
「函館市市民協働モデル事業」「函館市市民協働モデル事業」

伝統的建築技術を継承していくために歴史的建造物の維持・保全に必要な知識・技術を集中的に学ぶ 4日間の研修会伝統的建築技術を継承していくために歴史的建造物の維持・保全に必要な知識・技術を集中的に学ぶ 4日間の研修会

Hakodate Traditional building technology workshop
研修会研修会

函館函館
伝統的建築技術伝統的建築技術

参加者募集参加者募集

令和２年度

見学先①　遺愛学院本館見学先①　遺愛学院本館

明治 41 (1908) 年建造。　　　　　　　　
重要文化財 ( 昭和 47(1972) 年指定 )。
木造２階建ての建物で、正面中央に車寄付玄関を設け、
翼部と円形突部を加え、変化に富んだ構成であり、特
徴的な旧講堂の空間構成など内外とも意匠的に優れて
いる。
平成30(2018)年夏から保存修理工事が行われている(工
事期間は約５年半の見込 )。

TEL 0138-55-1488 / FAX 0138-55-8107　E-mail info@h-machi.com
お申込み・お問合せ　NPO 法人 はこだて街なかプロジェクト

http://www.h-machi.com

お申し込み方法お申し込み方法

参加ご希望の方は、Eメールまたは FAX でお申込み下さい

　

[ 主催 ] NPO 法人
はこだて街なかプロジェクト
TEL 0138-55-1488 / FAX 0138-55-8107
E-mail info@h-machi.com

http://www.h-machi.com

【お申込み・お問合せ】【お申込み・お問合せ】

本文に①氏名（フリガナ）、②性別、③生年月日、④申込区分（
大工職人か板金職人かを記載）、⑤住所、⑥電話番号、⑦勤務先名を
記載し、FAX または Eメールでお申し込みください。Eメールの場合
は、件名を「函館伝統的建築技術研修会」としてください。
◆FAX：0138-55-8107　◆Eメール：info@h-machi.com　

・参加者には、参加日の数日
前までに事前案内を送付いた
します。　　　　　　　　　

・4日間全ての参加が難しい場
合は問合せ先にご連絡くださ
い。　　　　　　　　　　　

留 意 事 項

【職人】大工・板金職人として実務経験が５年以上で、今後当該業務を１０年以上
続ける予定があり、本事業に対する意欲のある方。また、次年度に予定している
実地実習（４回）に参加できる方。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※この度の研修会は、新型コロナウィルスの感染予防を図るため、職人のみでの
実施となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対 象 者

参 加 費 無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

定 員 職人１０名（大工・板金の各職種は５名程度）　　　　　　　　　　　　　　　　応募締切
2020 年 9 月 20 日

9月 26日　 10月 24日9月 26日　 10月 24日土 土2020年2020年
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11月 7日　    2月 20日11月 7日　    2月 20日土 土

2021年2021年

見学先②　西部地区歴史的建造物見学先②　西部地区歴史的建造物

函館山山麓に位置する西部地区は、我が国最初の国際
貿易港として海外に門戸を開いた函館発祥の地である。
地区内には、明治・大正・昭和初期に建築された、和風・
洋風・和洋折衷様式の伝統的建造物や景観形成指定建
築物などの歴史的建造物が数多くあり、異国情緒漂う
歴史的な町並みや美しい景観などの魅力的な環境に、
ここで生活する方々の日常の暮らしが相まって、市民
のみならず多くの観光客が訪れる場所となっている。

新型コロナウィルス
感染予防対策にご協力ください
新型コロナウィルス
感染予防対策にご協力ください

◎当日会場にて、検温結果の
ご報告をお願いいたします。

◎受付時の体調報告にご協力
をお願いいたします。

◎研修中はマスク着用が必須
となります。

◎申込みをされてから開催ま
での間に咳や発熱などの体調
不良があった場合は、問合せ
先にご連絡のうえ、参加を見
合わせていただきますようお
願いいたします。　　　　　

石岡 保代いしおか やすよ　 （有）イシオカ工務店　取締役

井高 泰栄いたか やすひで　 （有）井高屋根工事

1943年　北海道函館市住吉町生まれ
1958年　中学卒業後、父が経営する建築業に弟子入り
1959年　函館西高等学校（定時制）入学
1963年　西高等学校卒業
1989年　独立～現在(有)イシオカ工務店 取締役
2003年～2013年　函館地区建築技能士会　会長

【講義内容】
〇知識として知っておくべき
　昔の道具 ノミ、カンナ

〇ある古老のエピソード

1950年　北海道函館市生まれ
1968年　函館有斗高校卒業
1968年～現職

建設マスター（優秀施工者国土交
通大臣顕彰者）、職業訓練指導員
、高所作業車免許、ガス溶接、ア
ーク溶接などの資格を持つ。

北海道函館市及び近郊を中心に、一般住宅から文化財に至る
までの屋根の修理・修復・保全を手掛ける。歴史ある街並み
の景観に合わせ、古くから使われている材料（木の葉葺、木
の皮葺、芽葺、葦葺、柾葺、瓦葺）から近年の軽量で耐久性
のある金属材までを使い分け、建物の持つ風合いを保全する
施工法を紹介。建築物としての修復に留らず周囲の景観に合
わせ、古い施工の中に現代の新しい工法も積極的に取り入れ
、地方の風土が生み出した四季の環境に適応し、住まいの一
部として融合し有形無形の適応性を持つ技法を講義します。

小西 義人こにし よしひと　 ㈱小西工務店　社長
1961年　北海道北斗市生まれ
1979年　小西工務店　入社
1983年　函館総合建設高等職業
         訓練校 木造建築家 卒業
1988年　一級建築技能士 取得
1993年　一級建築士 取得
2016年　ものづくりマイスター取得

昨今の大工作業を見ると、私の若い頃と比べ昔ながらの道具
を使う時間がほどんど無くなってしまいました。これは今の
社会が求める事であり決して悪い事ではありません。しかし
求める仕事が出来ない大工が多くなると言うのは問題です。
今回の講座は、こういった大工に対して歴史的な建築の維持
・保全を目的とする技術と知識を指導するものであります。
また私が唯一文化財と言われる建物を施工した事に触れなが
ら、特に準備（段取り）の部分に重点を置き、施工計画の立
て方を指導したいと考えております。昔から「段取り八分、
仕事は二分」と言われるように大変大事な部分です。

渡邉 正博わたなべ まさひろ　 渡辺板金工業　代表

1942年　北海道函館市生まれ
1954年　函館市立新川中学校卒業
　　　　 家業の渡辺板金店勤務
1972年　一級板金技能士取得
1973年　職業訓練指導員取得
1990年　家業の経営を渡辺板金工業
        として引き継ぎ

1978年　日本国有鉄道函館駅改修工事
1980年　函館トラピスチヌ修道院改修工事
1981年　旧函館区公会堂修復工事
1993年　函館空港国際線増築工事
1998年　成田山新勝寺新築屋根工事
2006年　北海道縦貫道路八雲インターチェンジ施設全般工事
2007年　津軽海峡フェリーターミナル工事
2012年　北海道新幹線新木古内駅舎新築工事
2013年　北海道新幹線新函館北斗駅舎新築工事
2018年　函館国際ホテル改修工事



函館伝統的建築技術研修会
Hakodate Traditional Building Technology Workshop

（公財）文化財建造物保存技術協会　参事

時間 科目 内容 講師

13:00-13:10 受付
開講式
ガイダンス 連絡事項など

13:25-13:55

15:15-15:30

16:15-16:30 ガイダンス 次回の案内など
16:30-17:00

13:00-13:15 受付
13:15-13:30 ガイダンス 連絡事項など

14:30-14:45

15:30-15:45

16:30-16:45 ガイダンス 次回の案内など

13:00-13:10 受付
13:10-13:20 ガイダンス 連絡事項など
13:20-13:40

15:10-15:30

16:30-16:45 ガイダンス 次回の案内など

13:00-13:10 受付
13:10-13:20 ガイダンス 連絡事項など
13:20-13:30

14:20-14:30

15:20-15:30

9月26日(土)　函館市地域交流まちづくりセンター　住所︓函館市末広町4-19　TEL︓0138-22-9700

10月24日(土)　函館市職業訓練センター　住所︓函館市東川町1-2　TEL:0138-23-2769

11月7日(土)　函館市地域交流まちづくりセンター　住所︓函館市末広町4-19　TEL︓0138-22-9700

2月20日(土)　函館市地域交流まちづくりセンター　住所︓函館市末広町4-19　TEL︓0138-22-9700

遺愛学院の洋風技術と板金と防水
（ヘルメットを持参の事）

重要文化財見学14:00-15:15

13:10-13:25

文建協・中内 康雄
文建協・内海 勝博

休　　憩

大工技術者
石岡 保代
板金技術者
渡邉 正博

修復技術で基本に考えること文化財の技術15:30-16:15
文建協・中内 康雄
文建協・内海 勝博

13:30-14:30

13:30-14:30

◎大工職人受講
大工職人の先輩の話
◎板金職人受講
板金職人の先輩の話

知識として知っておくべき昔の道具

屋根の概念

13:40-15:10
函館市西部地区
歴史的建造物見学

修理・修繕した歴史的建造物見学
修理・修繕方法で感じたことなど

市まちづくり景観課
街プロ

休憩・教室移動

休　　憩

武部建設(株)
武部 豊樹

武部建設(株)
武部 豊樹

14:45-15:30

15:45-16:30

修復職人の育成

修繕工事の事例

大工職人育成の実践報告

「北海道開拓の村」の修繕工事の事例

15:30-16:30
修理･修繕の基準
修繕の課題と修繕計画の意見交換

市まちづくり景観課
進行:街プロ･山内 一男

13:30-14:20

13:30-14:20

◎大工職人受講
大工講義１
◎板金職人受講
板金講義１

町並み保全と
修理技術

14:30-15:20

14:30-15:20

歴史的建造物の見学で感じた修繕方法
古くからの屋根と修繕計画を考える１

歴史的建造物と街並み景観の維持･修理･修繕
実習に向けて　修繕計画を考える２
歴史的建造物と街並み景観の維持･修理･修繕
実習に向けて　修繕計画を考える２

休　　憩

板金技術者
井高 泰栄

◎大工職人受講
大工講義2
◎板金職人受講
板金講義１

15:30-16:30 まとめ講義３
修繕計画発表 大工
修繕計画発表 板金

大工･板金技術者
進行:街プロ･向田 薫

16:30-16:45 修了式

教室移動

移動（相乗りで移動）

移動（相乗りで移動後・解散）

移動（相乗りで移動）

移動（相乗りで移動）

教室移動

大工技術者
小西 義人･石岡 保代
板金技術者
渡邉 正博･井高 泰栄

歴史的建造物の見学で感じた修繕方法
修繕計画を考える１

大工技術者
小西 義人

１９５０年、北海道三笠市生れ。
武部建設株式会社　代表取締役。
「民家再生」を通して伝統木構法の素晴らしさと大工の重要性
を学ぶ。大工の技能の継承と日本の林業の大切さを伝えたいと
いう思いが強く、現在は自社だけではなく、一般社団法人ＪＢ
Ｎと一般社団法人北海道ビルダーズ協会でも大工育成の普及活
動に力を注いでいる。
　　
一般社団法人 ＪＢＮ・全国工務店協会　理事
一般社団法人 北海道ビルダーズ協会　代表理事
NPO法人 北の民家の会　常任理事
NPO法人 日本民家再生協会　理事

武部 豊樹たけべ とよき　 武部建設株式会社 代表取締役

◆講 師 紹 介◆講 師 紹 介◆研修カリキュラム◆研修カリキュラム

重文　旧香港上海銀行長崎支店( 長崎市　保存修理)
国宝　厳島神社本社祓殿附左門客神社本殿（広島県　修理設計）
重文　三浦家住宅主屋ほか７棟（秋田市　保存修理後重文）
国宝　歓喜院聖天堂（埼玉県　保存修理後国宝）
重文　遺愛学院（旧遺愛女学校）本館 （函館市）【現在】

１９６９年９月５日山形県酒田市生まれ。
１９９３年（公財）文化財建造物保存技術協会入社。文化財建
造物保存修理主任技術者。重文旧香港上海銀行長崎支店保存修
理事業に従事する。以降、重文三浦家住宅（秋田市）、国宝歓
喜院聖天堂（埼玉県）、重文旧美歎水源地などの保存修理に携
わる。

内海 勝博うつみ かつひろ 遺愛学院 本館設計監理事務所 所長

建築家・吉村順三の考えに感銘を受けて、建築の世界に身を置
くようになった。１９８２年４月、（公財）文化財建造物保存
技術協会入社。以降、日本各地の国宝・重要文化財など貴重な
保存修理の現場で指揮を執る。２０１３年４月より札幌監理事
務所所長。

中内 康雄なかうち やすお 文化財建造物保存技術協会 参事

重文　函館ハリストス正教会復活聖堂（函館市）
特別史跡　五稜郭跡兵糧庫（函館市）
重文　旧函館区公会堂（函館市）
重文　豊平館（札幌市）、重文　北海道庁旧本庁舎（札幌市）
重文　網走監獄（網走市）
重文　旧札幌農学校演武場/時計台（札幌市）
重文　遺愛学院（旧遺愛女学校）本館（函館市）
重文　大谷派本願寺函館別院（函館市）
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