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Topics：「広域緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の
　　　　  促進に関する協力協定」を広島県と締結



：株式会社竹中工務店
：広島県福山市御船町1丁目13-7
：株式会社竹中工務店
広島一級建築士事務所

：株式会社竹中工務店広島支店
：2016年３月～2016年９月
：Ｓ造 /３階建て
：532.87㎡

発 注 者
所 在 地
設計監理

施 工 者
工 期
構造規模
延床面積

〈施設概要〉

■軽くて安全な天井システム
「Lite-Safe（ﾗｲﾄ･ｾｰﾌ）」は天井部材
等を2kg/㎡以下として安全性･生産性
を向上させ、従来の特定天井と比べ短
工期･低ｺｽﾄを実現します。地震時、万
が一落下した際も安心な超軽量ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
ﾎﾞｰﾄﾞの天井材です。 天井材

（ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ）
設備用パネル

（照明･制気口等）

■照明の省エネ
DALI※の採用により照明の点灯や調光をｽ
ﾏｰﾄﾌｫﾝ･ﾀﾌﾞﾚｯﾄで個別制御することができ
ます。将来は空調・ｾｷｭﾘﾃｨｰ等を連動させ
た制御も可能です。

竹中工務店 福山営業所
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ピロティや立体路地のような屋外階段を
介して軽やかに地域とつながるオフィス

■設計内容

安全安心を支える超軽量架構と
敷地形状を活かす合理的平面

地域への繋がりを高める建築創りと
PR性のある独自技術採用

働きやすく快適な
省エネ環境

軟弱地盤でも有効な超軽量構工法で構成しています。メイン架構のスパ
ン割りを乾式床･外装の支持スパンと合わせることで、外装支持材等の２
次部材を低減しています。階段側は跳出しとすることで杭本数の低減を
はかっています。

「Lite-Safe」
軽量天井システム

ライト･セーフ当社
開発

※DALI･･･Digital Addressable Lighting Interface 

アクソノメトリック
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応接室

湯沸 打合
ｽﾍﾟｰｽ

会議室

ｴﾝﾄﾗﾝｽ
ﾎｰﾙ

来訪者を迎える
立体路地のような
屋外階段

土間のように内外をつなぐ
エントランスホール

矩形ワンル－ムオフィス

跳出し架構の階段部

ソーラーチムニーによる
パッシブ換気用シャフト

来訪者を迎えるオープンな設えのピロティと
引きのあるアプローチ

屋外階段

Light

Light
Wind

Wind

Light

IOT技術による照明制御
（DALI※）

街路樹と連なる植栽

もの作りの基幹産業が集積する広島県東部（備後地区）を管轄する竹中工務店福山営業所
の建替である。鉄骨造3階建て、延床面積533㎡の地域に根ざした営業拠点として1階：駐
車場・ピロティ、2階：事務室、3階：会議室・倉庫等を屋外階段で繋ぐ構成とした。
「安全安心を支える超軽量架構と敷地形状を活かす合理的平面」「働きやすく快適な省エ
ネ環境」「PR性のある独自技術採用」等の魅力技術を取り入れると共に、営業拠点とし
て地域に開かれ繋がり、街のにぎわいを高め創出していく小規模オフィス創りを行った。

メイン架構 跳出し架構

9.5ｍ

2.5ｍ

主柱：H-175×175

省人化をはかる鉄骨基礎梁

狭小地での施工に
適した小径鋼管杭

跳出し架構による
杭本数の低減

■軽量化を実現する架構計画

〈設計担当 / 左より 意匠:柿本・高橋、構造:小林、設備:岩本〉 〈施工担当 / 左より 杉野所長、建築:池野〉 〈竣工時に関係者が集合〉

〈コンセプトダイヤグラム〉 〈立体路地のような屋外階段〉〈正面外観〉

【平成28年度 照明普及賞 受賞】
照明ﾒｰｶｰ：アイリスオーヤマ
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国 住 指 第 号

平 成 年 ７ 月 ４ 日

建築設計関係団体の長 殿

国土交通省住宅局建築指導課長

エスカレーター側面からの転落防止対策について

エスカレーター側面からの転落防止対策については、平成 年６月 日

の社会資本整備審議会からの答申「エスカレーターの転落防止対策について」

において、具体的な対策は、各建築物の特性を踏まえ、建築物の管理者等が

責任を持って行うべきとされ、このような安全性向上の方策を関係者の判断

材料となるようガイドラインとして示すことが有意義であるとされました。

これを受けて、国土交通省では、「エスカレーターの転落防止対策に関す

るガイドライン」（以下「ガイドライン」といいます。）を別添のとおり策定

しましたので、活用されるようお願いします。

また、ガイドラインに基づき、側面からの転落防止対策、ハンドレールへ

の接触防止対策等について施設ごとの設置環境に応じた対策の検討を行い、

設計者として必要な対策の実施が図られるよう、貴会員に対し、この旨周知

方お願いします。

AAA広島 2017.82



「エスカレーターの転落防止対策に関するガイドライン」の概要
（本文の掲載先： ）

２ 転落防止対策の具体的事例

３ 安全教育等
事故の発生防止のためには、利用者自らが安全な利用法を理解することが効果的。関係者は、利用者に対し、安全利用の呼
びかけを行うとともに、様々な団体において、説明会や教育に取り組む必要がある。

エレベーター協会、施設事
業者が中心となり、安全な利
用を呼びかけ

製造者が、「利用者説明
会」、「管理者説明会」等
を実施

１．エスカレーターの転落防止に関するガイドライン
建築基準法令で定められた対策に付加した一定の措置が設計者、建築物の管理者等により講じられるべきである。こ
のため、設計や管理にあたって、以下の事項について、個別の建築物ごとに実施されることが必要である。
○利用者特性から生じるリスクの検討
○エスカレーターの設置環境から生じるリスクの検討

○リスクに対する配慮が必要な場合には、想定されるリスクに対し、建築基準法令で定められた安全対策に付加して、
「建築計画による対策」、「物理的なハード対策」、「運用上のソフト対策」を選択し、組み合わせての実施

実務上の参考となる具体的な対策の具体的事例等を２以降に示す。

転落防止板（ハード） 誘導員配置（ソフト）

速度調整（ソフト）

歩行禁止（ソフト）

① 乗降口付近における対策例
② エスカレーター利用中の対策例 ③子どものいたずら防止の対策例

安全キャンペーン 「みんなで手すりにつかまろう」キャンペーン
＜参考例＞

サイン（ソフト）

誘導手すり（ハード）

駆上り防止板（ハード）

AAA広
島
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〈平成29年３月から適用する設計業務委託等技術者単価〉 
 

（円/日） 

職 種 基準日額 
割増対象賃金比 

（％） 

【設計業務】   

主任技術者 64,300 50 

理事、技師長 60,400 45 

主任技師 51,200 50 

技師（Ａ） 45,500 50 

技師（Ｂ） 37,200 50 

技師（Ｃ） 

 
30,000 50 

技術員 25,400 55 

【測量業務】   

測量主任技師 41,400 55 

測量技師 33,300 55 

測量技師補 26,900 50 

測量助手 26,800 55 

測量補助員 21,800 55 

【航空・船舶関係】   

操縦士 45,900 35 

整備士 36,000 45 

撮影士 34,100 50 

撮影助手 30,000 50 

測量船操縦士 24,900 55 

【地質業務】   

地質調査技師 40,900 50 

主任地質調査員 32,400 50 

地質調査員 23,200 55 

 

 

設計業務委託等技術者単価について 

(1) 設計業務委託等技術者単価の構成 

設計業務委託等技術者単価は、次の１～４で構成される 

１ 基本給相当額 

２ 諸手当（役職、資格、通勤、住宅、家族、その他） 

３ 賞与相当額 

４ 事業主負担額（退職金積立、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険、児童手当） 

(2) 単価に含まれない賃金、手当 

１ 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金 

２ 各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当 

(3) 留意事項 

・外注契約における技術者単価や雇用契約における技術者への支払い賃金を拘束するものではない。 

 

 

内容に関する質問は、広島県土木建築局技術企画課にお問い合わせください。 

〒730 0051 広島市中区基町10-52 

TEL 082-228-2111（内線3865） 

AAA広島 2017.84



［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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＜月　間　行　事＞
� 平成29年7月1日～平成29年7月31日　
⃝7月1日　　広島県建設労働組合結成60周年記念式典・祝賀会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於：ホテルセンチュリー21広島� 衣笠副会長出席

⃝7月3日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　於：みよしまちづくりセンター� 25名出席

⃝7月5日　　広島県消費生活課建築相談　　　　　於：広島県生活センター� 苗村住宅委員出席

⃝7月6日　　第5回廿日市市空家等対策協議会　　於：廿日市市役所� 河原専務理事出席

⃝7月7日　　日事連事務局連絡会議� 大木主任・長谷川職員出席

⃝7月10日　　住宅委員会

⃝7月12日　　情報・編集委員会
　　　　　　　情報・編集委員会と青年部会合同会議
　　　　　　　情報・編集委員会青年部会

⃝7月14日　　三役会・理事会
　　　　　　　正会員と賛助会員との意見交換会・懇親会
　　　　　　　　　於：メルパルク広島� 正会員37名・賛助会員40名出席

⃝7月18日　　既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会平成29年度第1回全体委員会
　　　　　　　　　於：東海大学校友会館� 金井委員出席

⃝7月20日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　於：建築サロン� 23名出席

⃝7月21日　　日事連中四国ブロック協議会事務局長会議
　　　　　　　　　於：リーガホテルゼスト高松� 河原専務理事出席

⃝7月24日　　マンション管理士会との意見交換会

⃝7月26日　　日事連青年ワーキンググループ（WEB会議）� 村田理事出席

⃝7月27日　　広島市住宅相談　　　　　　　　　　於：広島市役所� 立石指導委員長出席
　　　　　　　第２回空き家活用勉強会　　　　　　於：広島県税務庁舎� 高橋住宅委員長出席
　　　　　　　業務委員会
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＜今後の行事予定＞
⃝8月21日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　　於：広島商工会議所

⃝8月24日　　適合証明技術者講習（追加登録）　　　於：建築サロン

⃝8月25日　　マンション改修セミナー（仮設計画勉強会）

⃝8月28日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　　於：三原リージョンプラザ

⃝8月28・29日　　日事連中四国ブロック協議会　　　於：ＡＮＡクラウンプラザホテル岡山

⃝8月31日　　管理建築士講習　　　　　　　　　　　於：建築サロン

⃝9月6日　　防火設備定期検査業務基準および実務講習会　　於：広島商工会議所

⃝9月7日　　地盤のことがわかる講習会　　　　　　於：合人社ウェンディひと・まちプラザ

⃝9月14日　　賛助会員ＰＲセミナー　　　　　　　　於：ベイタウン尾道

⃝9月15日　　三役会・理事会

⃝9月21日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　　於：ふくやま市民交流館

⃝9月22日　　賛助会員ビジネス交流会

⃝9月26日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　　於：広島商工会議所

⃝10月5日　　青年話創会2017和歌山大会　　　　　　於：ホテルアバローム紀の国

⃝10月6日　　第41回建築士事務所全国大会　　　　　於：和歌山県民文化会館

⃝10月11日　　既存住宅状況調査技術者講習（新規）　於：広島商工会議所

⃝10月18日　　既存住宅状況調査技術者講習（移行）　於：広島商工会議所
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さる４月25日、広島県庁において小西会長と広島県知事の間で広域緊急輸送道路沿道建築物の耐震
化の促進に関する協力協定を締結しました。
この協定は、広島県耐震改修促進計画改正により広域緊急輸送道路に面し地震時に倒壊した場合通
行障害となるような建物に対し耐震診断の実施等が義務付けられたことに伴い、当協会員が該当する
建物に戸別訪問し耐震診断について説明等を行い、県内の建築物の耐震化の促進に協会として協力す
るというものです。

「広域緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の促進に関する協力協定」を
広島県と締結

【協定書締結式の模様】

【毎日新聞記事　　平成２９年４月２７日】
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一般社団法人広島県建築士事務所協会は、今年法人設立40周
年を迎え、5月26日にはリーガロイヤルホテル広島に於いて
「法人設立40周年記念大会」を無事に終えることができました。
情報・編集委員会は、記念誌部会として活動し、記念誌を作
成し、刊行いたしました。ここで、31年から40年までのあゆみ
を、会報誌で5回にわたり連載していきます。

月日 行　　事
 5. 8 改正建築士法講習会

　会場/ウェルサンピア福山　参加者140名
 5.10 改正建築士法講習会

　会場/広島県情報プラザ　参加者136名
 5.14 改正建築士法講習会

　会場/広島県情報プラザ　参加者121名
 5.29 平成19年度通常総会並びに法人設立30周年記念大会

　会場/リーガロイヤルホテル広島　
　参加者/240名

 6.12 改正建築基準法講習会
　会場/ウェルサンピア福山　参加者185名

 6.13 改正建築基準法講習会
　会場/広島県情報プラザ　参加者214名

 6.14 改正建築基準法講習会
　会場/広島県情報プラザ　参加者211名

 7.12 備北地区「ひろしま建築文化賞作品展」（～7/17）
　会場/奥田元宋・小由女美術館

 7.13 協会顧問との懇談会（政経研究会合同）
　会場/広島県民文化センター
　参加者/顧問６名、協会・政研16名

 8. 1 日事連事務所登録事務対応ワーキングチーム
　会場/日事連会議室

 9.10 改正建築基準法施行に関する意見交換会
　会場/広島合同庁舎

 9.25 改正建築基準法の円滑な運用に関する意見交換会
　会場/広島合同庁舎

10. 5 第32回建築士事務所全国大会
　会場/大分市
　参加者/会長以下19名

10.27 ひろしま住生活月間
　会場/広島フードフェスティバル会場

11. 7 平成19年度広島県知事指定
「建築士事務所の管理講習会」
　会場/ウェルサンピア福山　　
　参加者/134名

月日 行　　事
11.12 平成19年度広島県知事指定

「建築士事務所の管理講習会」
　会場/鯉城会館　　　
　参加者/186名

11.13 広島県との意見交換会
　会場/八丁堀シャンテ
　参加者/広島県5名、協会13名

11.15 平成19年度広島県知事指定
「建築士事務所の管理講習会」
　会場/八丁堀シャンテ
　参加者/225名　

11.26 広島市との意見交換会
　会場/中区地域福祉センター
　参加者/広島市10名、協会11名

12.20 広島県建築円滑化対策連絡協議会設立並びに
第1回連絡協議会
　会場/広島県庁

 1. 9 ㈳広島県建築士事務所協会新年互礼会
　会場/八丁堀シャンテ
　参加者/236名

 1.25 第25回協会親睦ボウリング大会
　会場/ヒロデンボウル
　参加者/23組、69名

 1.31 創業永年継続企業の表彰を祝う会（広島商工会議所）
　会場/ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

 2.15 業務報酬基準見直しに係る実態調査説明会
　会場/建築サロン
　参加者/直井会長以下14名

 3.25 広島県建築士事務所名簿作成特別委員会
 3.26 指定建築士事務所登録機関の指定に係る連絡会議

　会場/広島県庁
 3.26 第10回広島県ＣＡＬＳ／ＥＣ連絡協議会

　会場/広島県立体育館

平成19年度
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月日 行　　事
 5.27 定款を一部変更
 6. 9 ㈳福岡県建築士事務所協会が事務所登録事務を

見学に来所
 7.11 平成20年度広島県建築物安全安心推進協議会

　会場/広島県立総合体育館
 7.19 協会の顧問との懇談会（政経研究会との合同）

　会場/鯉城会館
　参加者/顧問６名、協会・政研18名

 8. 1 ル・コルビュジエ光の遺産展（事務所協会協賛）
　会場/広島県立美術館

 8. 2 建築物耐震診断等評価委員会今後のあり方
検討会
　会場/建築サロン
　参加者/直井会長以下10名

 8.19 適合証明技術者業務講習
　会場/ウェルサンピア福山
　参加者数/37名

 9. 2 適合証明技術者業務講習
　会場/八丁堀シャンテ
　参加者数/204名

 9. 5 ひろしま住まいづくり支援ネットワーク事業　
すまいづくり出前講座
　会場/広島市日浦公民館
　講師/川西住宅担当理事

10. 3 第33回建築士事務所全国大会
　会場/帝国ホテル（東京）
　参加者/直井会長以下16名

10.16 管理建築士資格取得講習会
　会場/八丁堀シャンテ
　参加者/389名

10.25 ひろしま住生活月間　建築事務所キャンペーン
���.26 　会場/ひろしまフードフェスティバル会場
10.28 管理建築士資格取得講習会

　会場/ウェルサンピア福山
　参加者/164名

月日 行　　事
10.31 木造住宅の耐震補強のポイントと実務講習会

　会場/ＲCC文化センター
11. 3 神田智司協会名誉会長理事「旭日双光章」受章
11.13 管理建築士資格取得講習会

　会場/八丁堀シャンテ
　参加者/400名

11.19 平成20年「改正建築士法・政省令解説講習会」
　会場/福山商工会議所（建築士会と共催）

11.22 平成20年「改正建築士法・政省令解説講習会」
  .25 　会場/広島県情報プラザ
12. 5 広島県建築確認円滑化対策連絡協議会

　会場/広島県立総合体育館
12.22 建築士事務所登録事務に関する打合せ

　会場/広島県建築課
12.24 新公益法人制度に関する実務担当者向け説明会

　会場/広島大学総合科学部
 1. 7 平成21年新年互礼会

　会場/リーガロイヤルホテル広島
　参加者/直井会長以下210名

 1.23 第26回協会親睦ボウリング大会
　会場/ヒロデンボウル
　参加者/24チーム　72名

 2. 3 建築士法講習会（業務報酬基準等）
　会場/広島国際会議場

 2.17 建築士定期講習（建築士会と共催）
　会場/広島県情報プラザ

 3. 5 建築士定期講習（建築士会と共催）
　会場/ウェルサンピア福山

 3.17 建築士事務所登録閲覧システムに係る操作研修会
　.18 　会場/TWIN21　MIDタワー（大阪市）
 3.19 建築士定期講習（建築士会と共催）

　会場/広島県情報プラザ
 3.20 事務局模様替え
 3.26 管理建築士講習

　会場/ウェルサンピア福山
　参加者/10名

平成20年度
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日事連発第８５号 

平成２９年７月１２日 

単 位 会 会 長 殿 

一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会 

                          会 長  大 内 達 史 

 

会員事務所の労働環境に関する実態調査の実施について（依頼） 

 

 

平素は、本会の事業運営に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、平成２８年１２月の建築士事務所協会全国会長会議において、単位会会長より、

「地方公共団体での最低制限価格の設定等」及び「会員事務所の給与水準等労働環境」の

実態を調査してほしいとの要望が出されました。 

本会では、全国会長会議での要望を受け、「建築士事務所の業務環境改善ワーキンググ

ループ」で調査項目を検討し、まずは、地方公共団体の発注関係業務に関する実態調査（ア

ンケート）を実施し、６月の全国会長会議で結果をご報告したところですが、引き続き、

会員事務所の労働環境に関する実態調査を行うことといたしました。 

つきましては、下記により会員事務所への調査にご協力くださいますようお願い申し上

げます。 

今般は、Ｗｅｂから会員に直接回答してもらうため、回答者の匿名性が保たれ、かつ単

位会が回答書を取りまとめることも不要となります。 

 業務御多忙の折、誠に恐縮ではございますが、建築士事務所の業務及び労働環境の改善

に繋がる重要な調査です。趣旨をご理解の上、多くの会員から調査に協力を得られるよう

働きかけてください。 

 

記 

 

１．調査対象 

  貴会に所属する会員事務所。ただし、複数の単位会に所属している場合は、主たる

事務所（本社）のみ回答 

 

２．調査方法 

単位会から会員宛てに、以下のＵＲＬ等を記載した協力依頼のメール等を送信。会

議等の機会があれば、直接呼びかけてください。 

  （アンケート専用ＵＲＬ） https://goo.gl/CYW77K   

  （ＱＲコード） 

       

 

 

 

３．調査の実施時期 

   平成２９年７月１３日(木)から８月１３日(日)まで 

 

＜問合せ先＞ 

                       日事連事務局 伊東、松谷 

                             Mail: sysop＠njr.or.jp 
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　国土交通省は、新築住宅について2020年までに省エネ基準への100％適合化を目指しています。

このため、24年度より「施工技術者講習会」、25年度より「設計技術者講習会」を開催している

ところです。改正省エネ基準への適合には、断熱施工技術に加え、意匠設計から設備設計までト

ータルな取り組みが必要であり、この講習会で、断熱の設計ノウハウと基準適合の評価方法等に

ついて習得していただきます。

　また、従来の外皮の『詳細計算法』では対応が難しいと感じる方や、より簡便に結果を求めた

い方などに向け、本年度４月より『簡易評価法』の運用がスタートしました。

　なお、地域型住宅グリーン化事業においては、各補助対象住宅に関わる事業者で、設計者、

施工管理者、大工技能者の内いずれか一人が住宅省エネルギー講習の修了者（25年度以降の修了

者に限る）が所属している住宅のみが補助対象となっております。

●対　象：設計従事者（大工技能者など現場実務者も可）

●講　師：住宅省エネ化推進体制強化 地域リーダー

●内　容：省エネ基準の概要、外皮性能の計算、一次エネルギー消費量の計算、

　　　　　基準判定方法、建築による省エネ化、設備による省エネ化、断熱設計、

　　　　　断熱リフォーム、省エネルギー基準、計算演習、修了考査、考査問題解説

　　　　　（以上は『詳細計算法』講習の場合）※広島県建築士会のＨＰも参照下さい

●ツール：設計技術者テキスト

　　　　　　＊当日は、筆記用具・電卓を持参下さい

●受講料：1,000円 （当日お支払い下さい）　

●修了証発行手数料（当日お支払い下さい）

　　賞状型 1,000円　カード型 2,000円

　　賞状・カード両方希望　3,000円

　　　　　　＊カード型の場合は、申込時に写真が必要です

●申込方法：下記の専用ホームページからお申し込み下さい
     http://www.shoene.org/

■建築関連ＣＰＤ制度

 　　　４単位

主催：広島県木造住宅生産体制強化推進協議会 

●講習日一覧 いずれも　１３：３０～１８：００ （受付１３：００～）

〒730-0052　広島市中区千田町3-7-47-5Ｆ

（公社）広島県建築士会　内

TEL：082-244-6830　FAX：082-244-3840

http://www.k-hiroshima.or.jp

広島県木造住宅生産体制強化推進協議会 事務局

29年度

施工技術者講習会も
別途開催（7回）します。
こちらも受付中です。

住
宅
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

設
計
技
術
者 

講
習
会

日　程

10/ 4（水） 

10/24（水） 

11/29（水）

12/20（水） 

福　山

定 員会 　　場

1/17（水） 

30年

広　島

広　島

広　島

広　島

福山商工会議所

（福山市西町2-10-1）

広島県情報プラザ　2Ｆ

（広島市中区千田町3-7-47）

各

60名

80名

1/10（水） 広　島

★

★

★印は、『簡易評価法（仕様・簡易計算ルート）講習会』となります
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〒730-0052　広島市中区千田町3-7-47-5Ｆ

（公社）広島県建築士会　内

TEL：082-244-6830　FAX：082-244-3840

http://www.k-hiroshima.or.jp

　国土交通省は、新築住宅について２０２０年までに省エネ基準への100％適合化

を目指しています。このため24度より「施工技術者講習会」、25年度より「設計

技術者講習会」を開催しているところです。

　省エネ基準への適合のためには、地域の木造住宅生産を担う中小工務店等の今後

の業務に、断熱施工技術の向上などの省エネ等の新技術は不可欠となります。この

講習会では、断熱に係る設備配管を含めた施工技術について習得していただきます

ので、ふるってご参加下さい。

　なお、地域型住宅グリーン化事業においては、各補助対象住宅に関わる事業者で

設計者、施工管理者、大工技能者の内いずれか一人が住宅省エネルギー講習の修了

者（25年度以降の修了者に限る）が所属している住宅のみが補助対象となっており

ます。

■対象者：大工技能者などの現場実務者

■講　師：住宅省エネ化推進体制強化 地域リーダー

■内　容：建築による省エネ化、設備による省エネ化、断熱設計、断熱施工、

　　　　　設備配管、断熱リフォーム、省エネルギー基準、模型解説、

　　　　　修了考査、考査問題解説  ※広島県建築士会のＨＰも参照下さい

■ツール：住宅省エネルギー技術テキスト（基本編・施工編）

　　　　　断熱標準施工法ＤＶＤ・施工カットモデル

■受講料：1,000円（当日お支払い下さい）　

■修了証発行手数料（当日お支払い下さい）

　　賞状型 1,000円　カード型 2,000円

　　賞状・カード両方希望　3,000円

　　　＊カード型の場合は、申込時に写真が必要です

■申込方法：下記の専用ホームページからお申し込み下さい

     http://www.shoene.org/

9/30（土）

主催：広島県木造住宅生産体制強化推進協議会 

　■講習日一覧

日 程

いずれも９：３０～１７：００ （受付９：００～）

広島大洲

竹野木材株式会社

（福山市南松永町4-5-6）

 10/15（日）

 11/19（日） 

 11/26（日） 

 12/ 9（土） 

 12/17（日） 

福　山

福　山

広島横川

定 員

各
60名

会 　場

広島県木造住宅生産体制強化推進協議会 事務局

29年度

設計技術者講習会(半日)
も別途開催(6回)します。
こちらも受付中です。

住
宅
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

施
工
技
術
者 
講
習
会

■建築関連ＣＰＤ制度

 　　　６単位

広島八幡
広島建労第8地連広島西会館

（広島市佐伯区八幡東3-1-18-6）

広島建労第2地連芦品　松永支部

（福山市今津町2142-11）

株式会社スガノ

（広島市南区大州1-10-15）

 1/27（土） 

株式会社スガノ

（広島市南区大州1-10-15）

30年

広島県建労会館

（広島市西区横川新町8-12）
広島横川

広島建労会館

（広島市西区横川新町8-12）

広島大州
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〒

一　般　　・　　広島県建築士会会員

受 講 申 込 書

ふりがな

氏　　名

生年月日

自宅住所

　　電話番号

　　FAX番号

携帯電話番号

勤務先名

勤務先住所

　　電話番号

　　FAX番号

連絡先メール

会員区別

建築士資格

受講の動機

文化財保護、
まちづくり等
の活動の履歴

FAX.082-244-3840

あ り（一級・二級・木造　　　　 　　　号）・  な し 

◆ＣＰＤ制度に参加されてる方はＣＰＤ登録番号をご記入下さい。

　　（　　　　　　　　　　　　）

講師紹介

石丸　紀興
　　㈱広島諸事・地域再生研究所 代表
  　元広島大学 教授
　　元広島国際大学 教授　　
　　（都市計画、戦災都市復興史）

岡　信治
　　(公財)文化財建造物保存技術協会 副参事
　         　出雲大社本殿設計監理事務所長

岸野　裕児
　　岸野建築設計工房　代表

桑原　隆博
　　三次市文化財業務指導専門員
　　元広島県教育委員会　文化財課長

小林　純夫
　　(公財)文化財建造物保存技術協会 工事主任

沢田　伸
　　ひょうごヘリテージ機構H2O 代表世話人

藤田　盟児
　　奈良女子大学研究院 
　　　生活環境科学系 教授（建築学、建築史学）
　　前広島国際大学　教授

藤谷　義信
　　広島大学 名誉教授
　　元広島国際大学 教授（建築構造）

松田　智仁
　　広島市江波山気象館　館長

松本　静夫
　　元福山大学 教授（歴史・意匠）

三浦　正幸
　　広島大学大学院 教授（古建築）

水田　丞
　　広島大学大学院 助教（建築歴史・意匠）

森保　洋之
　　広島工業大学　名誉教授（建築・まちづくり）

　　　　　　　　　　　　　その他　各専門家

敬称略　五十音順
カリキュラム 

6

 9/ 2
  土

ﾍﾘﾃｰｼﾞ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰの
基礎知識

オリエンテーション

ヘリテージ
マネージメント

オリエンテーション

ヘリテージマネージャーとは
ヘリテージマネージャーの活動事例

6

 9/23
  土

広島県内の文化財

修復事例現場研修

6

歴史的建造物の転用・
　活用等のマネジメント

歴史環境の整備

保存活用計画

6
10/28
  土

修復の実務
（伝統的建築物）

伝統的建築物の調査法・修復法

手続き、調査の仕方・成果のまとめ方

建築修復の
技法・工法

6
11/11
  土

歴史的建造物の修復・耐震補強等
建築修復の
技法・工法

修復の実務
（伝統的建築物）

6

11/25
  土

日程 科 目 内容　細目

登録文化財
　制度・手続

広島県内のまちづくり活動の事例、
これからの方向性等

調査実習

街並み

6

12/ 2
  土

612/16
  土

私の好きな街並み

アート・マネージメント活動事例

6
 1/13
  土

課題発表（私が見つ
けた文化財）

受講者が見つけた（関心を持った）
県内の歴史的建造物を発表 1/20

  土 レポート提出・意見交換
修了式

まとめ

討　論

演習Ⅱ
(登録文化財）

（旧日銀広島支店）

演習Ⅲ
(まちづくり）
（廿日市宮島町）

演習Ⅰ
(指定文化財) 修復概論

近現代建築物の見学（調査と修復図面）

近現代建築物の演習
 (調査法・修復法)

日程 時間 科 目 内容　細目

≪時間はいずれも9：30～16：30≫

アート・マネージメント

（予定）

文化財と防災
文化財と防災（文化財の「知恵」を
活かした防災計画）

修復概論　1

修復の実務
（伝統的建築物）

実測等（尾道浄土寺）

～たつの市のまちづくりを通して～

時間

6

文化財保護制度

広島県の文化財

総括概論

環境計画

10/14
  土

ﾍﾘﾃｰｼﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ
の基礎知識 修復概論

修復概論

修復概論　2

歴史環境の整備環境計画

建築修復の
技法・工法
（不動院など）

環境計画

まちづくり活動

環境・景観

宮島　町家再生の建築学

歴史を活かしたまちづくり事業事例

ﾍﾘﾃｰｼﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ
の基礎知識

(まちづくり関係）

AAA広
島

 2017.8
17



 

 

                              

 

■積算協会、建築士会、建築CPD情報提供制度の認定プログラム・・・CPD単位 5単位  

 

後 援 国土交通省 
主 催 (公社)日本建築積算協会 中国四国支部 

協 賛 (公社)広島県建築士会 (一社)広島県建築士事務所協会 (一社)広島県建設工業協会 

(予定) (一社)香川県建築士会 (一社)香川県建築士事務所協会 (一社)香川県建設業協会 

 

 建築数量積算基準は、建築積算における工事価格を作成する上で基本となる数量を算出するための計

測・計算方法を定めたもので、積算業務に携わる者にとって最も重要なものです。 

 今回の改訂までに、「建築数量積算基準・同解説」平成15年版では「屋外施設等」、「改修」、「発

生材処理」を加え、平成18年版では躯体編のラーメン構造と壁式構造の数量算出に関する規定について

集約化が図られました。平成23年度版は、建築工事標準仕様書JASS 5鉄筋コンクリート工事（日本建築

学会）の改定に伴い、整合性を図るため第4編躯体の解説に関わる見直し、参考資料の内「鉄筋の定着、

重ね継手の長さ及び鉄筋径の倍数表」や「鉄筋の投影定着長さ」などを見直し、また解説部分の表現の

見直し、図表等の修正が行われています。 

 この「建築数量積算基準」は内容を変えずに公共工事全般に活用できる基準として、「公共建築数量

積算基準」としてまとめられ、「官庁営繕関係基準類の統一化に関する関係省庁連絡会議」において、

府省庁の統一基準として決定されています。 

 ぜひこの機会に、公共工事はもちろんのこと民間工事の積算業務に携わる方々が受講され、積算業務

の効率化及び積算上の重複・脱漏を避けるための計測・計算の積算方法を実務に活用くださいますよう

ご案内申し上げます。 

記  

1．開催地 /開催日 /会場 /定員          ＊駐車場の確保はしておりません。  
 

開催地  開  催  日  会   場  定  員  

広島  
平成 29年  

９月８日 (金 ) 

合人社ウｴンディひと・まちプラザ  

（北棟  研修室C） 
広島市中区袋町 6番 36号  

４０人  

高松  
平成 29年  

９月２９日 (金 ) 

サンポートホール高松  

（63会議室） 
香川県高松市サンポート 2番 1号  

３０人  

 

2．時 間 割  １０：００～１６：００ (12:00～13:00休憩)   

3．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） 

 

4．テキスト  「建築数量積算基準・同解説」平成29年版  4,320円(税込) 
編集: (財)建築コスト管理システム研究所(発行共)  (公社)日本建築積算協会 

※建築積算士試験の参考図書は平成23年版です。詳しくは協会HPをご確認ください 

建築積算実務者のための   

「建築数量積算基準」講習会のご案内  

積算レベル  

★☆☆ (初級 ) 

AAA広島 2017.818



5．受 講 料 

(税込) 

 

 

 

 

6．申込方法  申込書をＦＡＸまたはE-mail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日前までにはお振込ください。 

            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。 

7．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砂原ﾋﾞﾙ301号 

            ＴＥＬ０８２－２２１－９７５９ ＦＡＸ０８２－２２１－９７９４ 

8．送 金 先  (公社)日本建築積算協会 中国四国支部 

      

9．そ の 他   ご欠席の場合、テキストはお送りいたしますが受講料の払戻しはいたしかねます。 

受講者の変更は早急にご連絡ください。 

この講習会は当協会CPD制度・建築士会・建築CPD情報提供制度の認定プログラムとなっております。 

                    

(FAX 082-221-9794)            平成29年  月  日 

「建築数量積算基準」講習会              受講申込書  

□広島会場  □高松会場  （希望会場に☑をお願いいたします）  

（会場地図： 要 ・不 要 ） 

テキストをお持ちでない方はテキスト要に○を付けてください 

受講料はテキスト代を含めてご記入ください。テキスト不要の方は「テキスト持参の方」欄の金額をご記入ください 

※受講申込書に受講番号を記載してご返送いたします 

区    分 受講料+テキスト代 テキスト持参の方 

積 算 協 会 会 員 

建築積算士・協賛団体会員・官公庁 

一    般 

８，３２０円 

１０，３２０円 

１２，３２０円 

４，０００円 

６，０００円 

８，０００円 

氏  名（フリガナ） 該当する所属に☑・登録番号を記入 テキスト 受 講 料 ※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 

要・不要 

(◯で囲んでく

ださい) 
円 

 

勤 務 先 名  

勤 務 先 住 所 
〒   - 

TEL （      ）     － 

FAX （      ）     － 

 E-mail   

*受講票送付先 

(上記以外の場合) 
〒 TEL          FAX 

E-mail 

ゆうちょ銀行  振替貯金 (郵便振替 )口座番号０１３００－７－５５４９４  
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ケガや病気で働けなくなったら。。。

サービスメニュー 
メディカル＆関連サポートサービス メンタルヘルスサービス 

●健康・医療相談 

●介護相談 ●医療機関情報提供 

●健康管理相談 
●健康チェックサポート 

●予約制専門医相談 ●メンタルヘルス相談 

●メンタルＩＴサポート（Webストレスチェック） 
●育児相談 

●法律・税金相談 （予約制・30分間） 
●公的給付相談 （予約制） 

損保ジャパン日本興亜・アシスタントダイヤルは、日事連◆建築士事務所サポートプランに  
 ご加入いただいている皆さまがご利用いただける各種無料電話相談サービスです。 

サービスの詳細は裏面をご覧ください。 

＜保険金のお支払例＞
所得補償保険金月額： 万円
病気で働けなくなった日： 年９月１日
仕事の出来るようになった日： 年４月 日

お支払保険金額
万円× か月 ＋ 万円 × （ 日－ 日） 日

＝２０３万円

＜加入例＞
年齢３０歳
月額５万円（ コース）を６口加入の場合
月額保険料：５，８６８円
所得補償保険金額月額： 万円
ケガでの死亡保険金額： 万円
ケガでの後遺障害保険金額： 万円～ 万円

とめることのできない月々の出費を 
日事連◆建築士事務所サポートプランが支えます。 

（※）対象精神障害はパンフレットをご確認ください。 

所得補償保険 

損保ジャパン日本興亜・ 

ご加入の皆さまに 
無料電話相談サービス 

団体割引
５ 適用

最長 年間
補償します！

入院だけでなく
自宅療養による

就業不能時も補償します！

保険期間中、
無事故の場合は

保険料の ％を返れい！

精神障害(※)を
補償します！

加入手続きは簡単、
医師による診査は不要！

ケガによる万一の
死亡・後遺障害も補償

オフィスの維持費 入院費・治療費 ローン・リース お子さまの教育費 ご家族の生活費 

※１ 本サービスは損保ジャパン日本興亜のグループ会社およびその提携業者がご提供します。 
※２ ご相談の際には、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。 
※３ ご利用は日本国内からにかぎります。 
※４ 本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
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（ ）

【ＦＡＸ連絡書】日事連サービス行 ＦＡＸ：０３－３５５２－１０６６
ご相談事項

※該当項目にレを

お付けください。

ご住所

　　　　　　　　（　　　　　　　　） 　　　　　　　　（　　　　　　　　）

お名前
事務所名
会社名

〒

　□加入を検討したい

　□電話で詳しく説明を聞きたい（　　　月　　日　午前・午後　　時頃）　※午前９時から午後５時の間でご設定ください。

　□詳しい資料が欲しい　　□その他（　　　　　　　　　                      　　　　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　）

看護師が健康や医療全般に関する悩みや相談にお答えします。 

栄養・食事相談 
看護師が栄養や食事に関わる健康管理相談にお答えします。 

●健康・医療相談 

●健康管理相談 

●介護相談 

看護師が介護全般に関わる悩みや相談にお答えします。 ●医療機関情報提供サービス 
緊急時の医療機関情報の提供 

看護師が夜間休日の救急医療機関や、出張先・旅先での最寄の
医療機関の情報をご提供します。 
 

専門医療機関情報の提供 
看護師が地域の専門医療機関情報を提供します。 

 

女性医師情報の提供 
看護師が女性医師情報をご提供します。 

 

高度医療機器による検査･診療を受けられる医療機関情報の提供  
看護師が高度医療機器による検査・診療を受けられる医療機関

に関わる情報をご提供します。 
 

転院・患者移送手配サービス 
看護師が転院・患者移送業者の活用の相談ならびに手配に関わ

る情報をご提供します。 ●健康チェックサポートサービス 

郵便検診 
忙しくてなかなか検診が受けられない方などのために、看護

師が自宅で可能な「郵便検診」をご紹介するサービスです。 

●公的給付相談 

社会保険労務士が公的給付に関わる相談にお答えします。
（予約制）  

薬に関する相談 
看護師が薬に関わる悩みや相談にお答えします。 

検診結果相談 
看護師が検診結果に関する悩みや相談にお答えします。 

人間ドック紹介 
看護師が人間ドックの活用・相談ならびに予約・紹介を行い

ます。 

★メンタルヘルスサービス

臨床心理士等が個別のメンタルヘルスに関わるカウンセリ
ングを行います。 

●メンタルヘルス相談 

ホームページにアクセスすることにより 
ストレスチェックが実施できます。  

●育児相談 

看護師が育児全般に関わる悩みや相談にお答えします。 

●法律・税金相談 
弁護士や司法書士が法律に関して、また、税理士が税金に関

わる相談にお答えします。 (予約制)  

●予約制専門医相談 
看護師が「健康・医療相談サービス」でお答えしたうえで、より専門
的な相談を希望される場合は、医師と電話で相談（予約制）が可能
です。 

（平日 ～ 、土曜 ～ ）
※日祝・年末年始（ ）を除きます。 （ 時間・ 日）

●メンタルＩＴサポート（Webストレスチェック） 

日事連◆建築士事務所サポートプラン 
損保ジャパン日本興亜・ 

アシスタントダイヤル 
★メディカルサポートサービス（24時間・365日） 

事務所の福利厚生にピッタリ！ 

【取扱代理店】
有限会社 日事連サービス
〒 東京都中央区八丁堀 東京 ビル

： ：
（受付時間：平日午前 時から午後 時まで）

お問い合わせ先 

〒 東京都新宿区西新宿 １
： ：

（受付時間：平日午前 時から午後 時まで）

団体・公務開発部第二課 

【引受保険会社】 
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　私とお酒というエッセイを依頼され、気楽に受けましたが、いざ、書こうとして、なかなか言葉が
出てきません。あまり、面白いエピソードがないので、思いつくまま、書くことにしました。

　私が初めて酒を飲んだのは、おそらく、大学生になり、寮の先輩にさそわれて、ビールを飲んだの
が、はじめてだと思います。他の人に比べると、遅いかもしれません。おそらく、自分が子供の頃、
父親が酒飲みで、酒に対して、あまり良い印象が無かった為と思います。ただ、広島に出てきて、父
親と話をする機会がなくなりましたが、父親がなくなり、今では一緒に酒を飲みたかったと思うこと
があります。
　その後、社会に出て、少しずつ、お酒を飲む機会が増えて、次第に飲めるようになりましたが、そ
の頃は、まだ、おいしいとまではいきませんでした。いつごろから好きになったのか、よく覚えてい
ませんが、自然と飲むようになった気がします。

　私とお酒との関わり方が変わったのは、妻との出会いからかもしれません。妻はお酒が飲める人で
したので、自然と二人で食事をしながら、お酒を飲む機会が増えていきました。結婚し、子供が小さ
いころはお酒を控えていましたが、子供が大きくなってからは、家族でお酒を飲むようになりまし
た。子供は女の子二人で、ドラマのような、父親と息子のようなことはできませんが、娘はお酒が強
いようで、家族でお酒を飲むようになりました。

　次に、広島県の耐震評価委員になってから、評価委員会の審査の後に食事をして帰る機会が多くな
りました。その頃は、ちょうど評価物件が増え、夜遅くまで、審査をするようになり、評価委員の皆
さんと月に２回程度、お酒を飲むようになったと思います。
　その後、JSCA（日本建築構造技術者協会）中国支部の支部長になり、他の協会の行事にも出席する
ようになり、いろんな立場の人と、お酒を飲むことが増えていきました。また、支部の皆さんとも、
会議の後に食事をするようになり、お酒を飲む機会が自然と増えていきました。

有限会社　アクト建築設計事務所
清水　保雄　

山口県の生まれで、大学で広島に来て、そのまま広島で就職して、広島での生活が40年以上になり
ました。
趣味は特にありません。読書は好きですが、仕事の本ばかりで、小説などを読む事が少なくなりました。
得意分野とまではいきませんが、いつのまにか、構造が専門になりました。
座右の銘ではありませんが、「馬鹿になりなさい」と良くいわれました。

第144回
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　最近は、妻と晩酌をしていますが、たまに二人の娘と一緒に家族でお酒を飲めるのが、一番の楽し
みになっています。上の娘は、県外で生活しているので、なかなか、家族全員で食事、お酒を飲む機
会が少なくなっています。まだ結婚をしていないので、娘のところまで出かけて、家族で食事する事
があります。自分は話ベタで、娘たちの会話を聞きながら、お酒を飲み、食事をするのが楽しみです
が、そろそろ適齢期なので、いつまで一緒にお酒を飲めるか、先の事を考えると少しさみしい気にな
ります。

　取りとめのない話になりましたが、私は年齢とともに、いろんな場に出席するようになり、お酒を
飲む機会が増えていきましたが、まだ本当に自分に合うお酒、飲み方を見つけていないように思いま
す。
　これから先、自分に合うお酒にめぐりあえたらと思っています。
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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。



　長年にわたり、竹中工務店でパース、CG作成などプレゼンテーション創造の業務に携わってきました。
　入社後、作業所に６年、東京本店意匠課パースGに17年務めた後、広島支店設計部パースGに勤務
となり定年後の現在も活き活きと働いています。東京本店勤務の頃は、仲間と輪行袋に自転車を入れ
てよく旅をしました。広島に来てからも中国地方、九州方面まで足をのばし自転車でよく出かけまし
た。サイクリングの帰り道に立ち寄った廿日市の木材港で銘木の無垢板に出会い、あまりにも美しい
木目に感激し木工の世界に足を踏み入れました。

　広島に来て間もない頃、上司の考案により「元気な広島づくり」をコンセプトに1999年に「街づく
り研究会」を発足し活動してまいりました。
　伝統産業の掘り起しや、各種のイベント等を企画・実施する中で、以前からモノづくりに興味が
ありました私は、メンバーらと話しBOXアート展「テーマ　あかり」を企画し、会社関係・個人の
方々・広島の学生さん達にも声掛けし出展いただきました。
　自由な発想・さまざまなアイデアの豊かさ、そして驚き、「あかり」ならではの癒しの作品が数多く
集まり、“年末に心温まるあかり（コンサート同時開催）を街に届けます” をテーマに10年にわたり活
動してまいりました。

株式会社　竹中工務店
広島一級建築士事務所

 松浦　眞已
①　趣味：自転車、エアロビクス、木工、
　　　　　お菓子づくり
②　好きな画家：棟方志功

第77回

「木に魅せられて・・・」

ウィリーにトライ

TAKENAKA　ART　FORUM　　2004

旧日本銀行広島支店にて
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「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。

私の
お気に
入り



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。

　そして、街づくり研究会のメンバーの中から「宮島探検隊」が結成され、親子で色や形、数を楽
しみながら学べる絵本として世界遺産にも登録されている宮島をテーマにした5冊の絵本を出版
しました。今まであまり気が付かなかった宮島に埋もれている宝物探しの結果、「SHAPES（形）」�
「COLORS（色）」「COUNTS（数）」「ANIMALS（動物）」「MATERIALS（材料）」をテーマにした
写真入り絵本として完成しました。宮島のお土産物屋さんで販売、そして色や数を楽しみながら勉強
できるということもあり、宮島にある幼稚園や小学校の子どもたちに寄贈いたしました。絵本を片手
に、子供たちの宝探しがどうなるのか楽しみにしています。

　コトづくりの一環として社内でも「スケッチ同好会＠広島」を開催するなど、描くことの楽しさを
みんなで共感してきました。
　それぞれ個性があり線のひき方、もののとらえ方、表現の仕方等いろいろと刺激になりその後の表
現方法にいかされています。
　個人としましては、個展をはじめグループで開催する展示会に木工作品や絵画を出展し創造の世界
を広げ楽しんでいます。
　今となっては、家の中が木工作品（我楽多）で溢れかえっています。周囲の女性達には、50代から
始めた手作りケーキが好評で事前に誕生日を知らされることも…多々あります。将来は、自分で作っ
た木工家具を並べ、壁にはオブジェ・絵画などを飾り、手作りケーキとコーヒーを出す趣のある小さ
な喫茶店「みぞびき」を開店し、ささやかではありますが人々の集まる憩いの場を提供し皆様ととも
に幸せな日々を送ることができれば…と願っております。

宮島　　ぎゃらりぃ宮郷にて岡山　　二人展　アートガーデンにて
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 正会員
事�務�所�名 所　在　地 開　設　者 管理建築士 ＴＥＬ

㈱大前工務店一級建築士事務所
紹介者：山陽工業㈱一級建築士事務所
　　　　俵　透

〒733-0812
広島市西区己斐本町
2－12－30

大前　慶幸 松本　靖

（082）    
273-0508
ＦＡＸ
（082）    
273-0444

昨年6月に建設業の国土交通大臣許可を取得し、それを機に更なる事業展開を図るべく、一級
建築士事務所の登録を行いました。
これからは会員として、少しでも貢献できるように活動して参りますので、よろしくお願い
致します。

事�務�所�名 所　在　地 開　設　者 管理建築士 ＴＥＬ

㈱中電工一級建築士事務所 〒730-0855
広島市中区小網町6－12 小畑　博文 大倉　幸弘

（082）   
291-7435
ＦＡＸ
（082）   
234-2231

これまで広島県建築士事務所協会の賛助会員として活動してまいりました
が、このたび正会員として入会させていただきました。
これからも、引き続きご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

（正会員）
　1．代表者の変更
　　○中電工業㈱一級建築士事務所
　　　新：代表取締役　吉冨　哲雄� � � 旧：代表取締役　熊谷　千代志

　　○㈱栄建築事務所二級建築士事務所
　　　新：代表取締役　中本　候貴� � � 旧：代表取締役　中本　栄

　　○ミサワ中国建設㈱福山営業所二級建築士事務所
　　　新：代表取締役　南雲　秀夫� � � 旧：代表取締役　若月　恵治
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編　集　後　記

今年は梅雨に入ってもほとんど雨が降る様子が無くこのまま空梅雨で穏やかに夏を迎えるのでは？

と思っていたのですが様子が急変し６月末には大雨になりました。

自分の住んでいる地区でも夜明け近くまでサイレン、非常放送、緊急速報メールが鳴り響き、とて

も怖くて朝まで眠れませんでした。

7月に入り九州北部で豪雨による大規模な土砂災害が発生しました。報道では日々被災状況が告げ

られ、いまだに行方不明者が多数おられるとの事。自分が経験したあの一晩でも相当怖い思いをしま

したが、現地で災害に遭われた方々は想像を絶する恐怖だったのではないかと思います。今後、行方

不明者の結果が明るい方向に向かう事を願いつつ被災された方々にお見舞い申し上げます。

� 三好　明彦　 　　
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