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平成３１年度各委員会メンバー 

 
        
研修委員会 
担当副支部長 佐々木博司 
委員長    芝﨑 康子 
副委員長   石田 敦、槇本 光展、前田 さえ 
委員     上野 和彦、上野 光子、大石 雅俊、瀬戸口 茂、 

常峰 博文、中居 博喜、藤原 路弘、毛利 康人、 
安水 正、山下 享子、山本 幸司 

 
 
青年委員会 
担当副支部長 久宝 弘幸 
委員長    高麗 憲志 
副委員長    中村 重陽、川田 靖 
委員         石田 志野、道谷 梓、丹羽 洋文 
相談役    寺田 みさと 
顧問     上野 和彦 
 
 
企画委員会 
担当副支部長 湖亀 一登 
委員長    荒川 直樹 
副委員長   野口 直人、佐々木 康行 
委員         三島 悦子、山口 悟、中島 健太郎、松村 哲也、奥田 智恵子 
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支部長挨拶 

 （公社）兵庫県建築士会神戸支部 

支部長 前川象二郎 

 

会員の皆様方には建築士会活動にご支援をたまわり厚くお礼申しあげます。 

 

さて、2018 年度の我々を取り巻く話題はたくさんありました。世界的には、英国のＥＵ

離脱、北朝鮮の核脅威、銃乱射事件頻発、トランプのロシア疑惑・イラン制裁復活、米中

経済戦争、等々今までの常識では考えられなかった様な事が起こっています。国内に目を

向けると 10 月に本庶博士のノーベル賞受賞、11 月の大阪万博 2025 決定などの明るい話も

ありましたが、度重なる災害が発生しました。2018 年 6 月の大阪北部地震、7 月の西日本

豪雨、8 月の猛暑、9 月には台風 21 号と震度 7 の北海道地震、などの災害が立て続けに起

こりました。また、スルガ銀行のシェアハウス不正融資、レオパレス 21 の法令違反、KYB

ダンパーの検査データ改ざん、などの不正事件で建築業界に対しては社会の目がますます

厳しくなってきています。 

ところで、今年で平成の時代が終わり新しい元号に移ります。空白の 30 年とか揶揄され

ますが、もう 30 年が経ってしまったのかと感慨ひとしおです。平成元年は「ベルリンの壁

崩壊」という歴史的にみても象徴的な事件に始まり，数々の戦争・紛争・テロ事件などを

経て、政治的には東西冷戦の終結、EU の発足、ロシアの混乱と再生、中国の台頭など、経

済的にはバブル経済崩壊の後、欧州・アジア通貨危機、リーマンショックなどを経て現在

に至っています。 

建設業の就業者数は平成元年の 560 万人から平成 9 年の 685 万人をピークに減少し平成

23 年の 473 万人を底に微増し以降は 500 万人前後で横ばいを続けています。建設投資も住

宅着工戸数もバブル期の 6 割程度になっているのに、就業者の高齢化率（65 歳以上）はこ

の 30 年で 12％から 28％に上昇しています。やはり少子高齢化の波には逆らえません。 

建築の世界では、この 30 年の間にコンピューターが飛躍的に進化をとげて、電卓や T定

規からパソコン・CAD の時代になり最近では BIM に展開しようとしています。この間にも建

設業を取り巻くいろいろなことがありました。ロックフェラーセンター買収に始まり、ゼ

ネコン汚職、阪神大震災、基準法の性能規定化、建築確認の民間開放、歌舞伎町雑居ビル

火災、新潟県中越地震、六本木ヒルズ回転ドア事故、構造計算書偽造事件、シンドラー社

EV 事故、東日本大震災、東洋ゴム免震偽装事件、杭工事偽装事件、熊本地震、糸魚川大火、

九州北部豪雨、等々数え上げればきりがありません。この中でも地震については、地震国

に住む我々には避けて通れない災害です。特に神戸は未曽有の災害である阪神大震災で大

打撃を受け、20 数年が経ち、そして立ち直りようやくその記憶も薄れかけています。しか

しながら忘れたころにやってくるのが災害の常です。ましてや建築を生業とする我々建築

士には地震災害に対応する責務があります。来たるべき大地震に備えていかに建築の安

全・安心を高めていくかが我々建築士に課せられた急務ではないでしょうか。 

最後になりましたが、建築士会神戸支部では研修委員会、企画委員会、青年委員会の各

委員会で講習会、見学会、セミナー、耐震診断等いろいろな事業活動をしています。神戸

支部では来年度も建築士会を中心にして今まで以上に魅力ある事業活動を計画していこう

と頑張っておりますので、皆さんのご協力のほどよろしくお願い致します。 
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総務委員会 

総務委員会では各委員会の事業の調整、年度予算案の作成、会計の他、広報活動として

ホームページの運用などをおこなってきました。しかしながら会員数減少に伴い、総務委

員会の担い手が少なくなってきて委員会としての運営に支障をきたすようになってまいり

ました。次年度からは総務担当副支部長を中心に支部長、副支部長で総務事務を運営して

いくことになりました。支部事業が円滑に行える様頑張っていきたいと思いますので、今

後ともご理解ご協力の程よろしくお願い致します。 
【30 年度通常総会】 

会場：神戸市産業振興センター  

 
前川支部長挨拶 

 

 

総会風景 
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平成 30 年度 「歴史と環境」を学ぶ会 事業報告 

主催：公益社団法人 兵庫県建築士会神戸支部 研修委員会 

協力：公益社団法人 兵庫県建築士会柏原支部 

 

■日 時：平成 30 年 6 月 23 日(土) 8：30～18：40 

■内 容：丹波地方の社寺建築、歴史あるまち並み景 

観を見学し、建築に関わる日常業務等のス 

キルアップに努める。また柏原支部との共 

同開催として支部間交流もはかる。 

■場 所：丹波市青垣町、氷上町、柏原町 

■参加者：会員;21 名 非会員;2 名 柏原支部;4 名 

 合計 27 名 

■参加費：会員 5,000 円 非会員 7,000 円 

 

通年事業となっている「歴史と環境」を学ぶ会を、平成 30 年 6 月 23 日(土)に開催しました。 

近年は、県外に出向くことが多くなっていましたが、本年は久

しぶりに兵庫県内の開催となりました。見学先の丹波地方は、

京都にも近接し、古代より都と縁の深いさまざまな歴史ある地

域です。各見学先では、地元のボランティアガイドの方々に各

施設に関連する詳しい説明を受け、お世話になりました。近年

の梅雨の時期は、空梅雨のイメージを持っていましたが、今年

は梅雨入りから雨模様の天候が続き、当日もそれらしい様子で

した。しかし、一時を除き傘のいらない天気に恵まれ、無事に

事業を終えることが出来ました。 

最初に見学した青垣町の高源寺は、1325 年（鎌倉時代）に

開いかれた臨済宗中峰派の本山で、青垣から生野方面へ続く街

道南側の山深い谷筋の西斜面にひな壇上に伽藍を配置し、境内、

及び参道の至る所に楓が植えられ、兵庫県紅葉百選の上位に選

ばれている当寺は、紅葉狩りの季節には観光客で賑わいを見せ

るようです。総門から最も高所に在る多宝塔まで約４０～５０

メートルの高低差があります。苔生す石段は崩れ落ちそうな段

がある険しい石段で、境内中腹に在る本堂の北側には落差６～

７メートルの滝があり、境内に有り余る湿気を漂わせます。最

後に見学した多宝塔は、様式にとらわれない構成で造られた塔

で少し違和感を覚えました。 

次に見学したのは、氷上町にある円通寺で、農村田園風景が

広がる緩やかな山麓の南斜面に位置し、1382 年（南北朝時代）

将軍足利義満が後円融天皇の勅命を受け創建しました。境内の

高源寺遠景 

高源寺境内 

円通寺境内 

高源寺総門前 
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要所にある足利家の家紋と近衛家の家紋は、当時最高位の武家と公家の深い結びつきを想像させます。

建造物は、中世戦国後期の兵火により消失し、現存の本堂、庫裏は江戸中期の建物ですが、本堂の欄間、

木鼻の彫物は中井権次一統の作と伝わります。中井権次一統は徳川家康の召し抱えの宮大工、中井正清

の系統で三代目頃から宮大工と彫物師の流れに分かれていったと聞きます。（法隆寺大工の流れを汲む中

井正清は、日光東照宮、江戸城、名古屋城、二条城などの造営に携わった宮大工です。）中井権次一統の

彫刻は、繊細で、生命力に満ちあふれ、他に類を見ない芸術性の高い作品で、丹波から京丹後の地域を

中心に点在する作品群は、近年再注目されています。 

昼食後は、柏原町市街地に移動し、ガイドボランティアの方々の案内で柏原城下町市街地に点在する

施設を２班に分かれて見学しました。柏原藩は織田信長の実弟、織田信包が戦国末期、伊勢国安濃津か

ら柏原に移封されたときから始まる藩で、実際に城はなかったが柏原城下町と呼ばれています。 

柏原八幡宮は、市街地のほぼ中心近くに在る標高差５０メートル程度の入

船山の山頂に７世紀前半の創始と伝えらます。現存する本殿と拝殿の複合社

殿は 1585 年、羽柴秀吉の創建で、国重要文化財建造物となっています。社殿

内外部の至る所に当時のものと思われる彩色が薄らと残っていました。また、

三重塔と銅鐘は県指定重要文化財で、それぞれ宮司様に説明を受け見学をし

ました。本殿背面に位置する三重塔では、宮司様の配慮で非公開の内部を見

学することが出来ました。本殿、拝殿、摂社（厄除神社）の要所に中井権次

一統の彫物が施され、拝殿両脇の狛犬は江戸時代後期の丹波佐吉の作と伝わ

ります。決して広くない境内ですが目を奪われる部位が多く、見学時間が予

定時間を超過しました。入船山裾の南東に位置する太鼓櫓（市指定文化財）は、もともと大手門付近に

あったものを移築したもので、木造三層構造の最上層の楼上に、大太鼓が吊るしてあります。この櫓は、

活用期には時報、警報（火事、山火事、出水）、学校の登校合図にも用いられていたようで、今回は内部

も見学させて頂きました。 

 中世城下町の町割り残る景観の市街地を散策しながら、柏原歴史民俗資料館、田ステ女記念館、柏原

藩陣屋跡、織田家廟所、木の根橋（兵庫県天然記念物）と見学し今回の研修を終えました。最後にガイ

ドボランティアの方に説明を受けた木の根橋では、木の根橋のケヤキの根を守るために根の張り込んで

いる丹波市役所柏原支所の建物の一部を解体撤去し、また健康状態を管理するために、根の張る道路の

地下に管理用の空間を設置するなど、木の根橋に対する地元行政の取組みに感動しました。 

今年は、準備段階から地元に詳しい柏原支部の方々にもご協力を頂き、当日も参加して頂きました。

今回は大型バスが乗り入れ出来ない見学先と、まち並み散策も行程に取り入れたため歩行時間が長くな

り参加者の方々に負担をおかけしたことを、次年度の課題としたいと思います。    （文：常峰） 

柏原八幡宮 

柏原八幡宮 三重塔          柏原八幡宮 一の鳥居                 太鼓櫓 
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兵庫県建築士会神戸支部 研修委員会 

 平成 30 年度第 1回法規講習会報告書 

（公社）兵庫県建築士会神戸支部研修委員会      

（一社）兵庫県建築士事務所協会神戸支部研修部 共催 

■ 開催日時： 平成 30 年 9 月 28 日（金） 13：30～16：30 

■ 開催場所： 兵庫県私学会館 302、303 号室 

■ 参加者：  64 名 

■ 受講料： 建築士会会員・事務所協会会員は 2500 円、会員外 3500 円 

司会：  （公社）兵庫県建築士会神戸支部 常峰氏 

開会挨拶：（公社）兵庫県建築士会神戸支部副支部長 佐々木氏 

■ 講演内容： 

① 「神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例について」 
講師：神戸市住宅都市局計画部指導課事務係長 高橋 利裕様 

② 「建築基準法の改正等について」  
講師：神戸市住宅都市局建築指導部建築安全課建築安全係長 大西 徹様 

 

―休憩―1 

 

③ 「文化財保護法改正と神戸市における文化財保護の取組について」 

講師：神戸市教育委員会事務局文化財課埋蔵文化財係長 前田 佳久様 
④ 「こうべ茅葺トリセツについて」 

講師：神戸市住宅都市局建築指導部建築安全課審査指導担当課長 松添 高次様 

⑤ 「民泊サービスの現状について」 

講師：神戸市保健福祉局健康部生活衛生課環境衛生係長 角村 勉様 
⑥ 「消防法関係の最近の動向について」  

講師：神戸市消防局予防部査察課設備指導第 2係長 穂積 満様 

閉会挨拶： （一社）兵庫県建築士事務所協会神戸支部長 川崎 史氏 

■ 事務局：（公社）兵庫県建築士会神戸支部 

〒650-0026 神戸市中央区古湊通 1-2-12 古湊ビル 2 階 電話 078-599-6915 FAX078-330-8424 

■担当：（一社）兵庫県建築士事務所協会神戸支部 川田  電話 090-9626-5970 FAX078-961-6187 

  （公社）兵庫県建築士会神戸支部研修委員会 槇本   電話 090-8930-6910 FAX078-882-4117 
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平成 31 年 2 月 22 日 

兵庫県建築士会神戸支部研修委員会 

 

平成 30 年度事業 建築士のためのビジネスセミナー 事業報告書 

～高齢者のための 住まい設計のすすめ～ 

 

去る 2 月 22 日に神戸支部事務局において、「建築士のためのビジネスセミナー～高齢者の

ための 住まい設計のすすめ～」講習会が執り行われました。参加者は 18 名で、講師には、

介護業界に 16 年間携わり理学療法士の師匠に整体術を学んだ 月見山リセット整体院院長 

富澤拓弥氏を迎え、介護業界の現状や高齢者の身体状況・コミュニケーションの取り方など

をお話しいただきました。 

 

●講師…月見山リセット整体院 院長 富澤拓弥 氏 

 

●主な内容 

・高齢者にとって、住み良い家は寿命が縮む!? 

・こころとからだのしくみ 

・福祉的コミュニケーション技術 

・これで疲れ知らず！セルフケア技術 

●日時…2月 22 日（金） 

●時間…19:00～21:00 

●会場…神戸支部事務局 

●参加者 会員 12 名 非会員 6名 
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内訳 青年会員 一般会員 会員外 その他 合計

人数

当日の様子

成瀬・猪熊建築設計事務所

今回の講演内容は個々の作品紹介というよりは、今現在成瀬・猪熊事務所が考えていること、取り組んでいることを体系化、抽象
化して説明することに重点が置かれ、作品はその補助として効果的に利用されている印象であった。また、最後の質疑応答では
会員からの多くの挙手があった中で、学生からも積極的な質疑があり、講演自体は少し早めに終わったが、その分充実した質疑
の時間となり、定刻に終了した。
短い時間ではあったが、大変密度の高い講演会で非常な貴重な機会となった。

今後の検討課題

今回の講師については、昨年に引き続き若手の建築家を選出し、参加人数は例年に比べ依然としてやや少ないもの
の、会員外の参加者は昨年より10人程度増加した。アンケート結果からも特に学生が大幅に増えたことが分かる。
広報手段として、今回より新たにポストカードの配布（B2ポスター廃止）を行ったため、そのことが影響した可能性が
ある。ただ前回に引き続きインターネットを中心とした広報活動がまだまだ十分とは言えなかったように思う。引き続
き改善できるように努力していきたい。また、当日参加者にポストカードを配布したことは次年度以降も続けたい。

建築士の関り

0

事業担当(計画)者 高麗憲志（青年委員会） 事業責任者 寺田みさと（青年委員会・委員長）

連携・協力組織等

参加者
5 41 22

建築士として著名な建築家の選出から始まり、事務所へのオファー、回答を得られるまでの過程を通じ、他の事務所
の対応や建築家との関わり方等、日々行う業務に於いても、学ぶべき要素が多い機会と考え、この事業に関わって
いきたい。
 

68

事業報告シート

事業分野 もの・まち・くらし・その他 作成日 平成30年5月14日

講　師；猪熊純

ふりがな （こうえきしゃだんほうじん）ひょうごけんけんちくしかい　こうべしぶ　せいねんいいんかい

テーマ；『architecture for social shif』

活動団体名

事業名称 　公益社団法人　兵庫県建築士会　神戸支部総会　特別講演会

開催日時
    平成30年4月28日（土）

14：30～16：30
 開催場所 神戸市産業振興センター

主な事業内容

【講師経歴】
建築家 / 首都大学東京助教
1977年神奈川県生まれ。2004年東京大学大学院修士課程修了。2006年まで千葉学建築計画事務所勤務。
2007年成瀬・猪熊建築設計事務所共同設立。2008年より現職。

（公益社団法人）兵庫県建築士会　神戸支部　青年委員会

事業の目的

広く参加者を募ることにより、建築士会の活動を多くの方へ知っていただく場としたい。
講師については、若手で、シェアハウスやシェアオフィスを多く手掛けている成瀬・猪熊建築設計事務所
から首都大学東京助教で建築家の猪熊純（いのくま・じゅん）氏を招き、年齢層を問わずに集客し、会員
拡大及び活動参加拡大の広報活動の場としたい。また、活躍されている講師の講演を聞くことにより、
個々の意識向上につなげる事を目的とする。
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内訳 青年会員 一般会員 会員外 小学生 合計

人数

当日の様子

・初めての企画であったが、工作の時間になるとすぐに作り始めていた。

・ネコのお家や滑り台のあるお家、屋根が取り外せて花火を見れる物見台のあるおうちなど

　それぞれ個性的なお家がを作ることが出来た。安全面に関しても、特に問題はなかった。

事業報告シート

事業分野 もの・まち・くらし・その他 作成日 平成30年8月29日

事業名称 夏休み親子セミナー「まなぼ！つくろ！わりばしとわごむで”夢の家”」

平成30年8月4日（土）
13：30～16：30

 開催場所 兵庫県神戸市中央区

ふりがな （こうえきしゃだんほうじん）ひょうごけんけんちくしかい　こうべしぶ　せいねんいいんかい

活動団体名 （公益社団法人）兵庫県建築士会　神戸支部　青年委員会

開催日時

事業の目的

小学生親子を対象とした市民向け建築スクールの一環として、ものづくりの楽しさに触れるきっかけとなる
ことを目的に行う。「神戸市住まいの安心支援センター」の委託継続事業。

主な事業内容
第一部では日本や世界の夢のある建物のスライド講義を通じて、住まい（家）の多様な形態について学びます。第二
部では、割りばしと輪ゴムを使って子供たちが思い描く「夢の家」の工作に挑戦。最後に子供一人ひとりに夢の家建築
士認定証を発行します。

17

建築士の関り

親子が一緒になってモノつくり体験で、夢の仮想の姿を現実の形として造形し、創造すること、モノを造ることの楽しさ
を育み体感して頂くことが出来ればと考えている。

事業責任者 寺田　みさと(青年委員会・委員長）

参加者
17

今後の検討課題

初めての企画にしては、それぞれ思い思いの作品が出来たのではないかと思います。スライドでは家の簡単な構造に
ついて学んだり世界の変わった住宅を紹介したりと子供たちが楽しく、興味を持てるものを提案出来たと思います。も
う少しスライドに時間をかけて、子供たちとやり取りが出来るような工夫をしたいと思います。
工作では、もう少し具体的なテーマを作ってみても良いかと思います。

連携・協力組織等 神戸市すまいの安心支援センター

事業担当(計画)者 寺田　みさと(青年委員会・委員長）
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内訳 青年会員 一般会員 会員外 合計

人数

今後の検討課題

・15人程度の集客を目指すための広報方法を検討する。
小規模の講座だったので野池先生との質疑応答がしやすくアットホーム講座となった。来年度レベルアップ講座を開
催したい。

連携・協力組織等 株式会社暮らし省エネルギー研究所　代表野池政宏氏

事業担当(計画)者 寺田みさと(青年委員会・委員長） 事業責任者 寺田　みさと（青年委員会・委員長）

参加者
1 5 5 11

建築士の関り

プレゼンに役立つ光熱費シミュレーションを学びスキルアップを目指す。

事業の目的

「省エネ」「健康」「快適」「パッシブデザイン」といったキーワードがトレンドとなりつつある今、単に
外皮性能計算を行えるだけでなく、その性能をいかにお客様に伝えるか、どのように「快適性」「健康性」
に置き換えてプレゼンできるかが鍵となっています。温熱に関する理科的・物理的な理解から全ての計算の
基礎となる外皮性能計算、パッシブデザインに欠かせない室温や暖冷房負荷、プレゼンに役立つ光熱費シ
ミュレーション等を実際の物件の計算を通して学ぶことを目的とします。

主な事業内容

温熱環境の第一人者、野池政宏を迎え5回にわたって住宅の温熱環境について学ぶ。①温熱・省エネ・パッシ
ブデザインの必須理解力を身につける②H25年省エネ基準の外皮性能計算をやっつける③暖冷房計画と結露④
蓄熱と室温シミュレーション⑤一次エネルギー消費量算定プログラムを使っての光熱費シミュレーション
●野池政宏　株式会社暮らし省エネルギー研究所　代表（一社）Forward to 1985 energy life 代表理事。
（一社）パッシブデザイン協議会 代表理事。自立循環型住宅研究会主宰 NPO法人 WOOD AC理事。OMソーラー
(株)や全国のベンチマーク工務店のコンサルタント、販促ツールのプロモーションなどの住宅アナリスト。

平成30年7/23（月）8/6（月）8/27（月）9/11（火）
9/25（火）計5回　13：00～17：00

 開催場所 建築士会　神戸支部

ふりがな （こうえきしゃだんほうじん）ひょうごけんけんちくしかい　こうべしぶ　せいねんいいんかい

活動団体名 （公益社団法人）兵庫県建築士会　神戸支部　青年委員会

開催日時

事業報告シート

事業分野 もの・まち・くらし・その他 作成日 平成30年9月30日

事業名称 住宅の温熱環境について学ぶ連続講座「野池学校」
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内訳 青年会員 一般会員 会員外 学生 合計

人数

当日の様子
・禅と庭のミュージアムでは、洸庭の内部で非日常的な現代アートの空間を体験し、
　同時に一来邸などの茶室や庭との対比も興味深かった。
・森×Hakoととおり町Street gardenでは、設計者であるUIDのスタッフの方から、
　設計のポイントや経年変化の様子などを詳しく教えていただいた。
・S-HOUSE MUSEUMでは、住宅として使われていた当時のことから、
　美術館として生まれ変わる経緯などについて、館長にご案内いただいた。

事業報告シート

事業分野 もの・まち・くらし・その他 作成日 平成30年11月22日

事業名称 第29回 建築セミナー

平成30年11月17日（土）
8：00～20：00

 開催場所 広島県、岡山県

ふりがな （こうえきしゃだんほうじん）ひょうごけんけんちくしかい　こうべしぶ　せいねんいいんかい

活動団体名 （公益社団法人）兵庫県建築士会　神戸支部　青年委員会

開催日時

事業の目的

広島県福山市及び岡山市の著名な建築（神勝寺　禅と庭のミュージアム、森×Hako、とおり町Street garden、S-
house museum）視察を主な目的とする。
これらの見学を通じ、建築士としての意識向上、会員交流を図る。
 
 
 

主な事業内容

福山、岡山近辺の建築視察
　・神勝寺　禅と庭のミュージアム　洸庭　設計:名和晃平｜SANDWICH　敷地面積：4700㎡、建築面積：796㎡、鉄骨造
　　松堂　設計:藤森照信、秀路軒、一来亭　設計（復元）：中村昌生　等
　・森×Hako　設計:前田圭介｜UID　敷地面積：596㎡、延床面積：359㎡、鉄骨造 2階
　・とおり町Street garden　設計:前田圭介｜UID　商店街の改修
　・S-HOUSE MUSEUM　設計:SANAA（改修設計：周防貴之）　敷地面積：131㎡、建築面積：87㎡、木造 2階

24

建築士の関り

福山、岡山近辺の著名な建築を視察することにより、新しい建築の知見を得ると共に、竣工から数年経過した現状の
施設がどのように使われているかを考察した。
 

事業責任者 寺田　みさと（青年委員会・委員長）

参加者
5 12 5 2

今後の検討課題

最終口コミによる集客によってある程度参加者を確保できたが、参加者がまだ少ないので、告知方法を検討する必要
がある。
当日交通事情の遅れなどにより、到着予定時刻より1時間ほど遅れてしまった。計画時からタイトなスケジュールであ
ることは分かっていたので、次回はもう少し余裕をもったスケジュールを組むように気をつける。

連携・協力組織等 UID一級建築士事務所

事業担当(計画)者 中村重陽(青年委員会・委員）
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収入

支出

計

内訳 企画委員 一般会員 会員外 その他 合計

人数 4 5 0 0 9

事業担当(計画)者

企画委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業報告

事業名称 　　兵庫県林業会館見学会見学会

¥0

開催日時 平成31年2月4日（月）13：00～14：00  開催場所 兵庫県林業会館

湖亀　一登 事業責任者 荒川　直樹

　
　防火地域での耐火建築における木材活用事例ということで竣工間際の兵庫県林業会館見学に行ってま
いりました。建物概要は1階ＲＣ造・2～5階鉄骨+CLTのハイブリッド構造、延床面積1,567㎡です。木材を活
用したのは床スラブと耐震壁を県内産CLT材で、一部フローリングに六甲山のコナラ材を使ったとのことでし
た。CLT材を225㎥使用したことで鉄骨はおよそ3割ほど削減されたそうです。耐震壁は延焼の恐れのある範
囲をガラス窓で覆うことで、床スラブは床下地および天井に不燃の石膏ボードを使うことで耐火建築物として
の問題をクリアしているとのことです。内装上壁に可燃物が使用されている問題についても天井を不燃材と
することで内装制限をクリアしています。
　感想として、建物の木質化への要求圧はますます高まっていくのであろうということ。しかしながら耐火建築
物への積極的使用に関してはまだまだハードルが高い（コスト的・技術的に）のかなと感じました。床スラブ
へのCLT利用はコスト・技術的には利用しやすそうですが、意匠的には木材を使っていることが全く見えな
いので、建築主へのメリット訴求に弱いかと思いますし、耐震壁に使用するために鉄骨柱スパンを3ｍにされ
ていたので建物形状・用途によってはプラン初期からCLTを使うというコンセンサスが取れていないと難しい
と思われました。今後も建物の木質化について知見を深めていきたいと思います。

0 (備考)

参加者

事業予算収支

¥0 参加費：500円（有料見学会）
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