から昭和にかけて鉱山の町として栄え
てきた町です。小坂町は鉱山の閉山後に進む空洞化
対策として町に残る旧小坂鉱山の近代化産業遺産を
活用し、「明治百年通り周辺地区都市再生整備事業
を国の補助事業として進めて来ました。以前から進
めていた明治百年通り地区にあった明治の木造芝居
小屋国重要文化財【康楽館】の修復、移築した 木
造３階建て【小坂鉱山事務所】明治 38 年創建、国
重要文化財や旧聖園マリア園のドイツ風園舎【天使
館】昭和６年創建の往時の繁栄を伝える歴史的建造
物に加え、明治百年通りの整備はそれらが立ち並ぶ
延べ 116ha のエリアの環境整備として 2012 年度に
着手した総事業費約 10 億円の５カ年プロジェクト
です。新たに、廃線となった旧小坂鉱山鉄道施設を
活用したテーマパーク「小坂鉄道レールパークを開
設」と今回紹介する木骨煉瓦造の旧小坂鉱山 配電
所の移築再生が加えられました。
　今回紹介するリノベーションとして紹介する、の
は私が関わった木骨煉瓦造を移築再生した今風なカ
フェとなる観光交流館です。

工事項目木造平家建て・延べ床面積 94．５㎡
主要構造　　　　　　　鉄筋接合木骨ラーメン
主要な仕上　１）外部　屋根　銅板ひし葺き
　　　　　　　　　　　外装　木骨煉瓦造

　　　　　　２）内部　天井　準不燃杉材
　　　　　　　　　　　壁　　煉瓦積
　　　　　　　　　　　床　　杉板厚 30
　　　　　　　　　　　木材保護着色含浸塗料
その他工事　３）外構　ウッドデッキテラス等
 
　国内で木骨煉瓦造とは世界遺産となりました富岡

製糸工場の構造が代表の建物です。木骨煉瓦造の建
物は濃尾地震（1891 年明治 21 年美濃、尾張地方死
者 7273 人）の後、中央では建設されなくなった構
造です。今回の配電所は濃尾地震の後の建設です。
この時代は中央の情報が少なかったのでしょう。
　今回の事業を進める町の設計者選定は、町が周辺
地域の設計事務所の指名競争入札で最低価格者に落
札。当事務所に決定したものです。
　担当技術者は１級建築士 との条件で私が担当し
ました。
　ですから、この事業の企画計画案は町の担当課が
考案したもので、担当の方々が課内、町内、議員の
方々に理解頂くのに苦労されながらも当初の良いア
イデアを完成されたことをうれしく思っています。
どんなアイデア構想も、歴史的価値あるものとわ
かっても、一般の人は古いものに新築以上のお金を
かけて後生に残すことを理解してもらうのは難しい
ことです。この周囲に理解頂き実施まで持って行く
過程が一番大変です。私もリノベーションには関心
があり、町歩きで年代物の建物を見るたび、いろい
ろアイデアは浮かんでくるのですが、予算付けや周
囲に理解いただくための説明責任の時間や労苦を考
えますと、ため息ばかりで前に進みません。
　今回はそのような労苦が省けてとてもわくわく感
がありました。
　設計にあたって、小坂鉱山（現在は小坂製錬）の
敷地に建っている譲り受けた木骨煉瓦造の配電所を
工事関係者と調査見学に行きました。
　現状の古びた配電所は明治の雰囲気は感じられま
したが、やっと建って入る感じで、敷地内の倉庫群
で一番古いということで、一番痛みの進んだ建物。
一瞬、とまどいましが ふと、以前に土蔵を解体。
その軸組を再生して集会所を再生した経験が頭に浮
かび、どんなに朽ち果てた建物も再生可能 との自

近代化産業遺産
「明治 100 年通りにぎわい拠点　旧小坂鉱山配電所木骨レンガ造移築再生」

大館北秋田建築士会　柳　谷　節　子

地域貢献
活　　動
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信があったので、周囲の「新しく建てた方が安いん
じゃないの」との声には「いや、この年季の入った
色、質感に勝るものはありませんよ。」と答えなが
ら設計を進めました。
　木骨煉瓦造の旧配電所に 使用されている木材は
秋田杉、煉瓦もこの場所で焼かれたもので版はなく
小屋組は合掌もどきでした。
　北の秋田の 奥地でいまでは考えられない程流通
に時間を要した時代、倉庫使いの建物なので経済的
に考えて、土地の材料で工夫して造ったのでしょう。

旧小坂鉱山発電所　改修前
【写真：スライド１】

【写真：スライド２】

【写真：スライド３】

　今回のリノベーションの最終目標は木骨レンガ造
を生かして館内をカフェに使用できるようにするこ
とです。また外にも一体となったウッドデッキのあ
るカフェ を設け、周囲は夏場のキャンピングカー
の方々も利用できるものです。
 　参考イメージづくりに桐生のベーカリーレンガ、
横浜港の赤煉瓦倉庫を見学しました。
 どちらも煉瓦の質感や色合いが自然で、今風な新
建材とは違う空気感の良さを感じました。
 また、どちらも旧構造は化粧壁として再生、構造
上の軸組は鉄骨造を内部に新設して現在の建築基準
法に合わせた構造上の安全を確保していました。

（建築基準法に遵守した基本構造計画について）
　今回の旧配電所は木骨煉瓦構造で今の建築基準法
に合わせ無理に、耐力壁、筋交い等を設けても、構
造体軸組の安全には不安があります。現況の美しい
連続した窓のリズムを壊さず、安定した形の良さを
生かす構法で、現況の壁は化粧壁とし、外壁の内側
に木骨ラーメン（HR 構造）を採用しました。鉄筋
接合の木骨ラーメンは寒さ厳しく長い冬の小坂の地
には夏冬の暖冷房による結露や輻射冷却のない木の
暖かさが何よりです。また何より木骨ラーメンの集
成材は大館の製造会社で製造された県産材、バリア
フリー床の屋外のウッドデッキテラスも素材施工は
大館の製造会社、外部木製サッシも能代の製造会社、
屋根の銅板も大曲の会社の製品です
　新しい地域製品を贅沢に採用し、紹介できたこと
もうれしいことでした。
　内装には建設当時の小屋組や木製品を生かし、既
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存煉瓦の使用可能なものは全て使用。一部古色のも
のを付け加えました。全体は古色としましたが、木
骨ラーメンは素材の新しさを生かしクリアとして古
いものと新しさの区分けをあえてはっきりさせまし
た。古いだけでは飽きも来ます。古いものと新しい
ものの対比が一体となって、安全安心感のある楽し
い空間を様々な世代に提供しています。
　明治百年通りに点が加えられ、点を線にすること
でより多くのリピーターをつくりだし、にぎわいを
創出できます。

移築完了
【写真：スライド５】

【写真：スライド７】

　小坂鉱山鉄道は小坂鉱山と忠犬ハチ公の上京の出
発駅となった大館駅間の鉱山鉄道で、映画ハチ公物
語のこの時代の映像は濃尾地震後 30 年程の想定し
た時代となります。
 小坂鉱山鉄道は私が高校時代、団塊世代の通学列

車として大変にぎわい、駅舎も洋風で雰囲気ががあ
ります。1960 年代まで小坂町もにぎわい、今から
は考えられないほど活気がありました。 当時の小
坂町は今のようにアカシアの植林も少なく赤土に覆
われていた様に記憶していますが 、今、明治百年
通りはアカシア並木や煉瓦歩道など明治のハイカラ
な統一された景観となっています。 冬にはドイツ
風なクリスマスマーケットが催され、雪のついたア
カシアの枝と明治の建物のライトアップは何ともい
えない幻想的な 景色となっています。
　今年７月、小坂町は小坂町明治百年通り周辺地区
都市再生整備事業として第 11 回まちづくり情報交
流大賞 （都市みらい推進機構理事長賞）を受賞し、
昨年、赤煉瓦倶楽部ウッドデッキテラスはウッド
チャレンジ賞を受賞しました。
　東日本震災や熊本地震の後、十和田八幡平やこの
地域の観光客が一時激減しました。、小坂のアカシ
アの緑と蜂蜜、桃豚などの特産も合わせ食の楽しみ
も加えたハード、ソフトが周辺市町村につながり、
地方の観光再生に広がって極東の小さな日本全体が
ますます魅力ある国に変えられることに私たち建築
士も微力ながら一助になれることを誇りに思いま
す。

【写真：スライド８】
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テーマ：建物再生、温故知新。古きを訪ねて新しきを創る。

○ 東北ブロック会女性委員会では２年に１度、オブザーバ参加で研修会を開きます。今回秋田からは男
性も含めて 21 名参加しました。

○ テーマに基づいての基調講演と各県から１例ずつのヘリテージ及びリノベーション事例の発表と盛岡
市内の建物見学会と満度の濃い研修でした。

○ 基調講演は、東京大学生産技術研究所　腰原幹雄先生「いろいろな木造建築」についての講演で、な
かなか遺産と名づけられた建物はおもしろく拝聴させていただきました。

　 岐阜県立森林文化アカデミーの三澤文子先生「木造建築病理学に基づく木造住宅の改修～住宅医の育
成」では、スクラップアンドビルドではない、住宅の長寿命化の事例等興味深いものでした。

○ ヘリテージ及びリノベーションの各県の発表は、各県の女性建築士の皆さんの建物への携わり方を伺
い刺激をいただきました。

○ 見学会は文化地層研究会のボランティアの方による「内丸・紺屋町呉服町」「鉈屋町・大慈寺町」と
説明を聞きながらの町屋散策大正ロマンを感じながらの昼食会と二日間もとても充実した内容でし
た。

「東北ブロック会女性委員会いわて大会」　2016 年９月３・４日

地域貢献
活　　動
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事務局だより

建築士に対する
　　　定期講習のお知らせ

　平成20年11月28日施行の改正建築士法により、建築士事務所

に所属するすべての建築士は、登録講習機関が行う定期講習を３年

以内ごとに受講しなければなりません。

　建築士事務所に所属する方で、平成25年度に建築士定期講習を

修了した方及び平成25年度以前に建築士試験に合格し建築士とし

て登録した方でまだ受講していない方は、平成28年度中に当該建

築士定期講習を受講しなければなりません。

　今回は平成28年度の第４回目の講習（最後）になりますので是

非受講をお勧めします。

第４回定期講習（１Ｅ−04）
と　き：平成29年３月１日㈬

ところ：秋田市文化会館

募集期間：平成28年11月14日から平成29年２月17日

登録講習機関　公益財団法人　建築技術教育普及センター

受付機関　（一社）秋田県建築士会　本部事務局

受講申込書を希望する方は各支部、本部まで電話かFAXで連絡をお

願いします。

　電話 018−827−3718　FAX 018−827−3873
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投稿だより

　平成 28 年７月 30 日（土）美郷町宿泊交流館 ワクアスにて「親子体験学習～きもちのいい家をつく
ろう in 美郷」を開催しました。親子体験学習は、平成 18 年より県南横手市から始まり、県北、中央と
順番にまわり今回 12 回目で県南仙北での開催となりました。
　ワクアスは廃校となった仙南東小学校を宿泊施設として再利用した施設です。作業した多目的ホール

（旧体育館）はエアコンなど無いため、熱中症にならないよう気をつけて、思い思い夢のマイハウス，
マイルームづくりに奮闘しました。
　参加してくれた 10 組の親子それぞれに、女性委員と青年委員の建築士２人が手助けしながら、事前
に考えてきてもらった「きもちのいい家」をカタチにしました。作業中は子供も親も、皆がキラキラ楽
しそうに夢中に作業している姿がとても印象的で、集中力が切れない子ども達に驚きました。
　アイデア溢れる子ども達との家づくりを通じで、私達建築士の方が子供達から沢山の思いもよらない
発想と感動を分けてもらえたように思います。

～こどもの感想～
・ 今日は緑色のダンボールハウスを作りました。中は３つの部屋を作りました。本物の家のように柱を

立てたのがすごいと思いました。

親子体験学習
「きもちのいい家つくろう」in 美郷

仙北建築士会　藤　田　晶　子
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会　務
報　告・ いえをつくるのは、大変だけど、手伝ってくれた人

のおかげでうまく作ることができました。
・家づくりはたのしいなと思いました。

～保護者の感想～
・ 工作は大好きでよくダンボール工作をしています

が、今日はいつもとは違う本格的なものができまし
た。勉強になりました。

・ 子供達の自由な発想が形になっていく様子がみれて
とても良かったです。子供達も自分の言ったことを
すぐ形にしてもらい大満足だったようです。

　このように、参加していただいた親子の皆さんに
も満足してもらえたようで、私達にとっても喜ばし
い結果に終えることができました。
　最後に当日サポートしてくださった他支部の皆さ
ん、ありがとうございました。来年度は雄勝支部の
予定です。ぜひ、ご参加ください！
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会　務
報　告

１月　　13日　● （一財）秋田県建築住宅センター
との打合せ開催。

　　　　　　　　於：建築士会　本部　会議室
　　　　29日　● 仙北建築士会講習会・新年会へ、

小野事務局長（講習会講師）出席。
　　　　　　　　於：大曲プラザたつみ
２月　　５日　● （公財）建築技術教育普及センター

平成28年一級・二級・木造試験会
議へ、大高事務職員出席。

　　　　　　　　於：東京都　アジュール竹芝
　　５～６日　● 平成27年度女性委員会第2回幹事

会、委員会開催。
　　　　　　　　 議　題
　　　　　　　　　１． 平成27年度全国女性建築士

連絡協議会の報告
　　　　　　　　　２． 30周年事業の経過報告
　　　　　　　　　３． 秋田県建築士会事務局の移

転について
　　　　　　　　　４． インターネットによる情報

発信の見直しについて
　　　　　　　　　５． 全国大会（秋田大会）にむ

けて
　　　　　　　　於：ルポールみずほ
　　　　６日　● 女性委員会、学習会、意見交換会

開催。
　　　　　　　　「私が見つけた登録文化財」
　　　　　　　　於：ルポールみずほ
　　　　12日　● 木材利用促進条例制定に関する意

見交換会へ、淡路専務理事出席。
　　　　　　　　於：秋田県議会棟
　　　　14日　● 第44回秋田県工業系高校生徒によ

る建築作品コンクール表彰式開催。
　　　　　　　　於： 秋田市拠点センター　アルヴェ
　　19～ 20日　● 連合会平成27年度全国まちづく

り委員長会議へ、鳥潟事業委員

出席。
　　　　　　　　於：東京都　笹川記念会館
　　　　20日　● ホームページプロジェクト委員会

開催。
　　25～ 26日　● 連合会平成27年度全国建築士会

職員会議へ、小野事務局長、大
高事務職員出席。

　　　　　　　　於：東京都　東海大校友会館
３月　　２日　● 連合会東北ブロック会長会議へ、

湯沢会長、小野事務局長出席。
　　　　　　　　於：仙台市　モントレ仙台
　　　　３日　●第4回三役、委員長会議開催。
　　　　　　　　議　題
　　　　　　　　　１． 秋田県建築住宅センターへ事

務局を移行する件について
　　　　　　　　　２．その他
　　　　　　　　於： 建築士会　本部　会議室
　　　　　　　　 優良図書寄贈のため、小野事務局

長出席。
　　　　４日　● 秋田建築デザイン専門学校卒業式

へ、湯沢会長出席。
　　　　　　　　於：ホテルメトロポリタン秋田
　　５～６日　● 連合会平成27年度全国青年委員長

会議へ、工藤委員長出席。
　　　　　　　　於： 東京都　ジャパン建材㈱1階

大ホール
　　　　７日　● 優良図書寄贈のため、小野事務局

長出席。
　　　　　　　　於：大館工業高等学校
　　　　10日　● 一級・二級・木造建築士定期講習

開催　受講者105名。
　　　　　　　　於：秋田市文化会館
　　　　11日　● 連合会第1回役員候補者選考委員

会へ、湯沢会長出席。
　　　　　　　　於：東京都　建築会館

会　　　務　　　報　　　告

（平成 28 年１月〜平成 28 年７月）
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　　　　　　　　 優良図書寄贈のため、小野事務局
長出席。

　　　　　　　　於：大曲工業高等学校
　　　　21日　● 女性委員会30周年記念打合せ会議

へ、戸嶋女性委員長外15名出席。
　　　　　　　　於：ルポールみずほ
　　　　23日　●平成27年第5回理事会開催。
　　　　　　　　議　題
　　　　　　　　　１． 平成28年度事業計画・暫定

予算について
　　　　　　　　　２． 住宅センターへの事務局業

務の移行について
　　　　　　　　　３．その他
　　　　　　　　　　１） 東北ブロック会長会議の

報告について
　　　　　　　　　　２）その他
　　　　　　　　於：ホテルメトロポリタン秋田
　　　　　　　● 平成27年度第2回事務職員会議開催。
　　　　　　　　於：ホテルメトロポリタン秋田
　　　　28日　● （一財）秋田県建築住宅センター

評議員会へ、湯沢会長出席。
　　　　　　　　於：ルポールみずほ
４月７～ 11日　● 平成28年二級・木造建築士受験

申込受付。
　　　　　　　　 申込者　二級　学科140名　製図

10名　木造　学科0名　製図0名
　　　　８日　● 秋田建築デザイン専門学校入学式

へ、湯沢会長出席。
　　　　　　　　於：ホテルメトロポリタン秋田
　　　　９日　● 横手建築士会平成28年度通常総会

へ、湯沢会長出席。
　　　　　　　　於：横手市　ゆうゆうプラザ
　　　　19日　●平成28年度三役・委員長会議開催。
　　　　　　　　於：ルポールみずほ
　　　　26日　● 能代山本建築士会平成28年度通常

総会へ、湯沢会長出席。
　　　　　　　　於：能代市　プラザ都
５月　　11日　● （一社）秋田県設備設計事務所協

会通常総会へ､ 湯沢会長出席。
　　　　　　　　於：ホテルメトロポリタン秋田

　　12～ 16日　● 平成28年一級建築士受験申込受
付　申込者　学科41名。

　　　　19日　● 平成28年度住宅の克雪化の検討会
議へ、半田顧問、植田事務局長出席。

　　　　　　　　於：秋田県庁本庁舎７階73会議室
　　　　20日　● 鹿角建築士会平成28年度通常総会

へ、湯沢会長出席。
　　　　　　　　於：鹿角市　ホテル茅筎荘
　　　　25日　● 秋田中央支部平成28年度通常総会

へ、湯沢会長出席。
　　　　　　　　於：アキタパークホテル
　　　　26日　● 湯沢雄勝建築士会平成28年度通常

総会へ、湯沢会長出席。
　　　　　　　　於：湯沢市　湯沢グランドホテル
　　　　　　　● 平成28年度第1回青年委員会開催、

工藤博臣　青年委員長　外9名出
席。

　　　　　　　　於：ルポールみずほ
　　　　27日　● （一社）秋田県建築士事務所協会

第50回定時総会へ、湯沢会長出席。
　　　　　　　　於：秋田ビューホテル
　　　　28日　● 由利建築士会平成28年度通常総会

へ、湯沢会長出席。
　　　　　　　　於： 由利本荘市　黄桜温泉　湯楽里
　　　　30日　● 連合会第二回役員候補者選考委員

会へ、湯沢会長出席。
　　　　　　　　於：東京都　連合会会議室
　　　　31日　●平成27年度会計監査開催。
　　　　　　　　於：アキタパークホテル
　　　　　　　　議　題
　　　　　　　　　１． 事業報告
　　　　　　　　　２．会計関係書類
　　　　　　　　　３． 公益目的支出計画実施報告

書
　　　　　　　● 第1回秋田県地域材利用支援対策

事業推進協議会へ、湯沢会長出席。
　　　　　　　　於：ホテルメトロポリタン秋田
６月　　６日　●平成28年度第1回理事会開催。
　　　　　　　　議　題
　　　　　　　　　１． 平成27年度事業報告及び収
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支計算（決算）の承認の件
　　　　　　　　　２． 平成28年度収支予算（案）

の承認の件
　　　　　　　　　３．定款の変更の承認の件
　　　　　　　　その他
　　　　　　　　　（１） 会員総会における功労者

表彰の推薦について
　　　　　　　　　（２） 全国大会での功労者表彰

の推薦について
　　　　　　　　　（３）総会での役割分担
　　　　　　　　　（４）その他
　　　　　　　　於：ホテルメトロポリタン秋田
　　　　８日　● 大館・北秋田建築士会平成28年度

通常総会へ、湯沢会長出席。
　　　　　　　　於：北秋田市　割烹みよし
　　　　10日　● 仙北建築士会平成28年度通常総会

へ、湯沢会長出席。
　　　　　　　　於：大仙市　フォーシーズン
　　　　11日　● 平成28年度女性委員会幹事会・学

習会・意見交換会開催。
　　　　　　　　於： 秋田市中央サービスセンター

「センタース」
　　　　15日　● 第2回秋田県地域材利用支援対策

事業推進協議会へ、湯沢会長出席。
　　　　　　　　於：ホテルメトロポリタン秋田
　　　　　　　● 平 成28年 度 第1回 中 央 地 域 連 携

ネットワーク会議へ、伊藤加久子
女性委員副委員長出席。

　　　　　　　　於： 秋田県中央男女共同参画セン
ター研修室

　　　　17日　● （公社）福島県建築士会第33回青
年の集いへ、工藤青年委員長出席。

　　　　　　　　於：南相馬市　浮舟文化会館
　　　　21日　● 連合会平成28年度通常総会及び意

見交換会へ、湯沢会長出席。
　　　　　　　　於： 東京都　建築会館1階建築会

館ホール
　　　　22日　● （一財）秋田県建築住宅センター

評議員会へ、湯沢会長出席。
　　　　　　　　於：ルポールみずほ

　　　　24日　●平成28年度定時会員総会開催。
　　　　　　　　於：秋田キャッスルホテル
　　　　29日　● 秋田県特殊建築物調査・検査協会

平成28年度通常総会へ、湯沢会長
出席。

　　　　　　　　於：ふきみ会館
７月　　３日　● 平成28年二級建築士学科試験実施

　受験者205名。
　　　　　　　　於：秋田県ＪＡビル
　　６～７日　● 平成28年度東北ブロック会総会並

びに会長会議へ、湯沢会長、植田
事務局長出席。

　　　　　　　　於：福島県　裏磐梯高原ホテル
　　　　９日　● 平成28年度一般社団法人青森県建

築士会弘前大会へ、工藤青年委員
長出席。

　　　　　　　　於： 弘前市　ヒロロ4F弘前市民
文化交流館ホール

　　　　14日　● 一級・二級・木造建築士定期講習
開催　受講者86名。

　　　　　　　　於：秋田市文化会館
　　22～ 23日　● 平成28年度第26回全国女性建築

士連絡協議会（奈良）へ、戸嶋
女性委員長出席。　外2名

　　　　　　　　於：奈良県
　　　　24日　● 平成28年一級・木造建築士学科試

験実施　受験者　一級129名　木
造0名。

　　　　　　　　於：秋田県ＪＡビル
　　　　25日　●平成28年度第2回青年委員会開催。
　　　　　　　　於：ルポールみずほ
　　　　26日　● 連合会第22回（臨時）理事会へ、

湯沢会長出席。
　　　　　　　　於：東京都　専売ホール
　　　　29日　● 平成28年度第2回三役・委員長会

議開催。
　　　　　　　　於：ルポールみずほ
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○鹿角建築士会
平成28年

◇平成27年度第３回理事会
　日　時　３月28日（月）
　場　所　鹿角広域交流センター
　議　題　1.会務報告
　　　　　2.会費の納入状況について
　　　　　3.今後の活動内容について
　　　　　　（ 講習会は４月26日に通常総会は５

月20日に開催に決定）
　　　　　4.その他
出席者　14名
◇平成28年度講習会の開催
　日　時　４月26日
　場　所　鹿角広域交流センター
　講　師　北秋田地域振興局　阿部副主幹
　講習内容　1.「建築物省エネ法の概要」
　　　　　　2. 「既存不適格建物の取扱いについ

て」
　　　　　　3.「定期報告制度改正について」
　　　　　　4.　その他（質疑応答）
　参加者　23名
◇平成27年度会計監査
　日　時　５月16日
　場　所　鹿角広域交流センター
　出席者　４名
◇平成28年度第１回理事会
　日　時　５月18日（水）
　場　所　鹿角広域交流センター
　議　題　　1.総会に付随する事項ついて
　　　　　　2.会費の納入状況について
　　　　　　3. 県士会の永年功労者及び連合会の

会長賞・伝統技能者表彰について

　　　　　　（ 永年功労者に神田幸徳氏・伝統技
能者に金沢一美氏を推選）　

　　　　　　　　4.その他
　出席者　12名
◇平成28年度通常総会
　日　時　５月20日（金）
　場　所　ホテル茅茹荘
　議　題　1.　平成27年度事業報告
　　　　　2.　 平成27年度収支決算報告承認の件
　　　　　3.　 平成28年度事業計画（案）承認の

件
　　　　　4.　 平成28年度収支予算（案）承認の

件
　　　　　　（ 全ての認定及び議案を原案通り可

決）
　出席者　22名
　　　　　総会終了後、懇親会を開催
　　　　　（出席者22名及び来賓９名）

○大館北秋田建築士会
平成28年

１月26日　 第２回理事会
　　　　　於　プラザ杉の子　出席14人
　　　　・秋田県建築士会の近況
　　　　・会費納入状況
　　　　・全国大会参加報告
　　　　・その他
１月26日　 平成28年会員新年会
　　　　　於　プラザ杉の子　出席者43人
　　　　　講演会　 大館市における「歴史まちづ

くり」について
　　　　　講師　大館市建設部まちづくり課
　　　　　課長　斎藤和彦

地域会だより平成28年１月〜平成 28年７月
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２月20日　 大館市建設技能組合総会懇親会出席　
於　大館労働福祉会館

　　　　　出席　鳥潟専務理事
４月17日　 建築映画上映会「だれも知らない建築

のはなし」　
　　　　　於　おなり座
　　　　　参加者95人
４月18日　 秋田県建築士事務所協会県北支部総会

懇親会出席
　　　　　於　プラザ杉の子
　　　　　出席　鳥潟専務理事
４月26日　三役委員会　於　事務局
　　　　　 平成28年度第１回理事会について
　　　　　出席者　石川会長
　　　　　畠山副会長
　　　　　三浦副会長
　　　　　小笠原副会長
５月12日　 平成27年度会計監査
　　　　　於　北部コミュニティセンター
　　　　　出席　３人
５月12日　 第１回理事会
　　　　　於　北部コミュニティセンター
　　　　　出席　14人
　　　　　・ 平成28年度総会日程について　
　　　　　・平成27年度事業報告等の件
　　　　　・役員の欠員による補充について
　　　　　・平成28年度事業計画等について
　　　　　・その他
６月９日　 平成28年度　第４回通常総会
　　　　　於　ふれあいプラザ
　　　　　出席　56人
　　　　　（会員　25人）（委任状31人）
　　　　　・平成27年度事業報告　
　　　　　・ 平成27年度収支決算（監査報告）承

認の件
　　　　　・ 平成28年度事業計画案審議の件　
　　　　　・平成28年度予算案審議の件
　　　　　・その他
　　　９日　 会員研修会
　　　　　　於　伊勢堂岱遺跡、縄文館

　　　　　・見学会　参加　24人
　　　９日　 総会終了後懇親会開催
　　　　　於　割烹みよし
　　　　　参加　43人

○能代山本建築士会
平成28年

〇28.2.5　平成27年度　講習会
　演題　「 スギのマテリアル利用とエネルギー利

用の最適バランスを考える」　　
　講師　 秋田県立大学　木材高度加工研究所　　

高田　克彦教授　　
　参加者　26名　　
〇28.4.4　 平成27年度会計監査　事務局１名　監

事２名　　　
　　　　　熊谷会長　櫻庭副会長
〇28.4.15　平成28年度第１回理事会　７名参加　

　　　　平成28年度通常総会について　　　
〇28.4.18　 秋田県建築士事務所協会県北支部28年

度総会　　　
　　　　　熊谷会長　
〇28.4.26　平成28年度通常総会　　　　
　　　　　平成27年度事業・決算報告　　　
　　　　　会計監査報告　　　
　　　　　平成28年度事業・予算計画　　　
　　　　　懇親会
〇28.6.10　平成28年度第２回理事会 6名参加　　

　　　　 平成28年度　研修・講習・親睦各事業
の実施計画について　　　
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〇28.7.14　 親睦委員会　ゴルフコンペ　男鹿ゴル
フクラブ　12名参加　

○秋田中央建築士会
平成28年

１月17日　 青年・女性
　　　　　　 住宅新築リフォーム講座（於　アル

ヴェ）
　　　　　青 年 部 会
　　　　　　 建築士会PR活動～体験してみよ

う ～ with秋 田 県 建 築 士 会 新 築 リ
フォームプロジェクト

　　18日　役 員 会
　　　　　　 秋田中央建築士会の引き継ぎについ

て
　　　　　　（於　やまがた庵）
　　24日　青年・女性
　　　　　　 住宅新築リフォーム講座（於　アル

ヴェ）
　　　　　青 年 部 会
　　　　　　 建築士会PR活動～体験してみよ

う ～ with秋 田 県 建 築 士 会 新 築 リ
フォームプロジェクト

２月６日　女 性 部 会
　　　　　　 第５回学習会（県女性委員会合同）

（於　ルポールみずほ）
　　　　　　　 「私の見つけた登録文化財」ヘリ

テージマネージャー養成講座より
　２月13日　青 年 部 会
　　　14日　 渡幸邸改修ワークショップ（於　新屋

　渡幸邸）
２月16日　理 事 会
　　　　　　 第４回理事会（於　ルポールみずほ）
　　　　　　１． ひびき37号決算見込みについて
　　　　　　２． 各委員会からの報告
　　　　　　３． 業務の委託について
　　　　　　４． 事務所の移転について
　　　　　　　　懇親会
３月10日　青年・女性
　　　　　　 住宅新築リフォーム講座　検証会

（於　戸隠）
　　22日　役 員 会
　　　　　　 平成27年度一般会計収支決算見込み
　　　　　　 平成28年度一般会計収支予算書案
　　　　　　（於　やまがた庵）
４月２日　青 年 部 会
　　　　　     （公社）日本建築士会連合会　東北

ブロック青年大会
　　　　　　　 地域実践活動発表　（於　いわき

ワシントンホテル）４名参加
　　22日　監 査
　　　　　　 平成27年度一般会計・特別会計収支

決算監査
　　　　　　（於　やまがた庵）
　　27日　理 事 会
　　　　　　平成28年度第１回理事会　　　　　

　　　　　（於　ルポールみずほ）
　　　　　　１．平成27年度事業報告
　　　　　　２． 平成27年度一般会計・特別会計

収支決算報告
　　　　　　３． 平成28年度事業計画
　　　　　　４． 平成28年度一般会計・特別会計

収支予算書
　　　　　　５．役員改選について
　　　　　　６． 平成28年度表彰について
　　　　　　７．その他　
５月11日　女 性 部 会
　　　　　　 平成28年度　第１回幹事会（於　千

年の宴）
５月20日　青 年 部 会
　　　　　　 平成28年度　第１回　県青年委員会

（於　ルポールみずほ）
　　25日　理 事 会
　　　　　　 平成28年度　第２回理事会（於　ル

ポールみずほ）
　　　　　　総会準備
　　　　　 通 常 総 会
　　　　　　 平成28年度通常総会（於　アキタ

パークホテル）
　　　　　　議案第１号
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　　　　　　（１） 平成27年度事業報告
　　　　　　（２） 平成27年度一般会計収支決算

承認の件
　　　　　　（３） 平成27年度特別会計収支決算

承認の件（ひびき36号）
　　　　　　（４） 会計監査報告
　　　　　　議案第２号
　　　　　　（１） 平成28年度事業計画
　　　　　　（２） 平成28年度一般会計収支予算

案決定の件
　　　　　　（３） 平成28年度特別会計収支予算

案決定の件（ひびき37号）
　　　　　　議案第３号
　　　　　　その他
　　　　　　懇親会
６月  11日　女 性 部 会
　　　　　　　 平成28年度中央建築士会女性部会

総会（於　センタース）
　　　　　　　 平成27年度県女性委員会大会・幹

事会
　　　　　　　 第１回学習会（県女性委員会合同）
　　　　　　　・ 「秋田市新庁舎　現場担当者か

らの解説・見学」
　　　　　　　・ 意見交換会　（於　以真沁）
　７月２日　事業委員会
　　　　　　　 平成28年度「建築士の日」全国等

一事業
　　　　　　青 年 部 会
　　　　　　　 「住まいの安全・安心総点検」（於

　秋田市アルヴェ）
　　　　　　女 性 部 会
　　　　　　　 ①建築相談会　②建築パネル展
　　　８日　青 年 部 会
　　　　　　　 平成28年度　第２回　県青年委員

会（於　ルポールみずほ）
　　 　 22日　女 性 部 会
　　　　　　　　 全国女性建築士連絡協議会奈良

大会（奈良県）　　
　　　　27日　事業委員会
　　　　　　　　 平成28年度　第１回　事業委員

会（於　センタース）
　　　　30日　女 性 部 会
　　　　　　　　 第２回学習会（於　美郷町）
　　　　　　　　 親子体験学習「気持ちのいい家

作ろう」

○由利建築士会
平成28年

１月28日
　● 第３回理事会及び新年会
 於　職業訓練センター
　・ 今後の事業計画及び日程について
　・上期決算について
　・その他
３月７日～４月11日
　● 二級・木造建築士試験申込書配布
４月１日～５月16日
　● 一級建築士試験申込書書配布
５月28日　
　● 総会準備会 於　黄桜温泉湯楽里
　・総会進行について
　・その他
５月28日
　● 第４回通常総会 於　黄桜温泉湯楽里
　・ 平成27年度事業報告及び収支決算承認の件
　・ 平成28年度事業計画（案）及び収支予算書（案）

決定の件
　・功労者表彰
　・懇親会
７月29日
● 第２回理事会
 於　本荘由利地域職業訓練センター
・ 実施報告及び今後の事業計画について
・市民祭り開催について
・全国大会（大分大会）

○仙北建築士会
平成28年

１月29日　平成27年度仙北建築士会講習会
49名参加　〈大曲プラザたつみ〉　
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　・会長挨拶　　　　　　
　・「建築に関する最近の話題」　　　　　　
　　 平鹿地域振興局建設部建築課建築指導班　秋

山康副主幹　　　　　　
　・「住宅リフォーム支援事業について」　
　　大仙市建設部建築住宅課　斉藤利文主任
　・「最近の予防行政について」　　　　　　
　　 大曲仙北広域市町村圏組合大曲消防署　堀内

英文予防主席主査　　　　　　
　・ 「湖底の年縞堆積物が語る人類の現在・過去・

未来」　　　　　　
　　（一社）秋田県建築士会　小野事務局長　　

　　　　終了後新年会　　　　56名参加　　
４月７日　会計監査　4名出席　〈事務局〉
　　　　　　　　
４月20日　 平成28年度第１回常任理事会・理

事会　9名出席　〈大曲職業訓練セン
ター〉

　　　　　・ 平成27年度事業報告及び収支決算に
ついて　　　　　　

　　　　　・ 平成28年度事業計画案及び収支予算
案について　　　　　　

　　　　　・総会について　　　　　　

　　　　　・ 秋田県建築士会大会仙北大会につい
て

　　　　　・その他
６月10日　�平成28度通常総会　47名参加
　　　　　〈フォーシーズン〉
　　　　・ 平成27年度事業報告及び収支決算につ

いて　　　　　　
　　　　・ 平成28年度事業計画案及び収支予算案

について
　　　　・その他

　　　　懇親会　96名参加

○横手建築士会
平成28年

１月20日　第６回理事会
　　　　　16:00～ 17:30　ゆうゆうプラザ
　　　　　１） 会務報告
　　　　　　　（県本部）
　　　　　・ 平成27年12月15日　第４回理事会報

告
　　　　　２） 議題
　　　　　　　①講習会について

大仙市建設部建築住宅課
斉藤主任様

角館消防署予防課　
三川主幹様
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　　　　　　　② 平成28年度横手建築士会総会に
ついて

　　　　　　　③横手建築士会会則について
　　　　　　　④その他
　　　　　新年会
　　　　　18:00～　ゆうゆうプラザ
２月22日　講習会
　　　　　13:30～ 16:00　 横 手 市 総 合 技 能 セ ン

ター
　　　　　１） 横手市役所
　　　　　　・都市計画行政に関わる情報提供
　　　　　　・建築行政に関わる情報提供
　　　　　２） 平鹿地域振興局建築課
　　　　　　・建築士法に関わる情報提供
　　　　　３） 岡部株式会社
　　　　　　・木構造の筋交い金物について
　　　　　懇親会
　　　　　18:00～　なみ平
３月16日　第７回理事会
　　　　　14:30～ 16:30　 横手市交流センター「わ

いわいぷらざ」３階研
修室

　　　　　１） 会務報告
　　　　　　　（横手）
　　　　　・平成28年２月22日講習会報告
　　　　　２） 議題
　　　　　　① 平成28年度横手建築士会総会につ

いて
　　　　　　②平成27年度収支決算書について
　　　　　　③ 平成28年度収支予算書（案）につ

いて
　　　　　　④その他
４月９日　総会直前理事会
　　　　　14:00～ 14:30　横手プラザホテル
　　　　　１） 議題
　　　　　・ 平成28年度横手建築士会総会につい

て
　　　　　・その他
　　　　　通常総会
　　　　　15:00～　横手プラザホテル

５月11日　第１回理事会
　　　　　14:00～ 16:00　サンサン横手
　　　　　１） 会務報告
　　　　　　（県本部）
　　　　　・平成28年６月24日総会
　　　　　　（横手）
　　　　　・総会報告
　　　　　２） 議題
　　　　　　　①横手各役割分担について
　　　　　　　②会費徴収について
　　　　　　　③理事会日程、各事業について
　　　　　　　④その他
６月８日　合同役員会
　　　　　17:30～　ゆうゆうプラザ
　　　　　懇親会
　　　　　18:00～　ゆうゆうプラザ
７月13日　第２回理事会
　　　　　14:00～ 16:00　サンサン横手
　　　　　１） 会務報告
　　　　　　（県本部）
　　　　　・平成28年度総会報告
　　　　　　（横手）
　　　　　・６月８日合同役員会報告
　　　　　２）議題
　　　　　　　①横手各役割分担について
　　　　　　　②各事業について
　　　　　　　③ 平成29年度横手建築士会通常総

会について
　　　　　　　④その他

○湯沢雄勝建築士会
平成28年

◇ 平成28年度第１回理事会
　日時　４月20日（水）13：00～ 15：00
　場所　湯沢グランドホテル
　議題　１．平成27年度会務報告
　　　　２．　　〃　　　収支決算会計監査報告
　　　　３．平成28年度収支予算計画
　　　　４．　　〃　　　事業計画
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　　　　５．通常総会準備について
　出席者　12名
◇ 平成28年度「湯沢雄勝建築士会」通常総会
　日時　５月26日（木）17：00～ 17：50
　場所　湯沢グランドホテル
　出席者　30名　　委任状　31名　　計61名
　議題　１．平成27年度会務（事業）報告
　　　　２．　　　〃　　収支決算報告承認の件
　　　　３．会計監査報告
　　　　４．平成28年度事業計画案決定の件
　　　　５． 　　　〃　　収支予算案決定の件
　　　　議案その他、原案通り満場一致で可決
　　　　総会終了後、懇親会を盛大に開催。
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　たくさんの感動を与えてくれたリオ・オリンピックが終わり、今年も素晴らし
かった大曲の花火大会も終わってしまいましたが、これからはリオ・パラリンピッ
ク、実りの秋、500 歳野球大会と次の楽しみが待っています。一つの行事が終わ
るとまた次の行事に向かって頑張る。これは仕事でも共通する事ではないかと思
います。一つの建物が完成し、施主さんに喜んでもらって引き渡し、次の物件に
向かう、これが理想です。しかし、現実はそう旨くいかず、納期に追われ、日々
催促の電話を受けながら頑張っている状況だと思いますが・・・
　建築士の８月号の特集に職人不足の傾向と対策という記事がありました。今後
10 年で日本の建設職人がおよそ 100 万人いなくなると言う内容が書かれていま
した。単純に考えると、秋田県の現在の人口が建設職人からいなくなってしまう
という事です。大変な驚きですが、これが現実の様です。建設業に限らず、あら
ゆる業種において、人手不足という今まで経験をした事の無い現実が今後は待ち
受けています。先日、壁のタイル張りの現場確認に行った時の事です。「あらぁ
～久しぶりだなぁ～・・」タイル職人さんと約 25 年ぶりに再会しました。当時
50 歳の脂の乗った職人さんが 75 歳を過ぎても現役の左官職人として頑張ってい
ました。周りには若い職人さんは見られず、皆さん 60 歳代後半の方々でした。
一方、同じ現場でも、設備工事に携わっている技術者は、比較的若い方が多い印
象を受けました。建設に係わる若い職人さんの不足を改めて実感しました。
　建築士会の会員減少も止めることは難しい状況だと思います。人手不足が進ん
でいくなか、会員を増やす事は難しい事です。しかし、そんな中でも、今までやっ
てきた行事を続けていく、催し物を積極的に開催する等、人の集まる機会を多く
設ける事により、会員の繋がりが出来れば良いと思います。今後、様々な行事に
参加し、繋がりを深めていき、仕事に繋げていきたいと思います。11 月に大曲
で行われる、秋田県建築士大会仙北大会、優良建物見学会に多数の方の参加をお
待ちしております。
 平成 28 年９月５日

編　集　後　記

仙北建築士会　相馬　浩喜
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　今回の表紙は、６月 11 日（土）に開催された女性委員会第１回学習会において秋田市新庁舎の見学会を掲
載しました。写真は、５階にある議場を見学している様子です。見学の前には秋田市新庁舎建設室のご担当者
から計画から完成までの概要の説明を受け、見学では話題の免震装置から庁舎全体を見ることができました。
議場では、思わず市長席に座ってしまう見学者もいたとかいないとか・・

　皆様ご承知のとおり、今年度より事務局が移転し、事務局体制が変わりました。
　事務局全員が士会業務は初めてなので、この約半年間は各業務内容を理解するのに時間がかかり業務執行も
やっとのことで、事務局としておぼつかない毎日でした。
　建築士試験、定期講習、CPD、機関運営、・・・・・、業務の窓口の多さに　ただびっくり！
　ここまで何とか運営できましたのも、地域建築士会事務局及び役員の皆さまから、温かいご支援ご協力をい
ただいたお陰でありこの場をお借りして改めて感謝申し上げます。　
　会員の皆さまには、種々ご迷惑をお掛けする場面もあったかと思います。今後は円滑な事務局運営を目指し、
引き続き勉強してまいります。今回、入会案内を作成しましたが、キーワードとして

『建築士会は　建築士のネットワークの中心にあるキーステーションです。』
と表記いたしました。
　文字通り事務局が、会員のためのキーステーションとして貢献できますよう尽力してまいります。

 事務局長　植田　一　

表 紙 の 紹 介

事 務 局 の 紹 介

学習会講義 免震装置の見学

事務局員　近江希代子（写真左）　　
事務局員　長谷川めぐむ（写真中央）



活動スナップ
○第２回東北ブロック会女性委員会　岩手大会� 平成 28年 9月 3日（土）、4日（日）
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○建築士の日イベント� 平成 28年７月２日（土）　
　建築相談会「すまいの安全・安心総点検」� アルヴェ　１階きらめき広場
　　　建築相談、パネル展示、親子体験学習
　　　主催：秋田中央建築士会、青年委員会（担当 : 大館北秋田建築士会）

○親子体験学習　　気持ちのいい家作ろう　in　美郷� 平成 28年７月 30日（土）
　美郷町宿泊交流館　ワクアス
　　　親子で頑張る様子をピックアップしました。

親子体験学習 パネル展示

親子体験学習 完成品：秋田杉の箸


