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●とぴっくす●

神山と佐那河内の春を散策
徳島地域会　林　　裕子

　毎年どこに行くのかな？と気になる春の見学会。
　３月19日、桜が咲き始め新緑のつぼみが枝につき
始めた頃、今年は佐那河内－山神果樹薬草園と、神
山－大埜地集合住宅＋鮎喰川コモン、WEEK神山、
KAMIYAMABEERと盛り沢山の建物たちを訪ねました。
◇先ずは山神果樹薬草園から、お天気も良く空の青さに

映える建物だなあと思いながらエントランスを入り工
場棟と交流施設の間にある通路を抜けると、里山を遠
方に見ながら和柑（柚子、すだちなど）の段々畑が広
がっていました。当日は松山社長も同席の中、静寂の
似合うSHOPにて設計者の島津氏から建物概要の説明
を受け二班に分かれて、素敵なお散歩MAPと共に建
物散策に！

〇１コース：工場見学から建物を周遊し、この敷地で一
番の里山の絶景が見えるというコンポストハウスと畑
用更衣室。

〇２コース：工場二階の宿泊施設＋SHOPにてお買い物。
自然に調和した建物を作るとのコンセプト通り、ミニ
マムでキリのないほどの細やかなひっかかりのないデ
ザイン達－ドアノブ、グレーとホワイトの壁色分け、
階段に落ちる光の落ち方、切り取られた窓から見える
絵のような景色たち、薪の美しい積み方、どこに居て
も落ち着く静寂の似合う空間に皆さんが惹きこまれて、
予定よりも長く居てしまいました。

◇少し急いで次の目的地、神山－大埜地集合住宅＋鮎喰
川コモンへ。国道から見える川に丸く囲まれた敷地が
遠目にも素敵で、そこに丁度よい距離を保つかのよう
に町産材で建てられた景色に溶け込むような建物群が
ありました。コモンハウスで設計者お二人からのお話
－コンクリートガラの再利用、木材の分離発注、木質
バイオマス地域熱供給のしくみ、長く住み続けられる

ための間取りや素材、浄化槽の水をより綺麗に川に放
流するための浄化池の存在など、まだまだ語り尽くせ
ないですが、理想的な桃源郷のような神山の宝物を見
せて頂いた気持ちになりました。

◇WEEK神山では、丸太のままを使った柱が引立つ宿
泊棟、敢えて神山の木を見せるような様々な工夫が巧
みで、身体に優しいランチと共に魅せられました。

◇KAMIYAMA　BEER◇BEER作りをされているオラ
ンダ人のご主人に素敵なビールを教えて頂いて、厳
選しながら４本購入。自宅で旦那様と飲んだBEERは
とってもフルーティでワインみたいで美味しかったで
す。又建物の外壁のデザインを描かれたり、ビールの
パッケージデザインをされている奥様にお話を聞くこ
とが出来ました。オランダ的な優しくポップなデザイ
ンは、脳裏から離れない心が温かくなるものばかりで
ご家族の皆様の温かさと共に癒されました。

　佐那河内と神山の山と空の景色に魅了されながら、ご
案内頂き出会う方々の温かさに触れ、心安らぐ素敵な見
学会になりました。

大埜地住宅外観

神山 WEEK

カフェ予定：交流施設

居住スペースで寛ぐ人たち

鮎喰川コモン内観木質バイオマス熱供給システム
エネルギー棟

神山 BEER
外観

畑用の OPEN 更衣室
薪の美しい積み方に魅了
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　こんにちは、令和５年青年・女性建築士の集い中四国
ブロック徳島大会の委員長を仰せつかった中川と申しま
す。
　４月にみなさまに令和４年高知大会の案内が行ったか
と思いますが、来年の令和５年は徳島で開催される予定
になっています。

「青年・女性建築士の集い中四国ブロック大会」とは
　情報交換や報告会として中四国９県持ち回りで年に一
度開催されています。上記の通り今年は高知大会（６
/11 ～６/12）で開催予定で、来年は徳島大会（６/10 ～
６/11）が開催される予定です。
　平成 26 年６/14 ～６/15 にあわぎんホールで開催され
た徳島大会を覚えている方もいらっしゃるのではないで
しょうか。
　具体的にはどういったことをする大会なのかを紹介さ
せていただきます。

「地域実践活動報告」
　各県の建築士会は様々な視点から地域のための活動を
行っています。活動してきた内容をまとめ、決められた
持ち時間で発表を行い、地域会の活動を他県にアピール・
情報交換を行っています。例年、審査員による採点と、
参加者による採点にてグランプリを決定したりなどして
いて、大会での人気コンテンツになっています。

「講演会」
　開催地域会が独自に企画する勉強会みたいなもので
す。分科会という形態にとらわれず講演会や座談会とし
て開催されることもあります。過去には瀬戸内芸術祭を
プロデュースした北川フラム氏が講演したりしたことも
あります。高知大会では地域特化として伝統工芸の職人
さんに話してもらう予定だそうで、開催形式は大会ごと
で様々です。

「大懇親会」
　大会参加者のほとんどが懇親会を目的に参加してると
言っても過言ではない？というと怒られるかもしれませ
んが、楽しい飲み会です。大きめの会場でビュッフェ形
式で開催されることが多く、地域の食を楽しむことがで
きたりします。楽しいです（２回目）

「エクスカーション」
　２日目に開催されます。地域の建築ツアーや、アクテ
ィビティ、伝統文化体験などをします。他県に訪問する
ときに行ってみたい場所などが選定されていることが多
いです。

～徳島大会への抱負～
　大会自体の紹介ばかりになってしまいましたが、改め
て令和５年は徳島大会（６/10 ～６/11）が開催されます。
大会内容は現在協議中ではありますが、以下のような大
会にしたいと考えています。
・主要都市と地方都市
・地方都市の未来
・ポストコロナの旅行と地方都市
　例年 300 ～ 400 人程の参加がされている大会で、大人
数でなければ呼ぶことのできない大物ゲストと地域会と
の意見交換により未来について考えるきっかけとなる大
会となることを祈念しつつ、徳島の皆様にはぜひとも徳
島大会に参加したいと思える内容としてまいりますので
ご助言・応援のほどよろしくお願いします。

令和５年青年・女性建築士の集い中四国ブロック徳島大会へのお誘い
徳島地域会　中川　孔介

●ほっとにゅーす●

～伝統的徳島大会ロゴ～
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●ほっとにゅーす●

令和４年度分：建築士としての社会的活動団体募集事業の選考会結果
～建築士会の公益目的活動「建築士の社会的活動助成事業」～

事業貢献委員会

　令和４年度の「建築士としての社会的活動団体募集事
業」選考会結果です。
＜選考会日程＞
日時：令和４年３月16日㈬、13：30～14：30
場所：徳島県建築士会　会議室
＜出席選考委員＞
（公社）徳島県建築士会会長　　　坂口　敏司
　　同　　事業貢献委員会委員長　　岸田　徳明
　　同　　　　　　　担当副会長　　矢部洋二郎
＜選考内容＞
　選考は、坂口会長他２名の建築士会委員によりおこ
なった。長年の継続３事業と応募６事業について、活動
目標、活動内容、参加者、予算等を検討しました。

事業名 ＜採択＞
お菓子の家をつくろう（14 年目） 340,000

（お菓子の家をつくろう）
LED イベント（15 年目） 176,250

（LED クラブ）
将来住みたい家 絵画展（19 年目） 250,000

（美馬地域会 )
小　　　計 766,250

木育住育出前授業（８年目） 200,000
（阿南・那賀地域会）

建築士会の出前授業（18 年目） 90,000
（三好地域会）

左官体験ワークショップ（４年目） 200,000
（辻の思い出を残し隊）

高齢期に備えた住まいの改修の大切さを学び
備える啓発活動（２年目）

200,000

（バリアフリーデザイン研究会）
徳島・建築士オーラルヒストリー研究会「県
南地域調査」（初年）

100,000

徳島・建築士オーラルヒストリー研究会
「まちの縁が輪」づくりプロジェクト 200,000

（初年）
徳島県建築士会徳島地域会
小　　　計 990,000

計 1,756,250

　今後、事業実施にあたり、予算面、事業内容の変更が
発生した場合には、年度末の活動報告で修正してくださ
い。
　令和３年度と同様に、コロナ感染防止対策をおこない
ながらの活動となりますが、公益法人徳島県建築士会の
公益目的事業の柱であることから、実施準備を進めてく
ださい。

＜新規事業の概要紹介＞
　２件の新規応募事業がありましたので、その概要を紹
介しておきます。
１．徳島・建築士オーラルヒストリー研究会「県南地域

調査」
　阿南高専学生がおこなう。
　徳島県内の建築士が、何を考え、実践することで、徳
島県の建築景観をつくりだしてきたか。約10名の方たち
からオーラルヒストリー（口述記録）として直接話を聞
き取り、記録としてまとめることをめざす。全県を５か
年計画で調査する。今年度は初年で、阿南駅周辺を対象
とする。
　秋にＷeb会議等で発表し、その場での意見収集も予
定。
　成果が期待される。
２．「まちの縁が輪」づくりプロジェクト
　徳島市中心市街地でＲ３に実施した「未来の縁台」の
アイデア公募、それを「アミコの縁が輪」として創出し
た試みを、Ｒ４では空き店舗の１階、公共空間へと展開
する。
　「未来の縁台」コンテスト優秀20作品等を制作して展
示することやミニ講演会なども予定している。

【これからの建築士としての社会的活動団体募集事業】
　現在、建築士会の収支は健全に推移していますが、事
業収入は減少傾向にあり、令和６年度には木造住宅耐震
化促進事業の大幅な見直しが予想されています。
　このため、当募集事業もスリム化に取り組む必要があ
り、令和５年度から次の方針への修正を検討中です。
　①（継続年数に関係なく）すべての事業を同列に扱

う。
　②助成額は、１事業あたり20万円を上限とする。
　③事業費の不足が見込まれる場合は、各団体で協働者

を募集する、あるいは活動団体助成事業の募集に応
募する（例：日亜ふるさと振興財団による募集）等
の財源獲得策を工夫する。

　④事業継続期間は３～５年までとする。
　⑤事業予算総額150万円までとする。
　⑥各地域会からの応募を期待する。
　⑦新規事業・新規参加者へと活動の輪を広げることを

めざす。
　ご意見は事業貢献委員会へお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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　新型コロナウイルスの影響によりまして、恒例の地域
会総会の開催は書類決議となり、毎月開催している建築
相談会も中止となりました。唯一、年末に賛助会員さん
との親睦を深めるための食事会を行いました。
　最近たいした運動もしていないのでストレス解消、気
分転換ということで、散歩をしてみました。温かい日を
選んで、日和佐の「千羽海崖」に沿う200ｍ前後の山々
を結ぶ「四国のみち」を歩くことにしました。
　コースは、日和佐城から嵐瀬休憩所～通り岩休憩所
～千羽休憩所～山河内白沢～山河内駅「四国のみち」
13kmが今回のコースです。断崖絶壁上から太平洋が一
望できる歩きやすい遊歩道。反対側は日和佐の町や連な
る山並みが楽しめる面白い景観です。快適な道で、荒瀬
休憩所からは海崖（断崖・200ｍ近くもある）が見え始
めたが、あいにくガスも出て雪がちらついてきました。
ウバメガシなど雑木の中を道は千羽岳に続く。千羽岳は
圧倒的な断崖絶壁がそびえ立ち太平洋の荒波に浸食され
て出来た洞窟や美しい浜が無数にあります。途中には海
岸に沿って走る「南阿波サンライン」を横切る。そこか
ら先は海から離れて白沢まで山道が続く。南阿波サンラ
インは、日和佐町からお隣の牟岐町へと続く海岸線沿い
に走る眺めのよいドライブウェイです。全長17.8キロ。
室戸阿南海岸国定公園内に位置している海岸線の景観
は、緑の山迫る断崖・青く広がる黒潮の海・やはり青く
広がる空のコントラストがすばらしい、豪壮かつ爽快な
ものです。昔子供の頃、遠足で峠を越えて行った頃を思
い出します。当時よくこんな山を越えていったもんだと
思いました。昔の人は炭焼き小屋が明丸という場所にあ
り、毎日山を越えて行っていたそうです。年２回地元壮
年団による、「四国のみち」の整備を行っており草刈り
や道の修繕整備等を行っております。急な山道を歩くの

で結構疲れてしまい休憩しながら作業を行ってます。
　近年、全国的に野生イノシシによる農作物への被害が
急増しています。地元では農作物が荒らされ被害にあっ
てます。狩猟免許を収得して約８年になり、私の地元で
は「有害鳥獣班」に入り狩猟しております。仕事の合間
や休日しかできませんが、当初はまったく取れなかった
のですが最近になってようやくとれだしました。「わな
くくり」という道具で狩猟を行ってます。この附近では
鹿がよくとれますが、たまに猪がかかります。猪は、歯
をカチカチと鳴らして威嚇をして突進してきます。猪を
仕留める時は、勇気がいります。さし止めを失敗すると
反撃にあいますので注意が必要です。ワイヤーとの距離
を見計らいながら仕留めます。猪の場合は牙でケガをす
る場合があるので慎重になってしまします。小さければ
一人で処理できますが大きな猪では応援を呼んで仕留め
ます。

「千羽海崖」と「四国のみち整備」と「有害鳥獣駆除」
海部地域会　佐古　幸久

●地域会だより●

猪捕獲（有害鳥獣駆除）

四国の道の整備

千羽海岸
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　吉野川市
の活性化を
目的とした

「鴨島駅周
辺 地 区 都
市再生整備
計画事業」
の一環であ
る、鴨島駅
を 南 へ 約
300ｍに位
置 す る “ 吉

野川市民プラザ”の建設が一昨年、“鴨島駅前周辺整備”
が昨年完成し街は美しくなりました。

　４月９日午前 11 時過
ぎ、久しぶりに鴨島駅前
を散歩に出かけました。
コロナ下とはいえ快晴の
土曜日なので、多少人通
りも増えているのではと
期待していたのですが、
写真のような有様で、閑
散としていました。もう
ひとつの事業が、駅前中
央通りと銀座商店街の舗
装及びアーケードの改修
工事ですが、銀座通りの
アーケードを新設するか

或いは撤去するかで、商店街の意見が分かれ未だに結論
が出せなく着工できていません。しかし、どちらにして
も商店街のシャッターを開けないと人通りは増えないで
しょう。このような場合は、市と専門家が入り住民の意
見をまとめて最終決断をすることが良策だと思います。
　駅の北西方向へ 500 ｍほど行くと江川沿いに鴨島公
園があります。この江川は昭和 60 年３月に環境庁から
全国名水百選として、剣山の御神水と共に指定されま

した。江川
の水温は冬
暖かく（約
20 ℃）、 夏
冷たい（約
10℃）とい
う異常現象
により徳島
県からも昭
和 29 年 に
天然記念物
として指定

されていました。当時は透き通った青緑色の水がなみな
みと流れていましたが、現在は湧水がほとんど無くなり
台風等の大雨が降ると氾濫して、日照りが続くと、ひび
割れした川底が現れ雑草が生えてきます。吉野川遊園地
西側の江川湧水源から鴨島公園までは地下水のポンプア
ップにより水枯れを防いでます。吉野川遊園地は平成
23 年に閉鎖し、現在は吉野川医療センターになりまし
た。閉鎖前の一ヶ月間無料開放したのですが、幼い子供
連れの若夫婦や白髪混じりの老夫婦等々多くの人々が訪
れ、全盛期を彷彿させるような状況でした。もっと親し

まれた豊か
な自然を残
すことがで
きなかった
のか、一市
民として残
念に思うと
ころです。
　川島町で
は鉄筋コン
クリート造
の川島城が

美しい姿でそびえ建っています。しかし現在は耐震診断
の結果、閉館になっています。耐震補強は難しく取り壊
す運命になりそうです。建設から40数年になりますが、
吉野川市のシンボルとして残したい建物です。構造設計
の先生方、何とかなりませんか。城の西側には“岩の鼻”
という景勝地があり、阿北の山々や吉野川の清流が一望
に見渡せます。こちらは数人の訪問者がいましたが、城
が閉館になっていて残念がっていました。
　山川町出身で当時、文部大臣の芳川顕正氏が明治23年
“教育勅語”を発布しました。その生家が山川町に残って
いたのですが、状態が悪く改修工事には予算不足との理
由で解体してしまいました。また、鴨島町に昭和26年
ダーウィー氏設計の、当時、県下一の堂々たる木造２階
建キリスト大教会が４年前に、そして、私が徳島県文化
財マイスター養成講座の演習課題にさせて頂いた藍商戸
田家住宅、江戸時代後期に建築され、良好な状態に保存
されていた主屋は２年前に、それぞれ取り壊されまし
た。残念です。美郷は梅まつり、蛍まつり、高開の芝桜
等、住民が頑張っています。鴨島町、川島町、山川町も
ボランティアが頑張っているのですが……
　吉野川市には魅力ある自然、価値ある文化財が、まだ
まだ残っています。このような市の宝を街造りに生かす
ためには、県、市は勿論、建築士会の公益事業として「街
造りアドバイザーチーム」を創設し、市町村に働き掛け
をしてはいかがでしょうか。私の残り少ない建築士人生
を掛けて！

吉野川市の風景
川島地域会　千葉　俊治

●あなたが出番●
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●士会だより－広報・渉外委員会●

建築士の日のイベント
【建築士の日】
　毎年「７月１日」は「建築士の日」です。そこで本県でも「建築
士の日」を機会にイベントを実施し、「建築士制度を社会に広く
PRし、われわれ自身も改めて建築士の意識を再確認」したいと考
えています。
【今年の事業】
　コロナ下のため大規模なイベントが難しい状況なので、今年は講
演会とポスターの掲示のみとなります。
■BIMセミナー
と　き　令和４年６月18日㈯　13：00（予定）
ところ　建設センター（予定）
内　容　設計から施工までのBIM事例紹介
　　　　・施工者にもメリットのある使い方
　　　　・現実的で身近な技術での活用
■建築士の日のポスター掲示
　７月１日には「あなたのまちの建築士」と書いた黄色いポスター
を自宅や事務所の外部に張って、地域の身近なところに建築士が住
んでいることをアピールしましょう。

●士会だより－本部●

建築士会ホームページにおける
「会員の方へ」のページ開設のご案内

　士会ホームページは昨年にリニューアルし、現在運用していると
ころですが、この度、会員専用となる「会員の方へ」のページが完
成いたしました。
　掲載内容は、「地域会名簿」「支部役員名簿」「徳島県建築とき
わ会」「建築士会まちづくりハウス」　「阿波まちかどバックナン
バー」「まち研だよりバックナンバー」です。なお、「地域会名
簿」「支部役員名簿」は総会終了後に更新させていただきます。
　パスワードは本部又は支部事務局までお問い合わせください。
（パスワードは会員外へ教えることはご遠慮ください。）一定期間
を過ぎますと更新する場合がありますので、その際には支部事務局
へご連絡させていただきます。

●士会だより－本部●

製図板の貸し出しについて
　穴吹カレッジ様のご厚意により、不要となった製図版を８セット
寄付していただきました。会員又はお知り合い等で、必要とされて

いる方にお貸しすることが可能です。希望される方は、本部までご
連絡ください。

●行政だより－徳島県●

徳島県建築行政関係職員名簿
都市計画課
　係　　長　　　　　　　　　　高田　知子
住宅課建築指導室
　室　　長　　　　　　　　　　早澤　英俊
　課長補佐（指導・宅建担当）　美馬本昭二
東部県土整備局
　局 次 長　　　　　　　　　　佐藤　一之
（徳島庁舎）　係　　長　　　　松原　　準
（吉野川庁舎）主　　任　　　　江本　泰英
南部総合県民局
　係　　長　　　　　　　　　　松崎　　功
西部総合県民局
（美馬庁舎）係　　長　　　　　福田　正志
（三好庁舎）主　　任　　　　　坂本　　剛

●行政だより－徳島市●

徳島市建築行政関係職員名簿
　４月１日の人事異動により次の者が着任しました。
建築指導課長　　　　　　　　　大澤　賢次
建築指導課長補佐　　　　　　　長谷部　亮
　　 〃　        　　　　　　　　中西　量宏
指導担当係長　　　　　　　　　槙野　孝則
審査担当係長　　　　　　　　　谷井　恵美
　　 〃　 　　　　　　　　　　 岡部江利子
開発担当係長　　　　　　　　　賀川　高史

※次回編集会議は令和４年５月27日㈮　16時30分～

…………………………………………………………

・胃の調子が悪いので友達の医者に看てもらったら「働きが悪いん
じゃ」といわれた。私の働きじゃなくて胃の働きのことだった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （ノーリツ号）
・運動をしよう　　　　　　　　　　　　　　　　　  （ちりめん）
・そうしよう運動そうしよう　　　　　　　　　　　　　  （酎西）
・自転車始めました。　　　　　　　　　　　　　　　  （ぺぺい）
・ノーリツ働けよ笑　　　　　　　　　　　　  （ひとはたうさぎ）

公益社団法人　徳島県建築士会
〒 770-0931　徳島市富田浜 2 丁目 10 番地
　　　　　　建設センター 5F
[TEL] 088-653-7570　[FAX] 088-624-1710

発
行
所

建築士会本部行事案内
令和 ４ 年 ５ 月 令和 ４ 年 ６ 月

  ４月 29 日㈮～５月８日㈰　事務局休業

11 日㈬　建築相談

14 日㈯　徳島支部総会

17 日㈫　監査及び第１回理事会

25 日㈬　建築相談

（士会会議室）

（ザ・グランドパレス徳島）

（ パークウエストン）

（士会会議室）

  ４日㈯　本部総会及び懇親会

  ８日㈬　建築相談

22 日㈬　建築相談

（JR ホテルクレメント徳島）

（士会会議室）

（士会会議室）

※　木造住宅耐震相談は、平日の午後１時から午後４時まで実施しています。
※　住宅相談は第2・第 4水曜日の午後１時・２時・３時（相談時間は１時間以内）に実施しています（要予約）。

編集後記編集後記

※　ご案内は、５月 17 日の理事会開催後に、議案書と共にお送りいたします。


