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地震に強い
家づくり街づくりを

㈳長野県建築士事務所協会
　長野支部

 支部長　酒井　忠男
　新年あけまして、おめでとうございます。建
築士事務所協会長野支部会員の皆様方におかれ
ましては、健やかに新年をお迎えになられたこ
ととお慶び申し上げます。平素は当協会の事業
にご理解、ご協力を頂き衷心より感謝申し上げ
ます。
　昨年１月下旬に協会長野支部事務局は松岡か
ら市役所西隣の「長野ダイヤモンドビル」に移
転し約１年間が過ぎようとしているところでご
ざいます。市街地の中心部であり、市役所の近
くでもありますので利便性が良くなったのでは
ないかと思っております。
　昨年は６月に「長期優良住宅制度」がスター
トし今後の住宅建築のスタンダードとなるので
はないかと思われます。10月には「瑕疵担保履
行法」が本格稼動いたしました、これもまた優
良な住宅建築に貢献するものと思われます。
　建築士事務所協会におきましては国交省告示
第15号「新業務報酬基準」の改正を受けまして
各市町村への「要望運動」を行い、業務報酬は
告示第15号を遵守頂きますよう、また設計者の
選定は金額のみによらない評価方法を採用して
頂くようお願いをしているところでございます。

　１月13日に中南米ハイチ大地震が発生し首都
ポルトープランスは壊滅的な打撃を受け、14万
人にもおよぶ死者が予想されるとのことです。
また日本においては未曾有の大災害をもたらし
た1995年の阪神淡路大震災では6500人余りの尊
い命が奪われました、共に建築物の倒壊による
圧死が主な原因であります。あれから15年目の
節目の年になりますが、あの災害を歴史として
しまわず地震に強い家造り、街づくりを念頭に
安心安全な建物造りに努めなければと思います。
協会は行政の昭和56年以前建設の木造住宅建築
物の耐震診断に協力いたしておりますが、建築
専門家集団としてさらに一歩進めた取組みが求
められているように思います。
　平成22年新春我々建築業界に明るい兆しはな
かなか見えませんが、協会の事業に関心を持っ
て頂き、共に研鑽し、共に社会貢献し、共に建
築士・建築士事務所の地位向上のため努力し、
意義のある明るい事務所協会長野支部になるよ
う勤めてまいりたいと思っています。本年が会
員諸氏にとりましてよりよい年になりますよう
お祈り申し上げ、年頭の挨拶とさせて頂きます。

〔寄稿者〕
長野県建築士事務所協会長野支部　支部長
長野市 市　長
長野市　建設部次長兼建築指導課長
県長野地方事務所　建築課 課　長

酒井忠男
鷲澤正一
南沢純一
高橋芳正
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新年のごあいさつ 新年のごあいさつ

　長野市長

鷲澤　正一

　長野市建設部次長兼
　　　　建築指導課長

南沢　純一
　新年あけましておめでとうございます。
長野県建築士事務所協会長野支部の皆様におか
れましては、健やかに新年をお迎えのこととお
喜び申し上げます。また、日ごろは市政に対し
ご理解とご協力を賜り、心から感謝申し上げま
す。
　新年の幕開けとともに、信州新町・中条村と
の合併による新長野市がスタートしました。今
後、両地域で育まれた伝統や文化を受け継ぎな
がら、新たに長野市民となられた皆様とともに、
まちづくりを進めてまいります。
　本年は、住民自治協議会の本格的な活動が開
始される年であり、市といたしましても様々な
支援を行ってまいります。また、今後の大きな
目標である中山間地域の活性化や公共交通の活
性化にも全力で取り組むとともに、地球温暖化
の防止に向け、全ての政策に「環境」の屋根を
架けてまいりたいと考えています。
　さて、昨年の秋より三期目となる市政の舵取
りを担わせていただいておりますが、皆様から
寄せられた信頼と期待に応えるため、「みんな
の声が『ながの』をつくる」を基本姿勢とし、
市民の目線に立った行政経営を心掛けてまいる
所存です。
　そして、明るく確かな未来に向けて健全財政
を維持し、魅力あふれ、誰もが安心して暮らせ
る、“元気なまち　ながの”の実現に全力を尽
くしてまいります。今後とも皆様のご理解とご
協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
　結びに、長野県建築士事務所協会長野支部の
ますますのご発展、並びに皆様のご多幸とご健
康を祈念申し上げ、謹んで年頭のごあいさつと
いたします

　新年明けましておめでとうございます。
皆様には、健やかに新年をお迎えのこととお慶
び申し上げます。
　平素より、貴支部をはじめ会員の皆様には、
本市の建築行政に格別なご理解とご協力を賜り
心から感謝を申し上げます。
　一昨年から続く経済不況は、一部に改善の兆
しとは言うものの、雇用状況は厳しく、住宅着
工戸数も低迷しており、業界を取巻く環境も依
然として厳しいものがあります。
　昨年は、11月に「構造設計一級建築士又は設
備設計一級建築士の関与」が本格実施され、姉
歯事件に端を発した一連の建築基準法及び士法
の改正はすべて施行されました。
　本年は、地球温暖化防止を一層推進し省エネ
対策を強化するために、４月から、「エネルギー
の使用の合理化に関する法律」の改正に伴う届
出及び定期報告対象建築物が拡大します。この
法律は、オイルショックを契機にエネルギーを
効率よく使用するために制定され、「建築物に
関わる省エネルギー基準」の遵守が求められ、
今日に至っております。
　さて、長野市は、１月１日に信州新町、中条
村と合併しましたので、両町村の建築確認は本
市が扱っております。また、引き続き、「住宅
や特定建築物の耐震改修」を推進することによ
り、「安全で安心な建物づくりと、快適で秩序
ある街づくり」を目指して参りますのでご理解
とご協力をお願いいたします。
　本年が皆様にとって良い年となりますよう、
お祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。
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私たちは、（建築・土木・住宅）防水工事のエキスパートです。

〒381-2217　長野県長野市稲里町中央二丁目５番１号
TEL（026）286－3751　FAX（026）286－4450　http://www1.ocn.ne.jp/̃sakata/

新年のごあいさつ

　長野地方事務所建築課長

高橋　芳正

　あけましておめでとうございます。
　長野県建築士事務所協会長野支部の皆様にお
かれましては、穏やかな新年をお迎えのことと
お慶び申し上げます。
　平素は、県の建築住宅行政にご理解とご協力
をいただき、厚く御礼申し上げます。
　経済動向の指標のひとつであります新設住宅
着工戸数の県内の状況ですが、昨年は、前年を
大幅に下回る状況になっております。経済対策
の効果が期待されるものの、依然として先の見
えない状況ではないかと思われます。
　県では、厳しい経済・雇用情勢が続くなかで、
昨年は切れ目のない予算編成をおこない、経済
対策に取り組んでまいりました。
　本年も厳しい財政状況ではありますが、中期
総合計画に基づき、安全・安心なまちづくりの
実現にむけまして、住宅・建築物の耐震診断・
耐震補強を進めるとともに、景観育成住民協定

の認定などにより、美しく魅力的な景観づくり
に努めます。更に、地球環境への負荷の軽減と
県産木材活用などによる地域産業の活性化をは
かるため、「信州型エコ住宅」の普及に取り組
んでまいりますので、引き続きご支援、ご協力
をよろしくお願い申し上げます。
　結びに、長野県建築士事務所協会長野支部の
益々のご発展と、本年が会員の皆様にとりまし
て、大いなる飛躍の年となりますことを心から
ご祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせて
いただきます。
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SGコート Safe Guard Cort
全光型光触媒　外壁防汚コーティング剤

本　　　社 長野市青木島町大塚848-4
 Tel 026-286-0001　Fax 026-286-0002
松本営業所 塩尻市大字広丘吉田1149-3 オフィスオオタ202
 Tel 0263-85-6785　Fax 0263-85-6786
上田営業所 上田市住吉387-18 
 Tel 0268-23-4859　Fax 0268-23-4811

アルミサッシ
アルミ建材

ガラス工事
SGコート営業品目

ＳＧコートは、防汚、耐久性に非常に優れた、全光源対応型コーティングです。
コートする事により、光触媒作用で油成分を分解し、雨により汚れを洗い流す、セルフクリーニング機能を発揮します。

また、一般的な光触媒と違い、日の当たらない北面や、日陰となる部分、
また蛍光灯等の可視光でも触媒効果を発揮します。

株式会社 新和建材

　長野建築センター（竹村利之会長）主催、（社）
県建築士事務所協会長野支部（酒井忠男支部
長）、県建築物防災教会長野支部（山口良子支
部長）、長野市設計協会（竹村利之会長）、長野
設計協同組合（池田修平理事長）共催による第
７回新春名刺交歓会が１月12日、メルパルク長
野で約200人が参加し、盛大に開かれた。
　主催者を代表して竹村会長は「市民会館、第
一庁舎の建て替えがようやく動き出した。少し
でも長野の経済が良くなるように期待したい」
とあいさつ。酒井支部長が開会のあいさつを務
めた。

第７回新春名刺交歓会第７回新春名刺交歓会
「長野の経済が良くなるように期待」「長野の経済が良くなるように期待」

参加者200人が新年の門出祝う参加者200人が新年の門出祝う

支部活動

竹村利之会長 酒井忠男支部長
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建築照明のトレンドを学ぶ

技術講習会開催技術講習会開催奥山印刷工業と
角藤による商品説明も

　「時代の要請にこたえる最近の建築照明の
トレンドとこれから」をテーマに、11月16日、
技術講習会を開いた。パナソニック電工照明
デザインＥＣの小林和夫課長が、明るさ感設
計指標「Ｆｅｕ（フー）」などを紹介した。「フー」

は人の視野がとらえる３次元空間の明るさを
定量化したもので、小林課長は「照度とうま
く組み合わせることで消費電力を少なく省エ
ネ化できる」と説明した。

　講習会に続き行った賛助会主催で商品説明会
では、奥山印刷工業が窓や屋根に塗布すること
で断熱・斜熱効果があるという「エコシールド

シリーズ」を紹介、角藤が多機能ガラス黒板や、
窓を直接発熱させるガラス「窓暖」などを紹介
した。

Feuを取り入れた照明計画は、省エネにも貢献する
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エコシールドシリーズエコシールドシリーズ 発熱ガラス「窓暖」発熱ガラス「窓暖」奥山印刷工業奥山印刷工業 角藤角藤

冷放射が完全になくなる●
結露を防止し、快適な空間環境をつくる●

省エネルギー効果大●

温熱環境
PMV0.05～0.15と温度差のない上下・左右の

最高の環境を形成。

混合ロスの防止
窓面からの熱貫流を抑えるため窓際空調機が不要。
混合ロスがない。

ペリカウンタの削除
窓周りの床面の有効利用が可能。

エコシールドのメカニズム

新技術がガラスを変えます！

夏は５度程度
　　ガラス付近の温度を低減。
冬は２度程度
　　室内温度が上がります。

窓ガラスにエコシールドコーティングや
エコシールドフィルムを施工することで、
不快な紫外線と近赤外線をカットします。
より快適なオフィス環境、住環境を提供します。

私のオススメ
『あの路・この店』⑳

　長野市緑町の長野都市ガス㈱様の少
し先にある小料理屋さん。カウンター
６席とテーブル席３つのこじんまりし
たお店ですが、長野県フットサル協会
の役員の方が経営しており、サッカー
日本代表戦などを大画面で観戦しなが
ら食事が楽しめます。お昼のランチ営
業は、丼ものあり鍋物ありの多彩なメ
ニュー構成となっています。カウンター
の目の前で揚げてくれる
サックサクの天麩羅が絶
品です。

◇所 在 地　長野市緑町1108
◇営業時間　11時30分～14時、17時30分～24時
◇定 休 日　日曜日

サッカー日本代表戦などを見ながらお食事を

緑町『石亭』
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編集後記
　最近、公共工事の入札価格が非常に低い傾向にある。
　「契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準」を下回る価格だとすれば
大変異常であり誠に残念だ。以前、落札率が低いのは当然といった雰囲気もあったが、工事の予定価格が取
引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量及び履行期間等を考慮して適正に定めているのであれば、落
札率が高いことは、別に問題ないと思う。
　来年度も公共事業の削減は大きく、ますます厳しくなるが、適正価格で受注し、契約の内容に適合した履行
がされる環境になるよう願っている一人である。

日　　時 内　　　　　容 場　　　　所 出　席　者

H21年10月30日理事会 長野建築センター 理事13名
11月16日技術講習会と商品説明会 若里市民文化ホール 正会員・賛助会員  36名

12月11日理事会・忘年会 やま茶屋 理事・役員・監事・正副賛助
会長　20名

H22年 1月７日新年あいさつ回り 行政庁 正副支部長 3名
1月12日理事会 メルパルク長野 理事17名

1月12日新春名刺交歓会（長野建築センター主催） メルパルク長野 正会員・賛助会員  112名

■支部活動

支 

部 

日 

誌

第58回通常総会（5月12日） 北陸研修旅行（6月21、22日）

納涼会（7月23日）


