
月日（曜日） 行　　　　　事　　　　　名 場　　　　　所

11月16日㈫ 11月定例三役会 web会議（Zoom）

11月27日㈯
つきいちアーキ・セミナー
いいいいいいづなでいい見学会
（今月会報に詳細チラシ同封　要申込み）

いいづなコネクトＷＥＳＴ・ＥＡＳＴ

12月14日㈫ 定例幹事会 web会議（Zoom）

１月25日㈫ 新春交流広場 ホテル信濃路

　毎年12月に開催しております、ブロック合同忘年会ですが、10月15日開催定例
幹事会において、本年も新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止する
ことに決定いたしました。
　楽しみにお待ちいただいた皆さまには大変申し訳ございません。何卒ご理解を
賜りますようお願い申し上げます。

公益社団法人 長野県建築士会ながの支部 〈会報〉 令和3年（2021年）11月　第279号

ながの支部 今後の予定  11月～１月

★ つちおとの

電子化に向けて

◆ 野外彫刻のお問い合わせ ◆

　長野市文化スポーツ振興部　文化芸術課
〒380－8512　長野市大字鶴賀緑町1613番地

TEL 026―224―7504

　『 花 』

昭和56年
第９回長野市野外彫刻賞

千野　茂／作
長野運動公園

令和３年10月撮影

「マイヨールに魅せられる」という作家は、

大胆なポーズではなく、乙女に花を持たせて

清楚な落ち着きを持った作品にしています。

静かな中に生命の輝きを感じます。木彫から

出発したこの作者は、天平・白鳳から藤原時

代の仏像に心を引かれ、東洋的な美を追求し

ています。

【長野市ホームページより抜粋】

内　　容

・つちおとの電子化に向けて　
・令和元年東日本台風により滅
失又は破損した建築物等に係
る申請手数料減免の取扱いに
ついて　
・特別賛助委員会だより　
　（文化シャツター株式会社）
・特別賛助委員会だより　
　（三協アルミ）
・特別賛助委員会だより　
　（アイカ工業株式会社）
・特別寄稿　街道シリーズ　
・支 部 日 誌　
・会員の動き　
・事務局だより　
・編集後記　
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◇新着コンテンツ《募集方式》

会員や特別賛助会員からの寄稿を新着順に掲載

・会員のお便り

（ex：紀行文・シニア活動・建物探訪・

　　　活動募集）

・セミナー案内（特別賛助委員）

　※随時募集（会員の個人アピールの場）

◇固定コンテンツ《定期依頼方式》

・企画フォトギャラリー

（投稿型・固定型・つちおと表紙バックナン

バー）

・街道＆バックナンバー

　※シリーズ投稿を今後増やしていきます

委員会活動報告 総務情報委員会編集部会

　来年度よりつちおとの完全デジタル化が図られます。それに伴いホームページの拡充を計画中です。まだ素案の段

階ですが、皆さんにご案内いたします。より良い電子化を進めるために、皆さんからのご意見・ご要望、ご質問等を

事務局までお気軽にお寄せください。

表紙・つちおと電子版目次・リンク《オープン・クローズ》・

支部活動報告・支部日誌・事務局だより・編集後記・つちおとスポンサー

企画・原稿依頼・校正：編集部会　/　製作：長野プリントサービス

つちおと電子版《メイン》　４ページにて隔月発行

バックナンバーは
こちらからどうぞ

『特別賛助委員会だより』の紙面化終了に伴う配慮

　デジタル化することによって、従来の紙面（紙媒体）であるゆえ

の宣伝メリットが失われる点についての改善策として、特別賛助委

員会だよりは「つちおと」から離れ、ながの支部ホームページの

ホーム（トップページ）に横スクロールバナーを設置（常時差替え

可）することで計画しています。

※イメージ図

◇固定コンテンツ《個別依頼方式》

・会員の動き

・役員委員会名簿

・行政庁だより

　（チラシの記載・プレスリリースへのリンク）

・会員（希望者）・賛助委員アナウンス

（氏名／ブロック／屋号・ＨＰアドレス／

　ひとことコメント【得意業務・趣味等】）

・建築士会オリジナルデータ集

（ex：木造塾実験考察・パース作成動画・

　　　法規豆知識など）

☆★☆ 活発化させて、非会員が閲覧したくな

るようなコンテンツを目指します ☆★☆

広報つちおと《オープン》 会員向けつちおと《クローズ》

企画・原稿依頼・認可：編集部会／掲載作業・管理：事務局

（掲載作業の簡略化のために電子データにて入稿）

⇒ 支部ホームページに掲載されます
　 （誰でも閲覧可のコンテンツです）

⇒ 会員専用ページに掲載されます
　 （閲覧にはパスワードの入力が必要です）

パスワード入力

つちおとの電子化に向けて

Point!

Point!

表紙に戻る
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令和元年東日本台風により滅失又は破損した建築物等に係る
申請手数料減免の取扱いについて

行政庁だより 長野市建設部建築指導課

１　減免の対象となる申請手数料

（建築基準法）

　　①　建築確認申請審査、②　同 中間検査、③　同 完了検査

　　④　接道許可・認定

　　⑤　仮設許可

（都市計画法）

　　⑥　開発許可

　　⑦　建築許可

　　⑧　60条証明

（長期優良住宅の普及の促進に関する法律）

　　⑨　計画の認定　※適合書又は設計住宅性能評価書の提出があった場合に限る

（都市の低炭素に関する法律）

　　⑩　計画の認定　※適合書の提出があった場合に限る

（租税特別措置法）

　　⑪　家屋証明

２　減免の対象者

　台風により所有する建築物（工作物及び建築設備を含む）を滅失し又は破損した者で、当該建築物の大規模の

修繕を行い、又は当該建築物に代わる建築物を建築しようとする者

３　減免の要件

　以下の全ての要件を満たす場合に手数料を全額減免する。

⑴　台風により建築物等が被災（罹災の程度が全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、水没）していること。

⑵　原則、従前と同じ用途の建築物であること。ただし、戸建て住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋住宅につい

ては、それぞれ同じ用途の建築物とみなす。

４　減免の方法等

　　　減免申請書に台風により建築物が被災したことがわかる「罹災証明書」を添付し申請する。

５　適用期間（延長）

　　　令和４年11月11日までに申請があったものについて適用する。

　令和元年東日本台風により滅失または破損した建築物等に係る各種申請手数料減免の
適用期間を延長します。

適用期間　令和３年10月12日　→　令和４年11月11日に延長

表紙に戻る
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特別賛助委員会だより

文化シヤッター株式会社
長野営業所

〒３８１－００１４

長野県長野市北尾張部４４１

T EL: ０２６－２４４－３２６１

表紙に戻る
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特別賛助委員会だより

『ナチュドア
magazine』

ENTRANCE 玄関ドア

【ドア選び①】 ナチュラル玄関ドアと暮らし をお届けする

紹介

【ドア選び②】 あったら便利な「タッチ錠」を知ろう！

【ドア選び③】
外観とのコーディネートcheck！

WINDOW サッシ

【マド選び②】 外観＆室内のコーディネートcheck！

【マド選び①】 アルジオの魅力を楽しみながら見ていただける

『アルジオ スペシャルサイト』

玄関ドア「ファノーバ」

カラーシミュレーション

住宅外観
カラーシミュレーション

REFORM リフォーム

見積りした画像を簡単にわが家の写真と合成ができる！

INTERIOR インテリア

【インテリア選び①】

インテリアコーディネーター三宅利佳さんによる、

こだわりのインテリアスタイルが満載！

【インテリア選び②】簡単に住まいのイメージを試せる！

EXTERIOR エクステリア

エクステリア商品は、こちらから！

商品の特徴や魅⼒をWEBコンテンツでご紹介！
ぜひ商品選びの参考にしてください。

ノバリスリフォーム玄関ドア
「見積りシミュレーション」

インテリア建材 カラーシミュレーション

※商品改廃やカタログ改編によりQRコードが読み取りできない場合もございますのでご了承ください

表紙に戻る
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特別賛助委員会だより

カウンター・扉・壁面 など
ラインナップ充実！ 
人が集まる施設の内装を、
短工期で抗ウイルス化
することができます。

人が触れるさまざまな場所のウイルス対策に「ウイルテクトシリーズ」
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試験機関：アイカ工業（株）R&Dセンター　試験方法：SEK 消臭試験方法に準拠　試験臭気：硫化水素（排泄臭など）/アンモニア

硫化水素（初期濃度：4ppm）

消臭試験 （社内試験）

臭
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低
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アンモニア（初期濃度：100ppm）

消臭未加工品

臭
気

低
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%

） 消臭未加工品

消臭性能

〈ご注意〉
●測定値であり保証値ではありません。 ●当社での試験
法であり、実際の環境での効果を保証するものではあり
ません。 ●半永久的な効果を保証するものではありませ
ん。 ●消臭性能とは、当社従来品と比較し臭いを消滅さ
せる効果ではなく、低減させる効果です。

New!

ウイルテクトシリーズに

抗ウイルス・抗菌に加え 消臭性能 を持つ 
が新登場！！

※1

※1

+

※1抗ウイルス•抗菌•消臭
SIAAの安全基準に適合。製品上の特定
ウイルスの数を減少させます。

さらに消臭性能が加わりました。
※1

※1

※消毒薬は用法用量に従い、希釈してご使用ください。

消毒薬に強い
アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで
拭いても性能に大きな影響はありません。

※使用時には必ずナベ敷をご使用ください。

キズに強い 熱に強い 水に強い

高耐久で丈夫
ウイルテクトはメラミン化粧板としての
強さを併せ持ちます。

SIAA登録製品に関する
詳細はホームページを
ご参照ください。

ウイルテクトシリーズの詳細はこちらをご参照ください▶

●抗ウイルス・抗菌・消臭加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。 ●SIAAの安全性基準に適合しています。 ●当社従来品と比較し、臭いを消滅させる効果ではなく低減させる効果です。
※1 : 「アイカウイルテクト」「メラタックウイルテクト」「セラールウイルテクト」に消臭性能は付加されていません。
加工品（トイレブース、ドア・扉、カウンター、収納）は、2021年12月より消臭性能を付加した「ウイルテクトPlus」に切り替え予定です。

www.aica.co.jp〒390-0811 長野県松本市中央2丁目6番1号 リーガル松本ビル6階　TEL：0263-33-1321(代)

表紙に戻る
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　静岡県焼津市にあるホテルルートイン焼津インター

で、2017年10月22日㈰の朝を迎える。

　テレビの天気予報をベットの中で見る。今日は昨日と

同じく一日中雨模様の天気。６時30分よりホテルの食堂

で朝食をとり、８時15分にはホテル前の駐車場に止まっ

ている大型バスに集合し、30分程で昨日のゴール地点で

ある勝草橋に着く。

　準備運動をしてから本日歩くコースの名所旧跡の説明

を受け、出発する。雨降りでカッパ、ポンチョ等、皆そ

れぞれの雨具を身に着け、本日も「旅人企画」のウォー

クリーダー（随行案内者）の音頭で「今日もガンバル

ゾー、エイエイオー！」の気合を入れて出発する。

　勝草橋公園から志太一里

塚の前を通る。日本橋から

五十里目（約200㎞）の一

里塚で、藤枝宿ではほかに

二つの一里塚があり、一つ

は最近まで塚址が残ってい

たが今はないという。

　同じく田中藩領榜示石を

見てウォークリーダー（随

行案内者）より説明して頂

く。

　『田中藩は他の藩と接す

る領地が入り組んでいたた

め、田中藩の領地を示す榜
ぼう

示
じ

石
いし

を各所に立てていまし

た。今でいう境界石です。その石に刻まれた文字は田中

城主が家臣に命じて書かせたもので達筆で書いてあり、

旅をする文人も感心し

た程だったと言い伝え

られています。田中藩

が大井川の氾濫から村

を守るために、大井川

に接する近くに堤を

作ったのですが、この

堤を作る時に「一千

貫」ものお金がかかっ

たので「干貫堤」と名前が付きました』治水にはお金が

かかる。

　京都に向かって歩く。瀬戸橋近くの瀬戸の染飯茶屋跡

を通り、栃山橋を渡り、島田宿に入る。

　『島田宿の東側に問屋場、本陣、旅籠など家が立ち並

び、宿場の機能を果たしていましたが、現在は島田刀匠

の碑と問屋場跡の石碑が立っているだけで当時の面影は

ありません。宿場の出入り口には「見附」と呼ばれた施

特別寄稿　街道シリーズ

ＹＵＭＥ追い人

街 道
　東海道五十三次の内

第
22 回

藤枝宿～島田宿まで歩く

日
本
橋

品
川
宿

川
崎
宿

丸
子
宿

岡
部
宿

藤

枝

宿

島

田

宿

設が有りました。も

ともとは城門の見張

り施設の事ですが、

宿場の「見附」は上

に棚や竹やりを設け

て作った石垣や土手

で直角に曲がってい

たりしていました。

島田宿の東入り囗に

は、珍しい升形の見附が作られていた様で、中山道では

数箇所の宿場にはあった様ですが、東海道では非常に数

が少なかったのです。敵が攻めてきた時に城に来るのを

遅くする為と、大名行列が来た時に遠くから見えると早

くから頭を下げていないといけないので、なるべく街中

のみの短い時間にするための様です。江戸方の入り口と

京方の入り口が宿場の街になりますので、夜は升形の所

で大戸を閉めて街を守っていました。島田宿は街並み東

西９町10間あり、本陣３軒、脇本陣は無く、旅籠48軒

で、人口は男性3,400人、女性3,327人、計6,727人おりま

した。

　この宿場は、大井川に接していた宿場で、大雨で大井

川を渡れない場合、江戸からの旅人が川留めで足止めさ

れ、宿場はにぎわっていました。この川越業務の役割を

もった島田宿は、西はずれ

の河原町に川会所、札場、

川越人足の番宿などが立ち

並び、大井川を渡るための

宿場町として、対岸の金谷

宿と共に大繁盛した宿場町

です。

　この島田宿の本陣３軒

は、上本陣が村松九郎治、

中本陣は大久保新右衛門、

下本陣が置塩藤史郎で、明

治になるまで世襲で勤めま

した。

　この町の「おび通

り」には１時間ごとに

祭りに登場する人形が

音頭に合わせて踊る

「カラクリ時計」があ

ります。どうぞ見てく

ださい』とウォーク

リーダーの話。

　街を歩くと特別に立

田中藩の境界を示す榜示石

藤枝市教育委員会で作った
「干貫堤」の説明板

「見付」の枡形跡の表示板

「おび通り」にある「カラクリ
時計」あいにく見られなかった

「ようこそ島田宿へ」の旗が下ってい
る街道

表紙に戻る
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てた鉄柱に「ようこそ島田宿へ」と旗が下がっている。

長野ではこのような旗の看板はあまり見かけない。やは

り東海道五十三次は江戸時代の一級街道だけあって、旅

をする人の心をとらえている。歩いている時この様なも

のを見ると大変嬉しい。

　江戸日本橋から数えて五十二番目の島田一里塚横を通

り、何も残っていない本陣跡も通り、大井神社に着く。

雨はまだ降っている。

　かなり古い時代からある神社の様で、案内板を読

んでみると「延喜式」の神名帳には記述無く、国史

に記載のある国
こく

史
し

見
けん

在
ざい

社
しゃ

で、この神社には水の神

「弥
み ず は の め の か み

都波能売神」、土の神「波
は に や す す ひ め の か み

迩夜須比売神」、太陽の神

「天
あまてらすおおみかみ

照大神」が祀られている。大井神社の境内には「大

井天満宮」「春日大社」「大井恵比寿神社」「祓
はらいどじんじゃ

戸神社」「静

霊神社」の五社が鎮座している。大井神社の祭りは「島

田大祭（帯まつり）」が有名との事。

　島田にお嫁さん

に来ると神社に参

拝した後、丸帯を

持って街中を挨拶

廻りする事から、

日本三大奇祭のー

つにあげられてい

る、と書いてある。

　立派な朱色の橋

がある大井神社で

は結婚式が行われ

ていた。広い敷地

に立派な朱色の橋

と渡り廊下があ

り、その奥に大井

神社本殿があっ

た。親戚の人、友

達と思われる人な

ど、祝福する人が

多かった。お二人

さんどうか今日の

日を忘れずに「幸

多かれ」と。

　大井神社を出て

また京都方面に向

かう。

　大善寺というお

寺が見えて来た。

ウォークリーダー

の話によると『大

善寺は大井川の川
かわ

越
ごし

人夫達が時を

知ったと言う「時

の鐘」を納めた鐘

楼堂があります』

と言う。

　『雨降りなので昼食はバスの中で取ります。食べ終わっ

た方から博物館の中の展示品を見学して下さい』との事

で、島田市博物館の駐車場のバス内で「米八」の弁当を

食べる。今回、島田市博物館開館25周年記念特別展で、

女戦国大名「寿
じゅ

桂
けい

尼
に

と今川氏」の記念展示をしていた。

集合時間が追っているのに雨でメガネが曇り、説明文が

良く読めない。残念　早く戻らなければ。

　昼食タイムが終わり、13時から川に向かって歩き、大

井川川越遺跡へ来る。大井川手前の川に近い所だ。木の

塀に囲まれた所に木製看板があり、「島田市博物館分館」

と書いてある。中に入り黄色のジャケットを着たボラン

ティアガイドの人がいて、その方に島田宿と大井川川越

遺跡について説明していただく。

　『この場所は大井川川
かわ

越
ごし

遺跡と名がついた所で、川を

管理する「川合所」人足の「番宿」「札場」「高札場」な

どがあった所です。大雨で増水すると川留めになり、何

日もの間、この島田宿に泊まらなければならず、「箱根

八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」と唄われ

ました。江戸時代の幕府の政策上、川に橋を掛けずに、

人足により渡った川は東海道五十三次の内に9ヵ所あり

ました。江戸から来ると、酒
さか

匂
わ

川
がわ

、興
おき

津
つ

川
がわ

、庵
い

原
はら

川
がわ

、安

部川、朝比奈川、瀬戸川、大井川、松野尾川、・長澤川

で、その中では大井川が一番の難所でした。ここ大井川

は船で渡るのではなく、ひとによる徒
かちわたし

渡の川で、川留め

で賑わった宿場

で、品川宿より

23番目の宿場で

す。木材の集積

地の他、川越を

管理する川会所

の「川
かわしょうや

床屋」と

呼ばれる役人

が、川の深さを

調べて料金を定

め、旅人の渡し

の順序や人足の

割り当てをきめ

ていました。川

を渡る場合、旅

人は川会所で

「川札」を買

い、その川札を

人足に渡して川

を渡り、人足は

その札を札場に

持って行き、換

金しました。大

井川は冬場でも

仮の橋を架ける

事ができず、又

「川留め」も

９ヵ所の内で一

番多く、「暴れ

大井神社本殿

ボランティアガイドの方に説明していただく 大井川川越遺跡「せぎ跡」

島田市博物館　分館

大善寺入口の門、この奥右側に鐘楼堂がある

大井川川越遺跡の看板
木の堀に囲まれた中に遺跡建物がある

大井川川越遺跡の街並み

表紙に戻る



92021年11月 つちおと

信州おぶせ岩松院
〒381-0211 長野県上高井郡小布施町雁田

tel026-247-5504 fax026-247-6560

ん坊川」だった

ようです。

　大井川近くの

遺跡施設は道の

両側に建物が立

ち、整然とした

街並みでした。

この河原町の川

越遺跡は国の史

跡に指定され、街並み保存も図られています』川越人足

番宿跡や、川会所跡などがきれいに保存され、江戸時代

らしい街になっている。

　江戸時代の大井川は、大洪水も起こった事と思う。洪

水が起こると、ある範囲で川が移動したり、別な流れに

なったりして、治水事業は時間とお金がかかっただろう

し、幕府や藩は自然相手の事業で大変だったと想像する。

　歌川（安藤）広重が描いた東海道五十三次の浮世絵の

中で、藤枝宿では街道の交通手段の内、陸上交通で役人

や旅人の乗る駕
か

籠
ご

や馬が描かれてている。宿場に設けた

「問屋場」で行われていた事が描いてある。宿役人が業

務していた帳場は床が高く、付近全体を見渡せる様に

なっている。旅人の荷物の重さを測る秤が常備されその

奥には馬小屋や人足達がいる小屋が描かれている。

　島田宿では大井川が描かれており、急流で川幅が広い

事がわかる。駿河と、遠江の国境を流れる川で、大名行

列の徒歩渡しで、一般の旅人がその後で順番を待ってい

る、人足の休憩する番
ばん

宿
やど

が川のすぐ近くに見える。

　大井川前の遺跡公園で筋肉をほぐす運動をしてからバ

スが待っている駐車場まで歩く。

　いつもの様にサービスエリアで食料を買い込み、バス

中で腹に詰め込む。バスの中も話が弾んで色々な話声が

聞こえるが、少し時間が経ち、腹が膨らむと静かにな

り、「スースー」音のみになる。本日は約11㎞歩いた。

雨の中を歩くと晴れの日より疲れる。

　次回は、最初に大井川に架っている木造の「蓬莱橋」を

渡ってから、本来の東海道に戻る予定。次回も楽しみだ。

次回（金谷宿～日坂宿）に続く

大井川前の遺跡公園で筋肉をほぐす運動する

事務局だより

◆会費納入について
　６月２日および 9月 2日の口座振替にて会費を納入いただきました会員さま、

郵便局・銀行・事務局で納入いただきました会員さま、ありがとうございました。

　須高ブロック（旧須高支部）の口座振替の会員さまは 11月 2日が後期分の引

落日となっておりますのでご準備をお願いいたします。振込用紙で納付の会員

さまへは 10 月 15日に郵送で振込用紙をお送りいたしましたので期日までに納

入をお願いいたします。

◆長野県収入証紙販売中
　支部事務局では長野県収入証紙

を販売しております。

　確認申請、建設業許可申請等に

ご入用な方は、ぜひ支部事務局で

お買い求めください。

表紙に戻る
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公益社団法人 長野県建築士会ながの支部
〒380-0813 長野市大字南長野南県町686-1　長野建設事務所建築課内
http：//kenchikushikai.info/  ℡  026－225－9980
e-mail：jimukyoku@kenchikushikai.info    026－225－9981

支 部 日 誌 事 務 局

　ちびっ子だったのに、姉よりも母親よりも背が伸びた下の娘が、進学のため東京に行っ

てもう半年以上たった。私の体調の都合もあったが、このコロナ禍で引っ越しも手伝えな

かった、、、。

　「一人暮らしをすれば、親のありがたみや、自分の未熟さに気が付いて少しは成長できるかな。」なんて、上

から目線でカッコつけて娘に言っていたが、、、淋しくて淋しくて、心配で心配で（涙）

　「よそのお父さんたちはどうしてるんだろう？」どうやら、サッサと子離れして成長しなければいけないの

は、お父さんのほうらしい、、、。（－＿－；）

「お父さんの日記より」（Ｍ．Ｊ）

編集後記

あなたの“伝えたい”をお手伝い

自分史、 旅行記、 絵画集、
写真集、 詩集 etc...

お気軽にご相談ください。

写
真
集
②

写
真
集
①

開催日 行　 事 　名

10月15日㈮ 編集部会（テレワーク活用）

10月16日㈯
青年・女性建築士委員会
（峰の原高原）

10月23日㈯

つきいちアーキ・セミナー中心市街地
リノベーションから見えてきた「古い
建物の改修の法的な課題と実務対応に
ついて」
（西鶴賀空き家Ｃ－９およびZoom）

開催日 行　 事 　名

８月31日㈫ まちなか特別委員会（web会議）

９月８日㈬ 三役会（web会議）

10月３日㈰
青年・女性建築士委員会
（峰の原高原）

10月８日㈮ 三役会（web会議）

10月14日㈭ 防災委員会・役員会議

10月15日㈮ 幹事会（web会議）

10月末現在　361名

入会者

　10月　　須高Ｂ　岩　﨑　正　道

退会者

　８月　　南部Ｂ　酒　井　　　悟 ・ 山　岸　慎　治

　９月　　須高Ｂ　竹　内　利　充 ・ 竹　村　元　男

　10月　　北部Ｂ　寺　岡　雄　三

会員の動き

会員増強に
ご協力ください

訃 報

　北部ブロックの塩瀬　利雄 氏が 9 月 8 日に死去

されました。

　ご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し

上げますとともに、心からご冥福をお

祈り申し上げます。

表紙に戻る
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