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≪設計概要≫
　改修工事の相談を受け、施工者と詳細調査を行った（写真）。
本屋として建築され、先代の院長が歯科医院を開業する際に、
一部鉄骨で増築されており、加えて水の流れを無視するパラ
ペットが立ち上がり、無計画なリフォームにより雨漏れも激し
く、幾度となく建て替えを提案した。
　しかしながら、歯科医院として地域の高齢者の歯の健康を守
る院長にとって、場所を変えての仮医院での営業は患者に負担
をかけるため、どうしても同じ場所で 1 か月しか休むことがで
きないという要望があった。
　歯科医院だけではなく兼用住宅として、子育てを行う家族に
安心で健康的な生活を送るために耐震性や温熱性能などの基本
性能もあげつつ、1 か月間の休業での工事を行うため、施工者に
は大変な苦労をかけた。写真の雨漏り解消のための屋根をかけ
替え、青空が見えている状況でも診療はつづけていた。
　今ある床面積の中で改修をするしか、予算的にもなかった
が、本建物は牛田の「ほおづき祭り」が行われるバス通りに面
している。そのため、街の景観に貢献できるよう防火木質サイ
ディングを採用し、柔らかなファサードをつくった。
　私の専門は温熱である。半年ではあるが竣工後の光熱費を調
査した。改修前より動力は 2 倍に増え、電灯は 1/3 になってい
る。これは改修後 患者数が増え、建物性能が向上したことによ
り、ランニングコストを削減できたことを意味している。
　これからの時代に求められる建築の形を示せたのではないか
と考える。
　クライアントからは仕事が忙しすぎるというクレーム（？）
を受けているが、これらかも地域を支える場所であり続けてほ
しいと願っている。

能美歯科医院兼住宅

設計者：川 端 順
のぶ

 也
や

完成後の院内待合

施工者と詳細調査

屋根葺替（1階では診療中）

竣工後の住宅部分

今月の表紙
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平成29年度 県内主要官公庁役付職員配置

広　島　県

（事）事務職　（建）建築職　（土）土木職　（電）電気職　（機）機械職
【29 . 4 . 1】

国土交通省 中国地方整備局

〒730-8511　広島市中区基町 10－52　　TEL（082）228－2111

〒730-8530　広島市中区上八丁堀 6－30　TEL（082）221－9231
（　）内は前職です

《本　庁》土木建築局
都市建築技術審議官　【建　築　課】
　友道　康仁（土）　　課　　　長　　荒川　泰生（建）　　　建築安全担当　　　主　　査　山下　和彦（建）
　　　　　　　　　　参　　　事　　加藤　史隆（建）　　　建築指導ＧＬ　　　主　　査　田原　　修（建）
建築技術部長　　　　参　　　事　　有保　邦彦（機）　　　構造審査ＧＬ　　　主　　査　益永　英治（建）
　宮﨑　昌二（建）　　参　　　事　　和泉　聖児（建）　　　建築士ＧＬ　　　　主　　幹　坂江　知雄（事）
　　　　　　　　　　参　　　事　　川口　浩二（電）　　　宅建業ＧＬ　　　　主　　幹　西川規功枝（事）
　　　　　　　　　　【住　宅　課】　　　　　　
　　　　　　　　　　課　　　長　　河野　　龍（建）　　　住宅総務ＧＬ　　　主　　査　吉田　美紀（事）
　　　　　　　　　　住宅管理担当監　 高沖　正和（事）　　　住宅企画ＧＬ　　　主　　査　中野　祥司（建）
　　　　　　　　　　参　　　事　　平川　伸行（建）　　　住宅指導ＧＬ　　　主　　査　中谷　朋子（建）
　　　　　　　　　　参　　　事　　北台　幸祐（建）　　　住宅調整担当　　　主　　査　坪郷　一也（建）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住宅管理ＧＬ　　　主　　幹　永田　康記（事）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住宅収納ＧＬ　　　主　　査　藤井　通徳（事）
　　　　　　　　　　【営　繕　課】　　　　　　
　　　　　　　　　　課　　　長　　的場　弘明（建）　　　営繕企画ＧＬ　　　主　　査　三好　弘泰（建）
　　　　　　　　　　耐震工事担当監　 山上　満治（建）　　　一般営繕ＧＬ　　　主　　幹　池上　義雄（建）
　　　　　　　　　　設備工事担当監　 行廣　和治（機）　　　庁舎営繕ＧＬ　　　主　　査　新矢　晃子（建）
　　　　　　　　　　参　　　事　　石井　正樹（建）　　　住宅営繕ＧＬ　　　主　　査　原田　慎治（建）
　　　　　　　　　　参　　　事　　吉田　勝則（建）　　　学校営繕第一ＧＬ　主　　査　長崎　　聖（建）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校営繕第二ＧＬ　主　　幹　松井　　稔（建）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　警察営繕ＧＬ　　　主　　幹　蒲原　克兒（建）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電気設備第一ＧＬ　主　　幹　三ケ尻　享（電）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電気設備第二ＧＬ　主　　幹　山口　晃生（電）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機械設備第一ＧＬ　主　　査　小鳥田博夫（機）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機械設備第二ＧＬ　主　　幹　加藤　義和（機）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特殊設備ＧＬ　　　主　　幹　名郷　忠義（電）

【営繕部】　　　営 繕 部 長　　　　板　橋　　　薫
  営 繕 調 査 官　　　　後　藤　悦　朗（国土交通本省　大臣官房付）
  営繕品質管理官　　　　中　田　　　修（関東地方整備局　営繕部　官庁施設管理官）
  設備技術対策官　　　　福　井　俊　幸（法務省　大臣官房施設課　施設企画官）
  官庁施設管理官　　　　岡　林　晃　二（中国地方整備局　営繕部　技術・評価課長）
  計 画 課 長　　　　安　齊　真　吾
  調 整 課 長　　　　石　川　雅　己（四国地方整備局　営繕部　技術・評価課長）
  整 備 課 長　　　　高　橋　　　淳
  技術・評価課長　　　　二　川　幸　二（九州地方整備局　営繕部　保全指導･監督室長補佐）
  保全指導・監督室長　　田　所　　　剛（四国地方整備局　営繕部　計画課　官庁施設防災対策官）
  岡山営繕事務所長　　　田　元　輝　彦（近畿地方整備局　営繕部　官庁施設防災対策官）
【建政部】  建 政 部 長　　　　笠　谷　雅　也
  建設産業調整官　　　　品　川　　　隆
  都 市 調 整 官　　　　角　田　真　一
  住 宅 調 整 官　　　　常　松　　　宏（中国地方整備局　道路部　交通対策課長）
  計画・建設産業課長　　佐々木　高　志（関東地方整備局　建政部　建設産業第一課長補佐）
  都市・住宅整備課長　　原　　　朋　久
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広　島　市 〒730-8586　広島市中区国泰寺町1－6－34　　TEL（082）245－2111

《本　庁》
【都市整備局】
　　都市整備局長  都市計画担当部長  都市デザイン担当課長　金　澤　正　裕
　　　山　地　正　宏  　長　光　信　治 
　　指導担当局長  指　導　部　長　　  建築指導課長　　　阿

あ
舎
せ
利
り
　孝　之

　　　古　川　智　之  　吉　原　靖　樹 
  営繕部長（兼）営繕課長  耐震対策担当課長　梶　川　彰　彦
  　久　光　　　章 
  住　宅　部　長　　  住宅政策課長　　　山　根　健　治
  　城　戸　宏　行  住宅整備課長　　　岡　崎　茂　樹
    基町住宅担当課長　小　林　礼　幸
《区役所》
中 区 役 所  建築担当部長（兼）建築課長　　萬ヶ原　伸　二 
東 区 役 所    建　築　課　長　　新　田　浩　二
南 区 役 所    建　築　課　長　　平　賀　克　則
西 区 役 所  建築担当部長（兼）建築課長　　藤　井　泰　典 
安佐南区役所    建　築　課　長　　西　本　みどり
安佐北区役所    建　築　課　長　　塚　田　忠　則
安芸区役所    建　築　課　長　　藤　田　一　人
佐伯区役所    建　築　課　長　　空　田　英　明

《地方機関》
西部建設事務所
所　　　長      【建　築　課】     
　松永　　悟（土）  次長（兼）政策監  仲野　裕之（事）  建 築 課 長  宮本　洋一（建）
  次　　　長  村田　栄治（事）  主幹（兼）審査係長  北本　拓也（建）
  次　　　長  大長　義尚（土）  主幹（兼）検査指導係長  濵井　寿光（建）
  次　　　長  平木　　茂（土）
東部建設事務所
所　　　長      【建　築　課】
　上田　隆博（土）  次長（兼）政策監  藤井　基弘（事）  建 築 課 長  兼原　浩樹（建）
  次　　　長  武田　和史（土）  審 査 係 長  久留嶋正昭（建）
      住 宅 係 長  横川　裕一（建）
北部建設事務所           
所　　　長      【建　築　課】
　中本　俊幸（土）  次長（兼）政策監  大石　幸司（事）  建築課長  奥野　功貴（建）
  次　　　長  畠山　誠司（土）  主　　　幹  田坂　敦志（建）
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建　設　局
建 築 部 長
　渡邉　桂司（技） 営　繕　課　長　村上　正人（技） 　　次長（営繕第1担当）  河村　　亮（技）

　　次長（営繕第2担当）  渡辺　早苗（技）
　　次長（営繕第3担当）  藤井　靖久（技）
　　次長（営繕第4担当）  槇田　　博（技）
　　次長（総合体育館建設担当）  川ノ上智喜（技）

設　備　課　長　石井　清之（技） 　　次長（設備第1担当）  小林　良弘（技）
　　次長（設備第2担当）  藤井　秀憲（技）
　　調整員（政策担当）  唐下　正典（技）

住　宅　課　長　貴山　高行（技） 　　次長（住宅政策担当）  小幡　俊幸（事）
　　次長（計画担当）  近藤　秀雄（事）
　　次長（管理担当）  一政　英世（事）

建築指導課長　　小森　満生（技） 　　次長（建築相談窓口担当）  小林　大軸（技）
　　次長（審査・検査担当）  豊田　智秋（技）
　　次長（指導・査察担当）  芝　　雅浩（技）

開発指導課長　　石川　康信（技） 　　次長（審査担当）  滝口　　茂（技）
　　次長（指導担当）  諏澤　潤一（技）

土　木　部 　  営　繕　課
　理事（兼）部長　田口　康典 課　　　長　桂　　尚嗣 営繕第1G　課長補佐（ＧＬ）　前田　康彦
　副　部　長　今村　清司 主　　　幹　平本　　力 　　　　　　専門員　　　山川慎太郎
（営繕担当） 　　　　　　専門員　　　井原　真琴
　参事補（兼）　営繕課長 営繕第2Ｇ　課長補佐（ＧＬ）　下光　安幸
（営繕担当）　桂　　尚嗣 　　　　　　専門員　　　山田　和重

　　　　　　専門員　　　東　　克俊
　　　　　　専門員　　　藤井　大樹
設備第1Ｇ　課長補佐（ＧＬ）　笹川　信治
　　　　　　専門員　　　西下　宏満
　　　　　　専門員　　　世羅　勇人
設備第2Ｇ　専門員（ＧＬ）　厚井　一史
　　　　　　専門員　　　上本　成夫

建築確認担当主幹兼 専門員
建築確認指導係長事務取扱 　横山　雅一（技師）
　笠井　壮一（技師）

都　市　部 建　築　課 建築係長
部長　實井　公子（主事） 課長　細谷 一彦（技師） 　青山　真士（技師）

専門員
　岩田　紀子（主事）

課長補佐兼住宅政策係長
　渡邉　祐栄（主事）

主幹(建築教育担当) 専門員
　仁井　堅二（技師） 　寺岡　俊幸（主事）
主幹(建築確認担当)
　笠井　壮一（技師）
主幹(空家対策担当)
　清玄　智文（主事）

都　市　部 建築指導課
　部　　　長　山崎　　裕 課　　　長　板橋　新吾 建築確認Ｇ　主幹（ＧＬ）　永田　幹夫
　副　部　長　廣段　邦彦 主　　　幹　永田　幹夫 　　　　　　専門員　　　垣中　太郎
（建築指導担当） 空家対策Ｇ　課長補佐（ＧＬ）　伊佐治　敦

　　　　　　専門員　　　礒畑　　晃
　　　　　　専門員　　　小舛林太郎
　　　　　　専門員　　　山口　宗久
　　　　　　主　査　　　長重　忠昭

福　山　市 〒720-8501　福山市東桜町3－5　　TEL（084）921－2111

呉　　　市 〒737-8501　呉市中央4丁目1－6　　TEL（0823）25－3100

尾　道　市 〒722-8501　尾道市久保1丁目15－1　　TEL（0848）38－9111（代表）
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三　原　市

三　次　市

東 広 島 市

廿 日 市 市

〒723-0015　三原市円一町2－3－4（円一町庁舎）
　　　　　　建築課TEL（0848）67-6121（直通）　建築指導課TEL（0848）67-6122（直通）

〒728-8501　三次市十日市中2丁目8－1　　　TEL（0824）62－6385

〒739-8601　東広島市西条栄町8－29　　TEL（082）422－2111（代表）

〒738-8501　廿日市市下平良一丁目11－1　　TEL（0829）20-0001

都市部 部　　長 建　築　課　　課　　長　　小迫　忠史 課長補佐兼建築係長  山本　裕章
　中間　真二 住 宅 係 長  香川　誉之

設 備 係 長  髙橋　和幸
建築指導課　　課　　長　　白須　浩和 課長補佐兼建築指導係長  檀上　幸昌

開発審査係長  溝垣　和正

建 設 部  長 坂　本　高　宏
建設部付課長 林　原　和　秀
都市建築課長 坂　井　泰　司
建築指導係長 大　前　安　史
都市計画係長 濱　口　　　勉

都市部 建築指導課　課　　長　河　野　洋　介 　　課長補佐兼建築指導係長 服　部　洋　介
　部　　長 　TEL（082）420-0956（建築指導課直通） 　　建築審査係長  佐　古　智　之
　　加　藤　博　明 営　繕　課　課　　長　橋　本　憲　政 　　営繕第1係長  加　藤　　　薫
　建築調整監 　TEL（082）420-0951（営繕課直通） 　　営繕第2係長  久　保　賢　一
　　岡　田　　　浩 　　営繕第3係長  西　田　　　晃
　次　　長 開発指導課　課　　長　中　谷　浩　美 　　課長補佐兼開発検査係長 細　本　　　浩
　　中　谷　浩　美 　TEL（082）420-0959（開発指導課直通） 　　開発指導係長  森　重　征　昌

建設部 営　繕　課　　課　　長　川　畠　　　満 営繕第1係長（兼）　清　水　俊　文（技）
　部　　　長 　　　　　　　課長補佐　清　水　俊　文 営繕第2係長（兼）　木　俣　浩　明（技）
　　河　崎　勝　也 　　　　　　　課長補佐　木　俣　浩　明 営繕第3係長（兼）　波　田　宣　裕（技）
　都市建築担当部長 　　　　　　　課長補佐　波　田　宣　裕
　　向　井　敏　美 　TEL（0829）30-9175（直）
　次　　　長 建築指導課　　課　長（兼）　久　保　伸　治 建築指導係長（兼）　坂　本　一　孝（技）
　　川　野　仁　経 　　　　　　　課長補佐　高　下　勝　治 建築審査係長（兼）　高　下　勝　治（技）
　次　　　長 　　　　　　　課長補佐　坂　本　一　孝 主　　　　　幹　荒　木　秀　彦（技）
　　久　保　伸　治 　TEL（0829）30-9191（直）

住宅政策課　　課　長（兼）　川　野　仁　経 住宅企画係長（兼）　横　瀬　文　彦（技）
　　　　　　　課長補佐　横　瀬　文　彦
　TEL（0829）30-9187（直）
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国住指第4531号の４

平成29年４月１日

日本建築士会連合会会長　殿

日本建築士事務所協会連合会会長　殿

日本建築家協会会長　殿

日本建築構造技術者協会会長　殿

日本建設業連合会会長　殿

国土交通省住宅局住宅企画官

建築指導課長

（印影印刷）

耐震改修を行った既存家屋に係る

固定資産税の減額措置の適用期限の延長について

　建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）により耐震診断が義務付けられる建

築物が耐震改修をした場合の固定資産税の減額措置については、平成26年度に創設されたところであ

る。

　その適用期限については、従来、平成29年３月31日までの間に耐震改修を実施した場合とされてい

たところであるが、今般、地方税法（昭和25年法律第226号）の一部が改正され、適用期限を３年間延

長し平成32年３月31日までとされた。適用期限以外の事項についての改正点はなく、既に別添参考の

とおり平成26年４月９日付け国住指第61号において通知したところと変わりがないため、引き続き、

これらの事項について十分留意いただき、適切な運用が図られるようご配慮願いたい。

　貴職におかれては、貴団体会員に対してもこの旨周知方お願いする。

　また、本通知については、関係省庁とも協議済みであることを念のため申し添える。
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耐震改修が行われた耐震診断義務付け対象建築物に係る特例措置の延長（固定資産税）

建築物の耐震改修を促進し、地震発生時の人的・物的被害の軽減を図るため、耐震改修が行われた耐震診断義務付け対象建
築物に係る税額の減額措置を３年間延長する。

特例措置の内容

結 果

現行の措置を３年間（平成29年４月１日～平成32年３月31日）延長する。

【固定資産税】
耐震診断義務付け対象建築物で耐震診断結果が報告されたもののうち、政府の補助を受けて耐震改修工事を完了したもの
について、工事完了の翌年度から２年間、税額を1/2減額（改修工事費の2.5％を限度）。

施策の背景

要望の結果

○ 南海トラフ地震や首都直下地震等大規模な地震が発生し甚大な人的・物的被害が生じるおそれが
あるなど、既存建築物の耐震化は喫緊の課題。

○ 一方で、耐震改修には多額の費用負担を要するところ、予算措置に加え、耐震改修を早期に実施
するインセンティブを与えることが必要。

地震により倒壊した大規模建築物

倒壊し避難路を塞いだ建築物

○ 平成25年に改正された耐震改修促進法により、不特定多数の者が利用する大規模建築物等（※下
表）の所有者に対し、耐震診断の実施・結果の報告を義務付け。

耐震診断義務付け対象建築物 耐震診断結果の報告期限

要緊急安全確認
大規模建築物

病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老
人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等

平成27年末まで

要安全確認計画
記載建築物

地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物 地方公共団体が指定する
期限まで都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物

○ 平成27年末以降、これらの建築物の耐震診断結果の報告期限が到来し、今後も、報告のあった建
築物の耐震改修工事が多く行われることが見込まれる。
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国住指第4566号
平成29年３月31日

各関係団体　殿

国土交通省住宅局建築指導課長

「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」の改正について

　平素より建築行政に格別なる御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。国土交通省では、すべて
の建築物が利用者にとって使いやすいものとして整備されることを目的に、設計者をはじめ、建築
主、審査者、施設管理者、利用者に対して、適切な設計情報を提供するバリアフリー設計のガイドラ
インとして「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」（以下「建築設計標準」とい
う。）を策定しています。
　前回の建築設計標準の改正から４年が経過し、その間、2020年東京オリンピック競技大会・東京パ
ラリンピック競技大会の開催決定や、障害者権利条約の批准、障害者差別解消法の施行、観光立国推
進による訪日外国人旅行者の増加、高齢化の進行など、社会情勢は大きく変化しており、建築物の一
層のバリアフリー化が求められています。
　このような背景から、全国の建築物におけるバリアフリー化を一層進めるため、建築設計標準の次
の内容を中心に、別添のとおり改正を行いました。

　①�　宿泊施設について、高齢者、障害者等の円滑な利用に配慮した「一般客室」の設計標準の追
加、既存建築物における改修方法の提案、ソフト面での配慮等の記述の充実

　②�　車いす使用者用便房、オストメイト用設備を有する便房、乳幼児用設備等について、一層の機
能分散や小規模施設・既存建築物の整備を進めるための記述の充実

　③　建築物の用途別の計画・設計のポイントの記述の充実
　④　設計者等にとってわかりやすい内容とするための構成等の整理

　貴団体におかれましては、建築物の設計等にあたって、建築設計標準を有効にご活用いただきます
ようお願いいたします。また、貴団体の関係者に対しても、この旨を周知いただきますようお願いい
たします。
　なお、本件については、各都道府県建築行政主務部長等に対しても、この旨を通知していることを
申し添えます。

� 【問合せ先】国土交通省住宅局建築指導課　企画係
� （住所）東京都千代田区霞が関２－１－３
� （電話）03-5253-8111【内線39-545】

○建築設計標準の掲載先（国土交通省ホームページ）
　http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html
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＜月　間　行　事＞
� 平成29年４月１日～平成29年４月30日　
⃝4月3日　　広島県消費生活課住宅相談　　　　　　於：広島県生活センター� 益本指導委員出席

⃝4月6日　　マンション計画修繕部会

⃝4月6日　　マンション計画修繕部会と賛助会員部会との合同会議

⃝4月8日　　建築物耐震診断等評価委員会

⃝4月8日　　第56回自由民主党広島県支部連合会大会
　　　　　　　　　於：リーガロイヤルホテル広島� 衣笠政研会長出席

⃝4月12日　　日事連青年ワーキンググループ　　　　於：日事連会議室� 村田理事出席

⃝4月12日　　法人設立40周年記念誌部会

⃝4月12日　　情報・編集委員会

⃝4月15・16日　　中国新聞リフォームフェア2017　　於：広島県立広島産業会館
� 久保井理事・立石理事・高橋住宅委員長・佐伯委員・苗村委員出席

⃝4月17日　　（一社）広島県建築士事務所協会監査

⃝4月17日　　すぐに役立つビジネスマナー講座　　　於：建築サロン� ６名参加

⃝4月18日　　広島県建築士事務所政経研究会監査

⃝4月20日　　総務渉外委員会

⃝4月20日　　マンション計画修繕部会

⃝4月20日　　一級建築士を目指す技術者セミナー　　於：建築サロン� ３名参加

⃝4月21日　　（公社）日本建築積算協会平成29年度中国四国支部意見交歓会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於：メルパルク広島� 河原事務理事出席

⃝4月22日　　建築物耐震診断等評価委員会

⃝4月24日　　三役会・理事会

⃝4月24日　　広島県建築士事務所政経研究会役員会

⃝4月25日　　広域緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に係る県との協定締結式
　　　　　　　　　於：広島県庁� 小西会長出席

⃝4月25日　　すぐに役立つビジネスマナー講座　　　於：建築サロン� ４名参加
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＜今後の行事予定＞
⃝5月26日　　定時総会、政経研究会通常総会、賛助会員部会事業報告会
　　　　　　　法人設立40周年記念大会

⃝6月8日　　建築士定期講習　於：広島商工会議所

⃝6月19日　　建築士定期講習　於：福山市市民参画センター

⃝6月29日　　管理建築士講習　於：建築サロン

⃝7月3日　　建築士定期講習　於：みよしまちづくりセンター

⃝7月20日　　建築士定期講習　於：建築サロン
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あなたの事務所のリスク管理を広島県建築士事務所協会が支援します。 

 

 
 

 

建築設計・監理業務の法律関係のことでお困りの方、 

当協会の委託法律事務所が無料で相談に応じます。 

※ 協会正会員に限ります。 

※ 委託法律事務所 ： 弁護士法人広島みらい法律事務所 

※ 相談に限り無料です。 

解決に向けて事件の受任を依頼する場合などは有料です。 

※ 委託法律事務所と利害関係のある案件を除きます。 

 

   

ステップ 1 ≪事務所協会で受付≫ 

① 広島県建築士事務所協会へ電話してください。 

② 事務所名、担当者名をお聞きします。 

※相談の内容については、事務所協会ではお聞きしません。 

まずは電話 082-221-0600 広島県建築士事務所協会まで 

 

ステップ 2 ≪法律事務所と電話でアポイント≫ 

① あなたから委託法律事務所へ直接、電話していただきます。 

② 相談したい内容をお話しの上、面談の日時と場所を決めます。 
③ 面談場所は、委託法律事務所内（広島市、大竹市、尾道市）
です。 

 

ステップ 3 ≪弁護士と面談≫ 

① 委託法律事務所内において、弁護士と相談をしてください。 

※相談内容の詳細については法律事務所限りとし、事務所協会への報告はあ 

りません。 
   

（一社）広島県建築士事務所協会 TEL082-221-0600   

建築士事務所のための法律相談窓口を開設！ 

弁護士と面談までの手順 ～手続き簡単！～ 
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穴吹デザイン専門学校様にて、３月１日に行われた卒業生による制作講評会を取材しましたので、
ご紹介させていただきます。この講評会は、卒業生の方々が各学科で２年間学んだことを集大成とし
て発表する場です。現在、建築デザイン業界で活躍されている谷尻誠氏（本学卒業生）と指物家具師
の髙橋雄二氏を今年のゲストに迎え、生徒の作品を講評、具体的なアドバイスをするという内容です。
私は、まだ若い学生の皆さんが早くから建築デザインの道を選び、将来就く仕事に向けて真剣に向
き合っていることに感心しました。そんな学生さん方の発表をぜひ聞いてみたいと思い、今回の取材
活動に繋がりました。
そこで、講評会を前にして緊張の面持ちの学生の方々にインタビューを行いました。

■長原みずほさんへのインタビュー
Q1：いつから建築の分野に興味を持ったのですか。
A1：�高校時代です。元々芸術に興味があり、粘土を

使った作品を作ったりするのが好きでした。そ
こから、建築デザインにも興味がわいててきた
ので、この学校に入って建築士を目指そうと思
いながら、やってきました。

Q2：今回はどんな作品に仕上がったのですか。
A2：�観光客と地元住民が共存できるゲストハウス

「垣根のない宿」です。地元住民が観光客へ料
理をふるまえるフロアを作って、交流を深める
ことができます。また、建物全体で、通り抜け
しやすい構造、個室ホテルでなくカプセルホテ
ルのイメージ、壁を取り払うということを意識
して、こだわりのポイントを入れて作成しまし
た。

Q3：�建築模型も大きく立派に出来ていて、本当に細
かいところまで作り込んでいますね。この経験
は、今後にも生きていきますね。

A3：�今後は、エクステリアの会社に入社して、建築

穴吹デザイン専門学校「卒業制作講評会」のご紹介

情報・編集委員会青年部会
美和ロック㈱
畑　稔大

インタビューを受ける長原さん

谷尻さんと髙橋さんによる審査
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業界に携わっていきたいです。そのもっと先で
は、インテリアの分野もやりたいです。その結
果、広島の街へ自分の力を生かしていきたいで
す。外を歩いていて楽しい街づくりがしたいで
すね。

■福永千晶さんへのインタビュー
Q1：いつから建築の分野に興味を持ったのですか。
A1：�建築に興味をもったのは、本学校に入学する少

し前の時です。それ以前は、別の仕事をしてい
ましたが、家庭の事情もあり、地元に帰ること
になりました。父親が30年以上にわたり、建築
士事務所をやっていることにすごいなあと感じ
たことがきっかけになりました。

Q2：今回はどんな作品に仕上がったのですか。
A2：�今回の作品は、「ゆとり食堂」というもので

す。全国的に子ども食堂（カギっ子のための１
年に２回くらい行われる食事会）の活動があり
ますが、実際に活発に行われているわけではな
いという問題を何とか解決したいと思っていま
す。そこで、思いついたのが今回の作品で、子
どもがいつでも集まって、無料で食事ができる
公民館を作りたいと思いました。公民館の中央
に食堂があって、その四方を囲うように図書
ルームなどを設けて、どの部屋に行くにも食堂
を通るように作っています。全体的にフラット
な構造にしていて、吹抜けにしているところも
こだわりです。

Q3：今後は、どんなことをしたいですか。
A3：�今は、建築設計の知識を勉強して、父親のよう

に独立して建築士事務所を立ち上げたいと思っ
ています。

優秀賞を受賞された長原さん

インタビューを受ける福永さん

谷尻さんと髙橋さんによる審査

みごと大賞を受賞された福永さん
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■谷尻先生から学生の皆さんへアドバイス
　皆さんは、デザインすることで人を喜ばせたりで
きますか。一番大切なことは、この施設でこんなこ
とができると楽しい気持ちになることです。
　どうしたら面白いデザインが発想できるのかと考
え込むよりもまず、様々な経験をすることが大事
と考えています。ライブに行ったり、外食をした
り、、、とにかく体験することが大事です。そして、
しっかりお金を使うことです。そのことが、いろん
な発見のきっかけになります。
　仕事のときは、頼まれたこと以上をすること、こ
の人のために何かしてあげたいと思うことが大切で
す。自分に負荷をかけると、しんどいと思うかもし
れませんが、わざと負荷をかけ、それを乗り越えた
時に人は成長していくものです。

■最後に
　学生の皆さんがそれぞれに知恵を振り絞り、一人で作品を作り上げ、ただ見せるだけでなくプレゼ
ンテーションまで練習し、発表することに大変難易度が高い課題だなと感じました。それに対して、
谷尻先生からの鋭い指摘に学生さん方も困惑しながらも、何とか言い返そうと、必死にプレゼンして
いる姿は感心しました。学生さん方もこの経験ができるのは、非常に貴重な時間であると思います。
谷尻先生の、「物事を見るとき、何かしら批評をするべき、それが自分の考えになるから。」とおっ
しゃっていたのが印象的で、私自身にとっても大変勉強になる機会でした。

髙橋雄二さん（左）　谷尻誠さん（右）

来年の卒業作品に向け、谷尻さんから
貴重なアドバイスをもらう学生さんの列

全体写真、皆さん笑顔でいっぱいです。
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　また、講評会終了後、学生の長い列が谷尻さんの前にできました。来年の卒業作品の素案にアドバ
イスをもらうためです。学生の作品に対して真剣に向き合い、鋭い質問やヒントを繰り返す谷尻さん
の姿には、心を打たれました。谷尻さんの指導を受けた学生たちにとっては、一生の財産になること
でしょう。

　この度は、穴吹デザイン専門学校の皆様、ゲストの谷尻誠さん（SUPPOSE　DESIGN　OFFICE）、
髙橋雄二さん（さしものかぐたかはし）、ご多忙の中、取材へのご協力を頂きありがとうございまし
た。また今回の取材活動を全面的にコーディネートして下さいました西尾通哲様、誠にありがとうご
ざいました。

� 畑　稔大、熊野　弘伸、大木　一郎

優秀賞を受賞された長原さんの「垣根のない宿」プレゼンパネル（２枚のうちの１枚）
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主催  (公社)日本建築積算協会 中国四国支部 
後援  国土交通省 
協賛  (公社)広島県築士会、(一社)広島県建築士事務所協会、(一社)広島県建設工業協会 
    (一社)島根県築士会、(一社)島根県建築士事務所協会、(一社)島根県建設業協会 

 
 初めて建設従事者の仲間入りをし、積算というものを知り見積に触れた。あるいは、現場に

従事し運営するなかで工事原価を身近で見た。更に、事業計画における予算編成の大事さを知

った。こうした人たちが、「積算をしたい」が拾ったことがない。「見積をしたい」が積み上げ

たことがない。「見積書を精査したい」が自信がないなど、不安を抱かれているのではと推測い

たします。建築知識を学ぶ過程で芽生えたその気持ちや行動に対し、当協会では支援し役立ち

たいと考えております。 
今回の講座は、建築見積および積算の考え方と手順などを明確にし、5 時間の短い時間では

ありますが、これを機に『自分でも出来そう』と思っていただけるよう企画いたしました。 
設計事務所、建設会社、積算事務所、メンテナンス会社、調査会社など、あらゆる方面にて

ご活躍される皆様を対象に初歩から学んでいただけるようご案内申し上げます。 
記 

開催地・開催日・会場（定員に達し次第締切りいたします） 
開催地 開 催 日 会   場 定 員 

広 島 
平成 29年７月７日（金） 

１０：００～１６：００ 

合人社ｳｪﾝﾃﾞｨひと・まちﾌﾟﾗｻﾞ（研修室 C） 

広島市中区袋町 6番 36号 

TEL 082-545-3911 

５０名 

松 江 
平成 29年７月１４日（金） 

１０：００～１６：００ 

松江テルサ（中会議室） 

島根県松江市朝日町 478番地 18 

TEL 0852-31-5550 

４０名 

■プログラム 

主な内容 （独自のテキスト） 

見積および積算の準備・各段階と方法・区分と順序、積算の基準と数量、 

具体的な数量積算方法 仮設・土工・躯体・内外仕上・開口部・雑 

ﾁｪｯｸとﾃﾞｰﾀ整理および見積と積算の留意事項 

床版配筋要領と拾い方、その他 

時    間   １０：００～１６：００ 

講   師  （公社）日本建築積算協会中国四国支部 副支部長 八道 憲一 

（鹿島建設㈱中国支店） 

テキスト  講師作成資料 ２，０００円 

申込方法  申込書をＦＡＸでお送りください。 

        受講料は郵便振替でご送金ください。受講日の 3日前までにお振込ください 

        受講番号を記してご返送いたしますので当日ご持参ください 

「見積と積算にチャレンジ」 

～こうすれば、あなたも出来る見積と積算～5時間！！ 

受講ﾚﾍﾞﾙ 

★☆☆ 

各種 CPD単位：5単位 
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申 込 先  （公社）日本建築積算協会 中国四国支部 

       〒730-0013 広島市中区八丁堀 3-12 砂原ビル 301 

       TEL０８２－２２１－９７５９  FAX０８２－２２１－９７９４ 

受 講 料 

 

送 金 先  （公社）日本建築積算協会 中国四国支部 

ゆうちょ銀行 振替貯金（振替口座）口座番号０１３００－７－５５４９４ 

そ の 他・ご欠席の場合、当日配布テキストはお送りしますが受講料の返金はいたしかねます 

・参加人数が少ない場合は中止とすることもありますので予めご了承ください 

 
 
 

 

FAX 082-221-9794            平成 29年   月   日 

「見積と積算にチャレンジ」～こうすれば、あなたも出来る見積と積算～5 時間！！  受講申込書 

□広島会場  □松江会場 (希望の会場に☑をお願いします) 

※受講申込書に受講番号を記載してご返送いたします   （会場案内図： 要・不要 ） 

 

区   分 受講料＋テキスト代（税込） 

積 算 協 会 会 員 ４，０００＋２，０００＝６，０００円 

建築積算士、後援・協賛団体会員・官公庁 ６，０００＋２，０００＝８，０００円 

一    般 ８，０００＋２，０００＝１０，０００円 

氏  名（フリガナ） 該当する所属の登録番号を記入 受講料+テキスト代 ※受講番号 

(           ) 

 

□積算協会会員(No.       ） 

□後援・協賛団体会員 

□建築積算士(No.          ) 

□官公庁      □一般 

円  

会 社 名  

会 社 住 所 
〒 TEL （      ）     － 

FAX （      ）     － 

 E-mail   

*受講票送付先 

(上記以外の場合) 
〒 TEL          FAX 

E-mail 

◆この講習会は、[ BSIJ-CPD制度 ][ 建築 CPD情報提供 ][ 建築設備士 ][ JIA ] 

[ 建築士会 ][ 建築施工管理 CPD制度]の認定プログラムです。【5単位】 
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　私とお酒というタイトルで投稿のご依頼を頂い
た際、お酒にまつわるエピソードはたくさんある
のですが、どこまで書いて大丈夫なのか慎重に内
容を選んで自分のイメージダウンにならない程度
に書かせていただきます。

　私がお酒を初めて口にしたのはビールで、おそ
らく小学校の低学年の時だったと思います。お正
月に親戚が集まった時にファンタオレンジと間違
えてぬるいビールを一杯飲んだのを記憶しており
ます。これはハプニングなので誰も悪くないです
し、誰も罪に問われないと思います。問われたと
しても時効ということで勘弁してください。

　その時は「このファンタいつ買ったんだろう？
腐ってるんじゃないか？」と思った程度で特に気
持ち悪くなるわけでも頭が痛くなるわけでもな
く、「このファンタおかしい」と報告した後ひっぱ
たかれたのが痛かった程度です。

　この出来事があったせいか、お酒に弱くないと
いう自覚はずっと持っております。だからといっ
て大量にお酒を飲むという事もないのですが、例
え飲みすぎたとしても酔っ払う事はありませんし
次の日に持ち越すこともありません。なぜか飲ん
だ次の日の方が朝早く目が覚めるという不思議な
体になっています。

　私自身あまりお酒に詳しいわけではなく、ビー
ルに関しては味の違いがさっぱりわかりません。
以前自宅にて各メーカーのビール（頂き物）が沢
山ありましたので、試しに利きビールをしたので
すがどれも同じ味でした。加えて発泡酒も交えて

やってみた所、発泡酒とビールの区別もつかず、
全問不正解でした。

　妻も一緒にやりましたが、ほとんど正解し「さ
すがにビールと発泡酒の違いはわかってほしい」
「何でわからないのかがわからない」「何かと違い
のわからない男というのはカッコ悪い」「貴方は
カッコ悪い」と味覚を超えたところまで小言を言
われた事を覚えています。
　
　お酒はおいしく飲めれば良いのです。味の違い
はわからずとも、おいしく飲めるシチュエーショ
ンさえあればお酒は何でも良いのではないでしょ
うか。

　私が最近おいしくお酒を飲んだの時の話をしま
すと、ちょうど妻のいない休みの日に二度寝・三
度寝を繰り返し起き上がったのは午後二時で、そ
の時点で今日という一日はもう終わったと思い冷
蔵庫から缶ビールを出しカーテンを開けてひと思
いに飲んだ時です。

　もう今日は何もしな
い、電話も出ない、
ビールと二人きりにな
ろうと初めて現実逃避
のような事ができ、何
かから解き放たれた感
覚でした。

　これからもお酒とは
楽しく付き合っていき
たいと思います。　

㈱教育施設研究所　広島事務所
企画課　中本　宗史　

第142回
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会員の皆様、「私とお酒」の投稿を随時募集しております。
　協会（電話（082）221－0600）までお問い合わせください。

好きな言葉：思い立ったが吉日
好きな著書：心を整える（長谷部 誠）
趣味：スポーツ全般。何でもやります。できます。



　風が心地よく、穏やかで過ごしやすい日々が続いていますね。新入社員の人も徐々に新しい環境に
慣れてきたころではないでしょうか。さて、プロ野球の2017年シーズンも開幕して早１カ月。広島東
洋カープは33年ぶりの日本一を目指し、熱戦を繰り広げています。今年のキャッチフレーズは「カ舞
吼！－Ｋａｂｕｋｕ－」。歌舞伎の傾く（かぶく）を語源としたもので、「常識にとらわれない奇抜な
行動や身なりをする」という意味だ
そうです。このスローガンのように、
カープらしさを前面に出し、勝利をつ
かんでほしいものです。ちなみに歌舞
伎には「鯉つかみ」という作品もある
みたいで、話の内容は鯉が仕留められ
るものとなっています…。何はともあ
れ明日への力をくれるカープの勝利。
今年も一投一打に目が離せません。

�

　前置きが長くなりましたが、私のお気に入りは
「カープうどん」です。春の肌寒いナイターで温か
いうどんをすすると、試合状況はどうであれ体も心
もほかほか。真夏に汗をかきながら食べるのも個人
的には好きです。旧広島市民球場の時には、通路や
座席の間隔が狭く、持ち運びに大変苦労しました。
打撃練習で飛んできたボールを避けた人のスープが
背中にかかったこともあります。今では懐かしい思
い出です。おすすめのメニューは、牛肉・天ぷら・

賛助会員
㈱中建日報社

志茂　大輔

座右の銘：弱気は最大の敵
趣味：野球観戦（球団問わず観に行きます）、
　　　海岸線のドライブ、ライブに行くこと
挑戦したいこと：ゴルフ、山登り

第75回

傾く！（かぶく）
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私の
お気に
入り

「私のお気に入り」は、協会ホームページ内（http://www.h-aaa.jp）の「京口門日記」に
カラー版を掲載しております。



会員の皆様、「私のお気に入り」の投稿を随時募集しております。
　協会（電話（082）221－0600）までお問い合わせください。

あげが入った「全部のせ」（７００円）です。肉は甘辛い味付けで、あげと天ぷらも大きく食べごたえ
があります。スープはこれらの具材の旨味が染み出て、終盤になるにつれて、どんどん美味しくなっ
てきます。ぜひ球場を訪れた時は、この「全部のせ」を食べてカープの勝利を見届けてください。
�

　話は変わりますが、３月からゴルフを始めました。
上司に優しく丁寧に指導してもらい、楽しみながらス
タートできています。まずはフォームをしっかり固め
て、安定したスイングができるようになりたいです。
ゆくゆくはコースに出たいと思います。

�

　春は前向きになれる良い季節ですね。仕事やプライベートでも、これまで踏み出せなかったことを
思い切ってやってみたいものです。興味のあることを欲張って「全部のせ」し、自分らしく「傾（か
ぶ）く」ことができたらいいですね。
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［取り扱い工種］
鉄骨工事（柱脚販売/施工代理店）

営業責任者　藤　井　信　裕
住　　　所　〒732-0048　広島市東区山根町24-20
（本部直通）　TEL：0948-62-2828　FAX：0948-62-2877
　U　R　L 　http: //kajima-g .ecgo. jp
　E - M a i l 　kajima-is@earth .ocn .ne. jp
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（正会員）
　１．事務所名称の変更
　　○新：㈱プレゼントデザイン一級建築士事務所　　
　　　旧：一級建築士事務所Ｐｌｅａｓａｎｔ　Ｄｅｓｉｇｎ

　１．代表者の変更
　　○長岡鉄工建設㈱一級建築士事務所
　　　新：代表取締役　志和橋　肇� � � 旧：代表取締役　糸谷　康孝

　１．事務所所在地の変更
　　○トリノメ建築設計
　　　新：〒739-1734　広島市安佐北区口田１－５－６　西野ビル203
　　　旧：〒732-0057　広島市東区二葉の里１－１－72－602　ＧＫＤビル

（賛助会員）
　１．代表者の変更
　　○矢作建設工業㈱広島支店
　　　新：支店長　小林　聡� � � � 旧：支店長　磯貝　豊

　１．社名変更
　　○新：三和スピンドル建材㈱� � � 旧：日本スピンドル製造㈱建材事業部

　平成13年から事務所協会で勤務された吉武綾子さんが、３月31日付で、退職されました。４月１日
からは、屋久島に移住され、元気に働いていらっしゃいます。
　吉武さん、16年の間、誠にありがとうございました。屋久島でのご活躍をお祈りしています。

情報・編集委員一同
事務局職員一同

事務局の吉武さんが退職されました
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編　集　後　記

一般社団法人　広島県建築士事務所協会　におかれましては、法人設立40周年、誠におめでとうご

ざいます。この会報誌も、５月の「40周年記念誌」発行のため、５・６月の合併号となりました。

「次世代のひと、まちづくり」をテーマに、40周年記念の催しに非常に多くの方々が取組まれてお

り、頭が下がる思いです。特に、「40周年記念誌」は、多くの方々に拝読して頂きたいと思います。

今後、広島県建築士事務所協会が、会員皆様の協力により今後、50年、60年と更なる発展を遂げる

事を祈念いたします。

� 増　本　泰　成　 　　
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一般社団法人　広島県建築士事務所協会
情報・編集委員会

発行所　一般社団法人 広島県建築士事務所協会
　　　　〒730-0013 広島市中区八丁堀5番23号
　　　　　　　　　 ＴＥＬ（082）221－0600
　　　　　　　　　 ＦＡＸ（082）221－8400
　　　　ホームページアドレス　http://www.h-aaa.jp/
　　　　Ｅメール　info@h-aaa.jp

印刷所　株式会社インパルスコーポレーション
　　　　〒731-0141 広島市安佐南区相田1丁目16番27号
　　　　　　　　　 ＴＥＬ（082）878-6000
　　　　　　　　　 ＦＡＸ（082）872-1664

担当副会長　井川　博英
担当理事　門谷　和雄
委 員 長　戸梶　好喜
副委員長　熊野　弘伸（賛助会員）
委　　員　藤本　誠二
　　　　　三好　明彦

　　　　　伊藤　智宏

委　　員　増本　泰成
　　　　　中本　宗史

　　　　　中崎　隆之（賛助会員）

　　　　　桟敷　重和（賛助会員）

事 務 局　河原　直己　　　　　
　　　　　長谷川彩子　　　　　

　　　　　大木　一郎　　　　　






