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今月の表紙
第9回ひろしま建築文化賞 入選作品

田尻の家

≪建物概要≫
発 注 者：個人
所 在 地：広島県福山市
主要用途：住宅+アトリエ
設 計 者：くらし設計室 / 穂垣友康+穂垣貴子
施 工 者：ホーム株式会社
構造規模：木造２階建
敷地面積：391.24㎡
延床面積：136.23㎡

北庭を通してみる玄関廻り外観。

工事期間：2014年6月～2014年12月

≪設計概要≫
- 環境に寄り添い、まちに開く住まい 福山市郊外に建つ二世帯住宅 兼 アトリエ。
建主からの要望は、道路沿いであるが周囲に対
して閉じる暮らしではなく、「まちに対して開い
た暮らしをしたい」、「内部の機能が程よい距離感
を保っている」ということであった。
敷地は住宅を建てるには十分な広さであるた
め、その余白をこの場所での豊かさに繋げたいと
考えた。敷地中央に住宅を配置し、南北にできた
余白はまちに開く北庭と南庭の２つの庭とした。
内部の通り土間から南北の庭、そしてまちへと繋
がるような「まちに開いた暮らし」ができる住ま
いを目指した。

食堂から通り土間を通してアトリエを見る。

- 瀬戸内の自然環境と共生する 南北に抜ける通り土間を中央に配した外部環境
を取り込むプランとしている。夏は南面に設けた
深い庇で日差しを遮り、通り土間南北の引き戸を
全開放し、自然な風が通り抜ける住まいとなる。
通り土間南面に吹抜けを設けることで、温度差を
利用した重力換気を行う。暖められた空気は土間
から吹抜けに上がり、2 階北側の窓から外部へ抜
けていく計画である。冬は南面に設けた窓から差
し込む日射熱を熱容量の大きな墨入りモルタルの
床に蓄熱させ暖房効果を得ることで、室内環境の
安定化を図った。また通り土間は、夏は夜間に風
を通し蓄冷による効果も期待している。
まちに開いた暮らしをするということは、建築
や庭を含めた風景を地域の人達と共有することで
もある。
この場所が四季の変化やその成長を地域で楽し
む原風景になればと願っている。

通り土間から南庭を見る。冬の日射熱を床に蓄熱させる。

写真 ： 笹の倉舎 /笹倉洋平
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■今月の表紙タイトルバック／日本の伝統色
恋染紅葉 こいそめもみじ
 の野に華やぐきみは咲きまさり…残り陽に照る
秋
紅葉の赤。心にしみ入るぬくもりのかたち。
（十日町織物工業協同組合策定きもの誕生色より）
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別添

国住指第 2278 号
平成 29 年９月 29 日

各都道府県建築主務部長

殿

国土交通省住宅局建築指導課長

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う建築士法並びに同法に基づ
く関係告示及び建築基準法に基づく関係告示等の一部改正について
（技術的助言）

学校教育法の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 41 号。以下「改正
法」という。）が平成 29 年５月 31 日に公布され、平成 31 年４月１日より施
行されることとなった。改正法附則第 16 条において建築士法（昭和 25 年法
律第 202 号）の一部が改正されるとともに、建築物の基礎、主要構造部等に
使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は
日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件等の一部を改正する
件（平成 29 年国土交通省告示第 888 号。以下「整備告示」という。）を平成
29 年９月 29 日に公布し、建築士法に基づく関係告示及び建築基準法（昭和
25 年法律第 201 号）に基づく関係告示等についても一部が改正され、これ
らについても平成 31 年４月１日より施行されることとなった。
ついては、改正法による改正後の建築士法並びに整備告示による改正後の
建築士法に基づく関係告示及び建築基準法に基づく関係告示等の運用につ
いて下記のとおり通知する。
貴職におかれては、貴管内の特定行政庁及び貴都道府県知事指定の都道府
県指定試験機関その他の各関係機関に対しても、この旨周知方お願いする。
なお、国土交通大臣指定の中央指定試験機関その他の各関係機関に対して
も、この旨通知していることを申し添える。
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記
１．建築基準法に基づく関係告示等の一部改正について（整備告示第１条、
第７条及び第８条関係）
改正法により、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）における大学の新
たな類型として「専門職大学」が、短期大学の新たな類型として「専門職
短期大学」が制度化されることとなった。専門職大学は前期課程及び後期
課程に区分することができることとされ、当該前期課程を修了した者は短
期大学を卒業した者と同等の教育水準を達成することとされている。
以下の告示においては、品質管理推進責任者の要件並びに登録特定建築
物調査員講習、登録建築設備検査員講習、登録防火設備検査員講習、登録
昇降機等検査員講習及び建築物石綿含有建材調査者講習の受講資格（以下
「講習受講資格」という。）として、それぞれ短期大学の卒業者が位置付
けられている。
・建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材
料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術
的基準を定める件（平成 12 年建設省告示第 1446 号）
・建築基準法施行規則の規定により建築に関する知識及び経験を有する
者として国土交通大臣が定める者を指定する件（平成 28 年国土交通省
告示第 700 号）
・建築物石綿含有建材調査者講習登録規程（平成 25 年国土交通省告示第
748 号）
専門職大学又は専門職短期大学を卒業した者については、それぞれ大学、
短期大学を卒業した者に当然に含まれることとなる一方で、専門職大学の
前期課程を修了した者は、各告示に規定する「卒業した者」ではないこと
から、今般の整備告示において、専門職大学の前期課程を修了した者を、
短期大学を卒業した者と同様に取り扱うために、必要な改正を行った。
なお、講習受講資格については、短期大学を卒業した者と同様に、専門
職大学の３年の前期課程（夜間課程を除く。）を修了した者と、３年の前
期課程（夜間課程に限る。）又は２年の前期課程を修了した者で、必要な
実務経験が異なるため十分留意されたい。
２．建築士法及び同法に基づく関係告示の一部改正について
（１）専門職大学の前期課程を修了した者の取扱いについて（改正法附則第
16 条及び整備告示第６条関係）
改正法により専門職大学及び専門職短期大学が制度化されることとな
ったことに伴い、１．と同様に、一級建築士試験並びに二級建築士試験及
び木造建築士試験の受験資格についても、専門職大学の前期課程を修了し
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た者を、短期大学を卒業した者と同様に取り扱うため、以下の規定につい
て必要な改正を行った。
・建築士法第 14 条第２号及び第３号並びに第 15 条第１号
・建築士法第十四条第一号から第四号までと同等以上の知識及び技能を
有する者を定める件（平成 20 年国土交通省告示第 745 号）
なお、別紙の表のとおり、今般の改正による改正後の一級建築士試験並
びに二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格を整理したため、適宜
参考とされたい。
（２）単位の計算方法について（整備告示第２条から第５条まで関係）
以下の告示においては、それぞれ建築士法第 14 条第１号から第３号ま
で及び第 15 条第１号に規定する国土交通大臣の指定する科目及び単位の
計算方法を定めている。
・建築士法第十四条第一号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目
を定める件（平成 20 年国土交通省告示第 740 号）
・建築士法第十四条第二号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目
を定める件（平成 20 年国土交通省告示第 741 号）
・建築士法第十四条第三号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目
を定める件（平成 20 年国土交通省告示第 742 号）
・建築士法第十五条第一号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目
を定める件（平成 20 年国土交通省告示第 743 号）
これまで大学を卒業した者については大学設置基準（昭和 31 年文部省
令第 28 号）、短期大学を卒業した者については短期大学設置基準（昭和
50 年文部省令第 21 号）の規定の例によることとしていたが、今般の改
正を踏まえ、単位の計算方法についても、専門職大学の場合は専門職大
学設置基準（平成 29 年文部科学省令第 33 号）、専門職短期大学の場合は
専門職短期大学設置基準（平成 29 年文部科学省令第 34 号）の規定の例
に、それぞれよることとするための規定を追加した。
（３）建築士法第 15 条第３号の規定に基づく都道府県規則等の改正につい
て
二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、建築士法
第 15 条第３号の規定に基づき、都道府県知事が同条第１号及び第２号に
掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者についても認め
られている。同条第３号に基づき、各都道府県の規則等において短期大
学を卒業した者を定めている場合には、今般の改正の趣旨を踏まえて、
当該規則等を改正し、これに相当する専門職大学の前期課程を修了した
者を受験資格に位置付ける等の必要な対応をされたい。
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なお、二級建築士試験及び木造建築士試験の受験を志望する者の進路
選択等の観点から、改正法及び整備告示の施行（平成 31 年４月１日）の
一年前には関係法令の整備を終えることが望ましいと考えられるため、
当該規則等の改正は可能な限り平成 29 年度中に行っていただくようお願
いする。
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（別紙）
一級建築士試験並びに二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格の整理

60 単位
（740 号告示）

50 単位
（741 号告示）

40 単位
（742 号告示）

二級建築士試験
木造建築士試験
の受験資格
40 単位
（743 号告示）

大学（４年） 卒業

実務２年
（法第 14 条１号）

実務３年
（745 号告示１号）

実務４年
（745 号告示２号）

実務なし
（法 15 条１号）

専門職大学（４年） 卒
業

実務２年
（法第 14 条１号）

実務３年
（745 号告示１号）

実務４年
（745 号告示２号）

実務なし
（法 15 条１号）

実務３年
（法 14 条２号）

実務４年
（745 号告示３号）

実務なし
（法 15 条１号）

実務３年
（法 14 条２号）

実務４年
（745 号告示３号）

実務なし
（法 15 条１号）

実務３年
（法 14 条２号）

実務４年
（745 号告示３号）

実務なし
（法 15 条１号）

実務４年
（法 14 条３号）

実務なし
（法 15 条１号）

実務４年
（法 14 条３号）

実務なし
（法 15 条１号）

専門職大学の３年の
前期課程（夜間課程）
修了

実務４年
（法 14 条３号）

実務なし
（法 15 条１号）

修業年限が２年の短期
大学 卒業

実務４年
（法 14 条３号）

実務なし
（法 15 条１号）

実務４年
（法 14 条３号）

実務なし
（法 15 条１号）

実務４年
（法 14 条３号）

実務なし
（法 15 条１号）

一級建築士試験の受験資格

修業年限が３年の短期
大学（夜間課程を除
く。 ） 卒業
修業年限が３年の専門
職短期大学（夜間課程
を除く。） 卒業

―

専門職大学の３年の
前期課程（夜間課程を
除く。） 修了
修業年限が３年の短期
大学（夜間課程） 卒業
修業年限が３年の専門
職短期大学（夜間課
程） 卒業

修業年限が２年の専門
職短期大学 卒業
専門職大学の２年の
前期課程 修了

―

―

―

―

【凡例】
下線なし：改正前の規定
下線付き：改正せずに当然に位置付けられるもの
二重下線＋太字：改正法・整備告示により位置付けられたもの
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＜月

⃝10月３日

間

行

事＞

岸田先生を支援する会
広島県建築士事務所政経研究会臨時役員会

平成29年10月１日～平成29年10月31日
25名参加

⃝10月４日

広島県消費生活課建築相談

⃝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

ゆざき知事を囲む県政懇談勉強会
第41回建築士事務所全国大会

⃝10月11日

既存住宅状況調査技術者講習（新規）

⃝10月12日

総務渉外委員会

⃝10月13日

ひろしま住まいづくりコンクール2017審査会
住宅委員会

⃝10月14日

建築物耐震診断等評価委員会

⃝10月16日

 会員 元廣清志様（㈲元廣建築設計事務所
正
い弔意を表しました。

⃝10月17日

情報・編集委員会

⃝10月18日

既存住宅状況調査技術者講習（移行）

於：建築サロン

⃝10月20日

ひろしま住生活月間実行委員会運営委員会
業務委員会
三役会

於：広島県庁

⃝10月22日

第１回異業種合同釣り大会

⃝10月23日

賛助会員部会

⃝10月24日

技術委員会
廿日市市空き家対策委員会

⃝10月25日

マンション改修セミナー（防水工事勉強会）
マンション計画修繕部会

⃝10月28日

広島市住宅相談
建築物耐震診断等評価委員会

⃝10月29日

建築物耐震診断等評価委員会
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於：広島県生活センター

苗村住宅委員出席

村田理事・倉田理事・福山理事出席
於：ホテルグランヴィア広島
小西会長出席
於：和歌山県民文化会館
小西会長他22名参加
於：建築サロン

８名出席

於：広島県庁

衣笠副会長出席

代表取締役）の御母堂様のご逝去に伴

７名出席
事務局大木主任出席

雨天中止

於：廿日市市役所

河原専務理事出席

於：長崎塗装店会議室

25名参加

於：牛田住宅情報スクエア 立石指導委員長出席

＜今後の行事予定＞
○１１月８日

広島県との意見交換会

○１１月１７日

三役会・地域理事会（福山）

於：福山ニューキャッスルホテル

○１１月２２日

第８回建築士事務所とつくるこだわりの建築展

於：紙屋町シャレオ中央広場

○１１月２８日

管理建築士講習

○１１月３０日

広島市との意見交換会

○１２月１２日

相談役会

○１２月１６日

顧問懇談会

○１２月２１日

マンション改修セミナー（給排水工事勉強会）
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－１０年のあゆみ④－
８月号より連載中の法人設立40周年記念－10年のあゆみ－。
今月号は平成25年度と平成26年度を振り返っていきます。

平成25年度
月日

行

事

月日

4. 1 一般社団法人化
開会式

会場/リーガロイヤルホテル広島

直井会長出席

5.13 一級建築士を目指す若手技術者のためのセミナー

会場/リーガロイヤルホテル広島
.27

会場/広島城周辺

参加者/2名

11. 6 適合証明技術者業務の研修会

会場/総合資格学院
会場/建築サロン 参加者/広島県5名、
協会9名

会場/広島県立総合体育館中会議室 参加者/21名
11.18 地域理事会、
見学会
会場/福山ニューキャッスルホテル、鞆の浦 参加者/24名

5.24 広島ガス
「住まいがステキフェア2013」
会場/県立産業会館

参加者/28名

（ひろしま住生活月間イベント）
10.26 ひろしまフードフェスティバル

5.20 広島県とのプロポーザルに関する協議

.25

事

10.19 顧問懇談会

4.19 第２６回全国菓子大博覧会・広島

.20

行

参加/住宅委員会

11.22 賛助会員による正会員向けPRセミナー

5.31 （一社）広島県建築士事務所協会

定時総会

JEF鋼板㈱・㈱ダイフレックス・㈱サムシング

広島県建築士事務所政経研究会

通常総会

会場/広島商工会議所

11.23 平成25年度日事連建築賞国土交通大臣賞受賞記念

賛助会員部会事業報告会
会場/リーガロイヤルホテル広島

「Peanuts」見学会

参加者/243名

会場/つくし保育園（福山市） 参加者/37名

6.11 安佐南消防署見学会
会場/広島市安佐南消防署

参加者/36名

12. 2 （一社）広島県建築士事務所協会相談役会
会場/広島パシフィックホテル 参加者/12名

6.19 「木造住宅の耐震診断・耐震改修設計」講習会
会場/広島市まちづくり市民交流プラザ 参加者/42名

12. 4 「実務者のための工事監理ガイドラインの運用解説」講習会

6.22 岸田文雄外務大臣就任を祝う会

会場/建築サロン 参加者/26名

会場/リーガロイヤルホテル広島

12. 5 日事連全国会長会議・政経フォーラム
会場/銀座東武ホテル 参加者/村田会長、桺専務理事

参加者/村田会長、
小西政研会長他1名
6.28 （一社）公共建築協会 新営予算単価と設計料算定説明会

12.18 出前講座（ひろしま住まいづくり支援ネットワーク）

会場/広島県立総合体育館

会場/緑井学区集会所

7. 8 協会役員、
常任委員会委員長と賛助会員との懇親会
7.31 「木造住宅の耐震診断・耐震改修設計」講習会

会場/建築サロン
1.10 （一社）広島県建築士事務所協会新年互礼会

会場/福山市市民参画センター 参加者/20名
8. 9 第37回建築士事務所全国大会（三重大会）

会場/リーガロイヤルホテル広島
会場/広島商工会議所

会場/広島工業大学広島校舎

前田圭介氏受賞

会場/広島国際大学呉キャンパス 参加者/14名

会場/エソール広島
3. 7 第31回協会親睦ボウリング大会
会場/ヒロデンボウル 参加者/70名

9.12 「木造住宅の耐震診断・耐震改修設計」講習会
会場/三次きんさいセンター 参加者/12名
9.28 中国新聞社主催「すまいる博2013」
会場/広島県立総合体育館
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参加者/2名

参加者/65名

建築士事務所登録手続き説明会
2.19 建築士法の制度解説、

8.28 「木造住宅の耐震診断・耐震改修設計」講習会

.29

参加者/45名

2.15 「建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説」DVD講習会

会場/三重県立サンアリーナ
UID一級建築士事務所

参加者/174名

2.12 「実例に学ぶ建築士事務所のトラブル予防」研修会

会場/三重県立サンアリーナ 参加者/21名
国土交通大臣賞授賞式

講師/川西理事

12.22 第200回建築物耐震診断等評価委員会

会場/広島パシフィックホテル 参加者/57名

平成25年度日事連建築賞

参加者/28名

3.9

広島市住まいづくりセミナー
会場/広島市まちづくり市民交流プラザ

平成26年度
月日

行

事

月日

4.15 ひろしま住宅・建築フェスティバル2014実行委員会会議

会場/帝国ホテル 参加者/14名

4.17 広島県入札制度説明会

平成26年度日事連建築賞

会場/建築サロン
会場/広島商工会議所 参加者/直井名誉会長理事他
5.19 <入社1～3年目の方への>すぐに役立つビジネスマナー講座
会場/建築サロン 参加者/10名

河口佳介+K2-DESIGN

会場/県立産業会館東展示館

河口佳介氏受賞

10. 4 住まいる博（ひろしま住まいづくり支援ネットワークより住宅相談員の派遣）
. 5

会場/広島県立総合体育館 参加者/長尾・髙田住宅委員

10. 7 木造住宅耐震セミナー2014

5.23 広島ガス住まいがステキフェア2014

会場/福山市市民参画センター 参加者/16名
参加者/4名

5.29 （一社）広島県建築士事務所協会
広島県建築士事務所政経研究会

10.11 スーパーハウジングフェアin広島

定時総会・懇親会
通常総会

賛助会員部会事業報告会
参加者/113名

10.11 ひろしま住宅・建築フェスティバル2014
会場/広島産業会館西展示館

来場者/4050名

10.21 木造住宅耐震セミナー2014

6.26 （一社）公共建築協会 新営予算単価と設計料算定説明会
会場/広島商工会議所

合同記念式典

会場/リーガロイヤルホテル広島
.12

会場/リーガロイヤルホテル広島

会場/呉市広市民センター 参加者/21名
10.25 顧問懇談会

6.27 広島県安全安心マネジメント推進協議会
会場/広島県庁

会場/リーガロイヤルホテル広島

参加者/24名

10.27 木造住宅耐震セミナー2014

7. 7 協会役員、委員長と賛助会員による意見交換会及び懇親会
会場/広島国際ホテル 参加者/55名

会場/広島市まちづくり市民交流プラザ 参加者/29名
11. 7 （一社）日本建築構造技術者協会中国支部法人化25周年記念・講演会

7.10 （一社）公共建築協会 建築物解体工事共通仕様書講習会
会場/広島商工会議所

参加者/53名

会場/広島県立総合体育館
11.17 地域理事会・見学会

7.23 日事連中四国ブロック協議会
会場/ホテルニュータナカ
（山口市） 参加者/小西会長他

会場/魚信、
浄土寺（尾道市） 参加者/24名
12. 9 たてたいくん面談

7.31 第4回カープ応援交流会

会場/建築サロン

会場/マツダスタジアム 参加者/50名

1. 9 （一社）広島県建築士事務所協会新年互礼会

8.20 平成26年8月豪雨による広島市土砂災害
適合証明技術者業務講習・既存住宅現況検査技術者講習
会場/広島商工会議所

会場/リーガロイヤルホテル広島

参加者/190名

2.16 山木靖雄先生を励ます会

参加者/118名

8.26 被災住宅及び建築物の復旧等に関する建築相談窓口
～
10.20

奨励賞表彰式

会場/帝国ホテル

5. 8 建設業の諸課題に関する広島市との勉強会

.24

事

10. 3 建築士事務所全国大会

会場/建築サロン

.24

行

会場/広島パシフィックホテル 参加者/70名
2.25 定期提出書類（公益目的支出計画実施報告書等）に係る研修会

場所/安佐南区役所、
安佐北区役所及び被災地現地

会場/広島県庁
3. 1 第10回広島市住まいづくりセミナー

8.28 適合証明技術者業務講習・既存住宅現況検査技術者講習追加講習
会場/建築サロン 参加者/20名

会場/広島市まちづくり市民交流プラザ 参加者/101名
3.13 第32回協会親睦ボウリング大会

9.10 賛助会員PRセミナー
共同カイテック㈱・石﨑本店㈱・YKK AP㈱

会場/ヒロデンボウル 参加者/86名
3.18 第8回正会員向けPRセミナー
（賛助会員部会）

会場/RCC文化センター 参加者/14名
9.18 石﨑本店見学会（日本建築積算協会との共催）
会場/石﨑本店

参加者/10名

会場/福山市市民参画センター 参加者/29名
3.24 入社1～3年目の方へのすぐに役立つﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ講座
.26

会場/建築サロン 参加者/24名
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青年部
だより
福山大学

びんご建築女子主催

「子ども建築模型教室

ミニチュアハウスを作ろう！！」
開催日時：平成２９年８月９日（水）
１０：００～１６：００
開催場所：福山大学工学部棟２階製図室
インタビュー：渋谷和正、熊野弘伸
写真 大木一郎

福山大学工学部の「びんご建築女子」による子ども建築模型教室が開催されるということで、８月
９日に会場を訪ねてみました。
リーダー和田有希子さんへのインタビュー
Ｑ．申し込み状況は？
Ａ．３２人応募があり抽選を行いました。
１５人定員に対して、１８人を決めました。
内訳は男の子５人、女の子１３人です。
Ｑ．びんご建築女子はいつ頃出来たのですか？
Ａ． 建築女子は３年前の平成２７年に発足し、現在４３
人が在籍しています。
（学生４１人・先生２人）

リーダーの和田さんと青年部の渋谷

 発足の動機は、建築学科に女子が少ないため、学生のうちに、ネットワークを作っておいて、将
来、子育てのときなど、お互いに助け合える仲間を作りたかったということで始まりました。
Ｑ．びんご建築女子参加状況は？
Ａ．毎年入学してきた１年生の女子に声をかけて、今のところ全員入ってくれています。今日は、そ
のうちの１３人が参加。主に３年生で子ども向け教室を企画運営しています。
Ｑ．男子学生からの問い合わせはありませんか？
Ａ． ほとんどない で す。 カメ ラ マン 等 の お手 伝 い
を、こちらからお願いする事はあります。
Ｑ． 今までの活動と、今回の活動について教えてく
ださい。
Ａ． 今までは卒業生による講演会などが多かったで
す。そういう意味では、新しい試みとして今回は
１回目のミニチュアハウスづくりとなります。
 子ども達に、スマホやゲーム以外にも楽しい事
があるのを知ってほしいし、建築をもっと知って
もらいたいという想いから始めました。
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屋根の角度を教えるびんご建築女子

Ｑ．準備で大変だった事は？
Ａ．みんなやりたいことが違っていたので、意見をまとめるのが大変でした。
 今までと違った事は、先生の助言もあって、中学生より小学生の方が大学生にとって教えやすい
のではないか、というアドバイスを受けたことです。
 私自身がミニチュアハウスを子どもの頃に作ってみたかったという気持ちを、子ども達にも伝え
たかったです。
Ｑ．行事案内の方法は？
Ａ． 近隣の小学校にはチラシを配布、大学のホーム
ページや中国新聞にも掲載、学長室ブログにも案内
を載せてもらいました。
Ｑ．準備中に大変だったことは？
Ａ． 授業の課題の合間に準備するのが大変だったで
す。けれども、そんな中、みんなの助けがあって良
かったです。

屋根や壁、敷地に色を塗っていきます

製作終了後の子ども達の発表内容をまとめました。
佐々木先生：頑張ったところ、工夫したところを説明
してください。
・プール・芝生・魚が泳ぐ池をつくった。
・兄と寝られる本棚（ベッドにもなる）をつくった。
・頑張って色を塗った。
・テレビを作った。（準備アイテムには無い）
・天窓は夜のお風呂から星空が見える。

温かく作業を見守るびんご建築女子

・窓にカーテンをつけた。
・ハンモックをつけたり、パラソルがある家にした。
・扉をハート型にした。
・床を２色でカラフルにした。

ハート型の扉の発想がスゴイ

お風呂から星空が見える天窓を作ったよ
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佐々木先生から子どもたちにメッセージ
大事にしたいものをよく考えて作る事が大切で
す。夏休みの宿題などで提出するときは、模型を展
示するだけでは、皆さんが何を作りたかったのか見
てくださる方には伝わりません。皆さんが今日最初
に作った設計図と合わせて説明する事で、皆さんが
何を作りたかったのかが見ている人にも伝わります。
是非、設計図と一緒に提出してください。
みんな楽しめてよかったね

先生「今日、楽しめた人！」の問いに、子ども達、
全員挙手！
先生「帰ってからもまだ作れるので、しっかり作り
こんでくださいね。」
「将来、建築を目指してくれたらいいな」
最後に、子ども達全員、びんご建築女子のお姉さ
んたちに向かって一斉に「ありがとうございまし
た！」

佐々木准教授の説明はわかりやすかったです

達成感と満足感で皆さん満面の笑顔です

参加者へのインタビュー１
のどかちゃん（５年生）
Ｑ．工夫した点は？
Ａ．窓の小口にも色を塗ったこと、壁に布を貼った
こと、池の周りの石を発泡スチロールで作ったこ
と
普段からレゴブロックで家づくりを経験
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付き添いの父兄に質問
Ｑ．このイベントをどのように知りましたか？
Ａ．新聞記事を見て知りました。
 子どもが将来建築士になりたいと言っていて、普段から家の中でも、レゴブロックなどで家の中
や外を考える事を楽しんでいます。
Ｑ．今日の子どもさんを見てどう感じたか？
Ａ．長時間でも集中していました。来年も参加させてあげたいです。

参加者へのインタビュー２
ひろとくん（３年生）お姉ちゃん（５年生）と一緒
に参加

付添い：お母さん

Ｑ．工夫した点は？
Ａ．プールのあるところ
お母さんへのインタビュー
Ｑ．今日一日どうでしたか？
Ａ． 物を作るのは普段から好きな子なので、また来
てみたいです。

家づくりの時の子どもの集中力に感心しました

 普段からものづくりには興味があって、ノーマ
ルの（専用キットでない）レゴブロックで家を造ったりしています。
 福山大学では毎年こども向け教室が開催されているのでいつも参加しています。以前は科学教室
などがあって、それにも参加していました。
Ｑ．長時間集中されている子どもさんを見てどう感じましたか？
Ａ．今回のミニチュアハウス作りは、長時間の教室なので、子どもの集中力が最後までもつかどうか
心配でしたが、親からは口出ししないように見守っていました。けれども、お昼ご飯のときに、子
どものほうから、あれこれ説明してくれたし、ご飯を急いで食べて、部屋に戻って休む間もなく続
きを作っていたところから、楽しかったのだと思います。

今回、大活躍した「自分ものさし」
30分の１の大きさの自分を使えば、
通路の幅や家具の配置も簡単！

ドリームハウス完成までがんばれ！
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びんごドリームタウン（仮称）のメインストリート

担当された佐々木准教授とびんご建築女子

この度は、福山大学様、佐々木伸子准教授、びんご建築女子の皆様、受講されたお子さんたちのご
協力のもとで取材を終えることができました。ありがとうございました。取材する我々もいい刺激を
受けることができ、「元気なお子さんたち」と「びんご建築女子」から元気とエネルギーをたくさん
もらえました。企画から運営まで長い時間と大変な努力があったと聞いております。お疲れさまでし
た。そして次の機会がありましたら、取材をさせてくださいとお願いして会場を後にしました。
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渋谷

「びんご建築女子・子ども模型教室レポート」
築
子ども建 模型教室

１日のながれ
9:30
受付開始

家と自分の大きさを
理解することが大切

グループごとに自己紹介

模型の作り方の説明

今回は 1/30 の住宅をつくりました

これが 1/30 の
「自分ものさし」

10:00
あいさつ

グループごとに自己紹介
最初は緊張〜

2017 年 8 月 9 日

福山大学工学部建築学科の女子学生グループ「びんご建築女子」
が地域貢献活動として夏休みこども向け模型教室を開催しました。
子どものころから建築に親しんでもらおうと独自にキットを考案
し、夏休みの一日を使ってミニチュアハウス作りをしました。

自分ものさしを使って
通路の幅や
家具の配置を考えます
まず最初は「自分ものさし」のために写真撮影

10:15

設計で大切なのは
「大事にしたいこと（コンセプト）」
を決めること！

模型の作り方説明

10:30
佐々木先生のミニ講義
10:45
設計を考える

屋根と壁を組み立てる

11:30

コンセプトが決まったら
1/30 の家具をハサミで切り抜いて
配置して設計図をつくる！

模型づくり

子どもたちの
集中力はとてもすごい！

屋根や壁、敷地に色を塗る

って
ターを使
30 度カッ
る
切
を
具
家

12:00
お昼休けい
学食を体験

12:45
作業再開

完成！

13:20
家具作り
色塗り

15:00
発表タイム

す！

タイムで

発表
いよいよ

みんなの模型を並べると
1 つのカラフルな街みたい！

大事にしたいこと、
工夫したところ、
がんばったところを発表

集合写真撮影
16:00
終了

完成作品

みんな達成感

あふれる笑顔

です！

素敵な家がたくさんできました！

AAA広島 2017.11 17



 ＤＶＤ講習ᴾ

建築関連 㻯㻼㻰：２単位㻌


「総合図作成ガイドライン」解説講習会  
      

    



公益社団法人日本建築士会連合会では、平成  年  月の天井落下の問題を契機に、
「設計者・施工者の業務分担等に関する懇談
会」を設置し、
「設計者・施工者が作成する図書の責任」等について協議を開始し、
「総合図」に関する全国的なアンケート等も実施
しましたが、その結果、
「総合図」の作成について、関係者の認識が必ずしも共通化していないことが分かりました。
平成  年に本会が「設計と施工を結ぶ～新しい建築生産に対応した品質情報伝達の提案～」を発行して「総合図」の作成を提案した
時期から、工事内容は多様化、高度化している現状から、改めて「総合図」の考え方、ポイントなどを整理し、
「総合図作成のためのガ
イドライン」を作成して、より良い建築物を作り上げるために設計者、施工者、発注者等に提供をすることとしました。
この度、同ガイドラインがまとまりましたので、下記により講習会を開催いたします。
この機会に、設計者、施工者はもとより発注者の方々にも是非受講いただきますようお願い申し上げます。



．日 時   平成２９年１１月７日（火）１３：３０～１５：４０（受付１３：００～）
．会 場   広島県情報プラザ ２Ｆ 第１研修室（広島市中区千田町３－７－４７）
．定 員   ５０名（申込先着順、定員になり次第、締切ります）
．受講料    建築士会会員 ᵒᵊᵎᵎᵎ 円ᴾ 一般 ᵓᵊᵎᵎᵎ 円ᴾ （税、テキスト代ᴾ ᵑᵊᵐᵏᵖ 円含む）ᴾ 
．テキスト  「総合図作成のためのガイドライン」‒ ″４判カラー‣… 頁‒


テキスト編集・発行 公益社団法人日本建築士会連合会総合図作成のためのガイドライン編集部会    
編集部会委員構成：
顧 問   金子  宏（公社）日本建築士会連合会顧問鹿島建設㈱  
部会長   嘉納成男早稲田大学）
、 副部会長 伊藤 仁鹿島建設㈱
設計系幹事 清家正樹㈱三菱地所設計、施工系幹事 浜田晃司清水建設㈱
委員    浦江真人東洋大学、山田晶一・上田芳己㈱ＮＴＴファシリティーズ、
片岡幹夫㈱日建設計、輿  尉㈱日本設計、中島芳樹・山田英治㈱大林組、
大湾朝康・鈴木 崇・荒木真也鹿島建設㈱、三戸景資清水建設㈱、
池田宏俊・伊藤正比呂大成建設㈱、木谷宗一・稲垣秀人㈱竹中工務店
肥留川真二㈱関電工、橋本 晋高砂熱学工業㈱、
山中保教 公社 日本建築士会連合会


６．時間割【&8& 講習】
時間帯

科目

&8& 講師・所属

申込・問合せ先

：～：

ガイダンス





：～：

第１章 ガイドライン刊行の趣旨

嘉納成男 早稲田大学

：～：

第２章 建築生産における総合図の役割

清家正樹 三菱地所設計㈱



公社 広島県建築士会


：～：

第３章 総合図作成の流れ

浜田晃司 清水建設㈱

：～：

第４章 総合図作成の基本

荒木真也 鹿島建設㈱

：～：

第５章 建築用途別総合図作成事例

橋本 晋 高砂熱学工業㈱

：～：

第６章 展望と課題

嘉納成男 早稲田大学

：

閉会
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〒
   広島市中区千田町 
     広島県情報プラザ (


6'.：（代）
(#:：
'OCKN：KPHQ"MJKTQUJKOCQTLR

●受講の申込方法

①受講料を下記指定口座に入金
②下記の申込書に金融機関発行の払込金受領書のコピーを貼付して、広島県建築士会本部事務局へ (#:

【振込先】  広島銀行 大手町支店 普通３２７７７６３
         口座名  公益社団法人広島県建築士会
  ※振込手数料はご負担願います。
  ※納入された受講料の払戻しは致しません。但し、定員に達した後に入金された場合の受講料はお返しします。
  ※受講票は発行しません。直接、会場へお越しください。

【受講申込書】
「総合図作成ガイドライン」の解説 &8& 講習会  開催 

(#: 



ふりがな 

氏 名 
（日中に連絡可能な）

□ 会員        □ 一般
□ 本部賛助会員



電話番号

勤務先名

主たる業務

□設計 □監理 □ゼネコン □サブコン □行政
その他（                        ）

ＣＰＤ登録番号

※建築士会 %2& 制度、建築 %2& 情報提供制度、振興基金等の建築関連 %2& にご参加の方は、必ずご記入く
ださい。未記入の場合は、単位登録ができません。


払込受領書（ＡＴＭ利用明細書）貼付欄



【講習のお申込みに係る個人情報の取扱いについて】
受講申し込み者の個人データは個人情報の保護に関する法律及び関係法令等を遵守し、個人情報の保護に努めます。
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■建築関連ＣＰＤ制度
４単位

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。
●講習日一覧
日

★
★

いずれも

程

１３：３０～１８：００ （受付１３：００～）

会

10/ 4（水）

福

山

10/24（水）

広

島

11/29（水）

広

島

12/20（水）

広

島

1/10（水）

広

島

1/17（水）

広

島

場

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）

定 員
80名

各
60名

30年

★印は、『簡易評価法（仕様・簡易計算ルート）講習会』となります
●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

29年度

住宅省エネルギー

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。

設計技術者 講習会

主催：広島県木造住宅生産体制強化推進協議会

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。

http://www.shoene.org/

広島県木造住宅生産体制強化推進協議会 事務局
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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

施工技術者 講習会

主催：広島県木造住宅生産体制強化推進協議会

29年度

住宅省エネルギー

■建築関連ＣＰＤ制度
６単位
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。

■講習日一覧

いずれも９：３０～１７：００ （受付９：００～）

日 程

会

場

定 員

9/30（土）

広島大洲

株式会社スガノ
（広島市南区大州1-10-15）

10/15（日）

広島横川

広島県建労会館
（広島市西区横川新町8-12）

11/19（日）

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）

11/26（日）

福

山

広島建労第2地連芦品 松永支部
（福山市今津町2142-11）

12/ 9（土）

福

山

竹野木材株式会社
（福山市南松永町4-5-6）

12/17（日）
30年

1/27（土）

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

株式会社スガノ
（広島市南区大州1-10-15）

各
60名

■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

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。

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/

広島県木造住宅生産体制強化推進協議会 事務局

〒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
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共催



＆ᴾ



ᴾ
平成  年  月の省エネ基準適合義務化から約半年。
建築技術者にとって新しい分野ともいえるこの省エネ基準に対する工事監理の方法に

ついては、当社にも多くの質問が寄せられております。
本セミナーでは、それらのご質問にお答えするほか、省エネ基準の工事監理や完了検査
を受ける際の対応等について詳しくご説明いたします。
プログラム 㻝：㻌

「省エネ適合性判定の手続きの流れ」㻌
プログラム 㻞：㻌

「工事監理と完了検査のポイント」㻌
CPD 認定講座
［2 単位］
（申請中）

プログラム 㻟：㻌

「手続きＱ＆Ａ」㻌
①

②

ᵏᵏᵍᵏᵔ
ᵆ木ᵇ
ᵏᵏᵍᵐᵐᵆ水ᵇᴾ
㻌
ᴾ

注 両開催とも
原則同一内
容。連続セミ
ナーではあり
ません。

㻌

時間㻌 ：㻌 各回 㻝㻠㻦㻜㻜～㻝㻢㻦㻜㻜㻌
定員㻌 ：各回 㻝㻡 名㻌
㻌
会場㻌 ：㻌 日本ＥＲＩ㈱㻌 広島支店会議室㻌 （広島市中区八丁堀 㻝㻠㻙㻠㻙㻟㻲）㻌
㻌
参加費：㻌 無料㻌
お申込み方法

お問合せ先
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右記のいずれかの方法でお申し込みください。
① 裏面の参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸでお申込み
② 日本ＥＲＩまたはＥＲＩアカデミーのホームページからお申込み
日本ＥＲＩ㈱ 広島支店
担当：秋田・井前
TEL：082-211-5500
FAX：082-511-3113

日本ＥＲＩ株式会社

http://www.j-eri.co.jp/

株式会社ＥＲＩアカデミー

http://www.a-eri.co.jp/

日本ＥＲＩ（株）ᴾ 広島支店ᴾ 担当：秋田・井前ᴾ 宛ᴾ

ＦＡＸᴾ
送信先ᴾ

ＦＡＸ：ᵎᵖᵐᵋᵓᵏᵏᵋᵑᵏᵏᵑᴾ
日本ＥＲＩ(株) (株)ＥＲＩアカデミー 共催

「省エネ適合性判定における 工事監理＆完了検査」対応セミナー
参加申込書
開催日（必須）

(ＦＡＸ送信用)

□ ① 11 月 16 日(木)

（いずれか）

□ ② 11 月 22 日(水)

会 社 名
住

所
氏 名 （必須）

参加者①

T E L（必須）

F A X

E-mail（必須）

＠

氏 名 （必須）
参加者②

T E L（必須）

F A X

E-mail（必須）

＠
注 お申込み用紙が足りない場合、コピーしてお使いください。

--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--

【ᴾ セミナー会場のご案内ᴾ 】ᴾ
■ 会 場：日本 ERI㈱ 広島支店会議室
■ 住 所：広島市中区八丁堀 14-4-3F
◇広島電鉄 「八丁堀」 電停より徒歩１分

＊ ご来場の際は、公共交通機関のご利用をお願いいたします。
＊ 本セミナーは、日本建築士会連合会と日本建築家協会の継続職能
開発（CPD）の参加型研修プログラムです（申請中）。セミナーをすべ
て受講した方は、2 単位を取得できます。
＊ CPD 単位登録には、CPD 番号または建築士番号が必要となります。

【 個人情報の利用目的 】
お客様の個人情報は、セミナーに関するご案内・ダイレクトメールの発送等、当社や当社グループ会社のセミナーや講習会、これに付随する業務を行う
目的の範囲で利用させていただきます。
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シリーズ：日事連・建築士事務所賠償責任保険

3

事故事例講座

日事連・建築士事務所賠償責任保険

結露によりカビ発生
対象建築物
用

途：専用住宅（新築工事）

構

造：木造（枠組壁工法） 地上２階／地下１階建

延床面積：186.94㎡

事故の現象
竣工後5年経って、結露によりカビが発生、梁が腐食し、一部は欠損してしまった。

事故原因
天井断熱方式を採用しているにもかかわらず断熱層外側の通気を一切考慮していなかった。また暖房設備が
ガスストーブのため水蒸気が発生し、その空気が小屋裏にまわり、野地板の屋内面に大量の結露が発生し、
小屋裏および壁内部の構造材や仕上材が腐食してしまった。

補修内容と支払い保険金
小屋裏に通気口を設け、腐食した構造材や仕上げ材を交換した。
１．申告損害額 ： ４５０万円
２．認定損害額 ： ３９０万円
※改善・改良工事部分を否認した。
３．賠償責任額 ： ３９０万円（設計者責任１００％）
４．支払保険金 : 賠償責任額３９０万円－免責金額１０万円＝３８０万円

配慮すべきポイント
天井断熱方式を採用するのであれば、小屋裏に通気口を設ける等の対策が必要であった。結露を生じさせな
いようにするために、通気性・断熱性や気密性を十分検討して設計する必要がある。

3
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4

日事連・建築士事務所賠償責任保険

床にたわみ発生
対象建築物
用

途：デンタルクリニック[１階診療所、２階住宅] （新築工事）

構

造：木造（在来軸組工法） 地上２階建

延床面積：247.98㎡

事故の現象
竣工後1年3ヶ月ほど経って、2階リビングダイニングやベッドルームの床に最大20㎜のたわみが発生した。

事故原因
1階中央準備室上部の複数の大梁の梁せいが不足していたために事故が発生した。

補修内容と支払い保険金
梁を補強し、たわみを直した。
１．申告損害額 ： ２８０万円
２．認定損害額 ： １７０万円
※改善・改良部分は否認した。
３．賠償責任額 ： １１９万円（設計者責任７０％）
※施工者は梁せい不足を指摘できる立場にあったため責任を３０％とした。
４．支払保険金 ： 賠償責任額１１９万円－免責金額１０万円＝１０９万円

配慮すべきポイント
木造の梁においても、構造計算や汎用されている断面表等を参考にして、構造上の安全性を確認する必要
がある。

4
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［取り扱い工種］
鉄骨工事（柱脚販売/施工代理店）
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営業責任者
住
所
（本部直通）
U R L
E-Mail

藤 井 信 裕
〒732-0048 広島市東区山根町24-20
TEL：0948-62-2828 FAX：0948-62-2877
h t t p: //kajim a-g .e cgo.j p
kajim a-is @ ear t h .o c n . n e.j p

年賀広告募集
平成 2 9 年 11 月

各

位
一般社団法人

広島県建築士事務所協会
長

小

西

郁

吉

情報・編集委員長

戸

梶

好

喜

会

年賀広告掲載のお願い
拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、本会の事業推進に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、本会が毎月発行しております月刊「建築士事務所協会」誌は、会員はもとより広島県内
の建築関係各方面に広くお届けするもので、建築界の近況を紹介すると同時に、建築設計監理業
者の情報誌として親しまれております。
毎年１月号で掲載しております年賀広告は、ご協賛いただきました数多くの方々からご好評を
承り、予期以上の成果をおさめております。
つきましては、今回も別記要領にて年賀広告を募集いたします。
ぜひ年賀広告の掲載に、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
敬

具

AAA広島 2017.11 27

格

Ａ４版

発

行

平成30年１月号（１月10日頃発行予定）

▲

規

▲
▲

年

掲載原稿

▲

賀

掲

載

料

広
▲

告

支払方法

募
集

▲

申込方法

約15頁（１マスあたり縦7.8㎝×横5.4㎝）

たて書き、よこ書き自由
枠内に収まるようにお願い致します
3,240円（消費税含む）
⎧なお、掲載料は申込みと同時にお払込み下さい。
⎫
⎜
⎜
⎩掲載後お支払いの場合は、その旨申込書にお書き添え下さい。
⎭

要

銀行振込又は現金持参
⎧振込先銀行・振込先 広島銀行 八丁堀支店 ⎫
⎜
⎜
⎜振込口座名・普通預金口座 １０１９２７４⎜
⎜
⎜
（一社）広島県建築士事務所協会
⎩
⎭
所定の申込書に各々記入の上申込先へ
（なお、担当者名も必ずご記入下さるようお願いします。）
12月８日（金）まで（記載原稿添付のこと）

申

先

一般社団法人 広島県建築士事務所協会
広島市中区八丁堀5－23 オガワビル2Ｆ
TEL（082）221－0600 FAX（082）221－8400

考

編集方法ならびに掲載順序についてはご一任願います。

▲

項

申込締切

▲

込

平成

＊備

原 稿 記 入 欄

年１月号・年賀広告掲載申込書

30

（名

称）

会員・会員外

（所 在 地）
（電
（郵便番号）

（担 当 者）

（請 求 書） 要・不要

〈図案例（
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）を使用〉

話）

（ＦＡＸ）

課

（氏

名）

印

（支払い） 申込み後・掲載後

※特殊な図案の場合は、事務局までご相談下さい。

〈例１〉

〈例２〉

輝かしい新春を迎え
謹んで皆様のご多幸を
お祈り申し上げます

平成30年

平成30年

元旦

〈例３〉

元旦

〈例４〉

平成三十年元旦

平成三十年
元旦
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法律に関するトラブル
困ってませんか？
あなたの事務所のリスク管理を協会が支援します！

建築士事務所のための法律相談窓口
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。

弁護士と面談までの手順～手続き簡単～
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≫
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。
① 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。
② 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必要あ
りません。
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正会員の皆様

エスケー化研株式会社
広島支店

色彩セミナー開催のご案内

CPD

≪環境色彩

＆

最新の仕上材情報≫

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、
有難く厚く御礼申し上げます。
今、国内では「観光先進国」の実現に向けて建築意匠の転機であり、環境色彩の在り方も
大変注目されています。本セミナーでは、長年に亘る建築業界の動向と経験に基づいた
講師から、机上論でない建築色彩計画における留意事項等をお伝えいたします。
また、最新の建築内外装における色彩や素材のトレンド情報も併せてご紹介いたします。
ご多用中のところ恐縮でございますが、皆様の建築計画の一助になればと存じますの
で万障お繰り合わせのうえご出席くださるようご案内申し上げます。
謹白

〔日時〕平成29年12月6日（水）
15:00～17:40
（14:30より受付開始）

1 建築色彩の変遷
色彩を塗装材の変遷と社会背景

2 環境色彩における留意事項
〔会場〕ＲＣＣ文化センター

色彩選定時のポイント

広島市中区橋本町５ー１１

3 最新の色彩・素材、トレンド情報

７階（７ー３４号室）

最新の建築施設等から、
今後求められる色材傾向。

Tel：082-222-2277
〔参加費〕無料

その他 展示品
左官材、木シート建材等

FAX 082-943-5036
申込先 ：
締 切 ：

お申込みは、ＦＡＸにてお願いします。

エスケー化研㈱広島支店 塚本 宛
TEL 082-943-5043 FAX 082-943-5036
平成29年11月17日（金）迄に、お申込みください。
※尚、定員になり次第締め切らせていただきます
※同じ会社で複数名でご来場の場合は１名様づつお申込み下さい。

① 会社名・部署名
② ご住所
③ お名前
④ TEL
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第147回
株式会社ＮＴＴファシリティーズ中国支店
長谷川

恒

・仕事をするにあたって心掛けていること（ポリシー）：
クライアントと施工者が共に「もう一度一緒にやりたい」と思ってもらえる仕事をすること
・好きな建築家：ジュゼッペ・テラーニ
こ ほうあん
・好きな建物：大徳寺 孤篷庵

入社以来、東京と関西を行ったり来たりでしたが、４年前に念願の生まれ育った広島に着任しまし
た。これまでオフィス、集合住宅、学校などを設計してきましたが、広島に来て初めて病院を設計す
るなど、良いご縁にも恵まれました。広島には四半世紀ぶりに戻ってきましたが、街に住みながら、
街が新しくなる良さと、街が変わらない良さの両方に少しでも貢献できればと思う今日この頃です。
私は基本的にはお酒があまり飲めず、詳しくはないのですが、お酒の場でのリラックスした雰囲気
や高揚感は生活に欠かせないものと思っています。今日は毎年10月の酒祭りでも有名な西条の街を訪
ねた時のことを皆さんにお伝えしたいと思います。
皆さんも日本有数の酒所である西条は、酒祭り等で何度も行かれたことがあるかと思いますが、こ
の度はお酒が強くない方やお子さんでも楽しめる「酒の西条」を探してみました。
まずは、賀茂泉酒造の「酒泉館」。昭和４年に建てられた洋館ですが、現在は賀茂泉酒造のお酒や酒
まんじゅう、お酒の仕込み水で入れるコーヒーなどが楽しめる喫茶＆資料館となっています。喫茶室
は広くはありませんが、木彫の内装と家具がおしゃれに調和されており、伝統的な西条の酒蔵が居並
しょうしゃ

ぶ中、まさに “瀟 洒な” 空間となっています。少量で飲みやすい利き酒的なメニューもあり、お酒の弱
い私でもいろいろなお酒の違いを楽しむことが出来ました。

昼食は賀茂鶴酒造のレストラン「仏蘭西屋」で「美酒鍋」をいただきました。建物の外観は瓦屋根
に外壁は漆喰、杉板鎧張り、木格子窓の和風で周辺の景観にも調和したものとなっていますが、内部
は１階が洋食レストラン、２階が和風レストランとなっており、２階は美しい木造調弦梁がレストラ
ン全体を無柱で特徴的な空間にしています。今回は２階の和風レストランで有名な「美酒鍋」をいた
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だきました。肉、野菜ともお酒のアルコールは抜けて、うまみだけが残されており、お酒が苦手な方
でもお酒料理の醍醐味が楽しめる料理でした。

続いて入ったのは、カフェ「トレカサ」。築100年以上の古民家をカフェとして改装して、2015年に
オープンしたお店です。内観は古民家の木材をなるべくのこしつつも、シンプルな内装でまとめら
れ、品の良いインテリアが調和している落ち着きと温かみのある空間となっています。いただいの
は、お酒のジュレをふんだんに使ったシフォンケーキ。お酒のかすかな香りと柑橘系のほのかな酸味
がシフォンケーキにとてもあい、甘いものが苦手な方でも食べやすいケーキでした。

最後に訪れたのは、「ココロン」というパン屋さんです。民家の一角を店舗としている本当に小さな
お店ですが、私が訪れた週末の午後はお客さんがいっぱいで、身動きが取れないほど。この日は「甘
酒あんパン」「甘酒豆パン」を購入して帰りの電車の中でいただきましたが、歩いて疲れた体に甘酒の
上品な甘みが心地よい、健康にも、美容にも良さそうな一品でした。

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。
AAA広島 2017.11 37

「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

第80回

エールビール

広島工業大学 工学部 建築工学科

清水

斉

仕事をするにあたって心掛けていること
（ポリシー）
：全力で取り組む
好きな芸術家：フランク・ステラ
趣味：シーカヤック、ハイキング

私は食べるのも飲むのも好きである。甘党でもあり辛党でもあるが、少し辛党に傾いていると思
う。ビール・酒・ワイン・ウイスキーと、何でも好きである。その中でも、最近のお気に入りはビー
ルである。少し前までは、一杯目はビール、次は酒、そしてウイスキーと、いわゆるチャンポン、酒
のはしごが常であったが、これは飲みすぎの元で次の日が大変である。ということで、飲むのはビー
ルと決めて飲んでいるのだが、ビールはすぐに腹が膨れて何杯も飲めない。こうなってくると出来る
だけうまいビールを飲みたいと思うようになって来る。
６年前にロンドンで開催された国際学会に出席した際、街角の名も知れないパブで飲んだ生ビール
につかまってしまった。ビールのおいしさは、一般には味、香り、色等で表現されるが、私にとって
は、心地良く酔えることである。ビールというとドイツのイメージ
が強いが、イギリスもビール大国である。ビールにも色々種類があ
るが、大別すると２種類に分けられる。ドイツはラガーといわれる
ビールが主流で、イギリスではエールと言われるビールが主流であ
る。ラガービールは爽快な味で、色に透明感がある。エールビール
は個性的な風味で、ラガーより色が濃い。発酵の仕方が違うらし
い。日本のメーカーが販売しているビールは、ほとんどがラガーで
ある。日本の夏は蒸し暑いので、爽快な味で、透明感のあるビール
が好まれるのだろう。確かに、１杯目に飲むビールとしては、賛成
である。しかし、何杯も飲めないビール、爽快感だけで１杯分を腹
に入れるのはもったいない。
日本では、イギリスの生ビールは飲めないのか？それも瓶生ではなく、樽生を飲めないのか？ロン
ドンから帰ってしばらくの間は、あきらめもあり、調査もしていなかったのだが、東京出張の折に、
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イギリスの樽生が飲める店を見
つけた。さすが東京だと思って
いたら、広島にもイギリスの樽
生が飲める店が数件あった。さ
すが広島である。真相は、アサ
ヒビール株式会社がバスペール
エールという名前のイギリスの
生ビールを樽で輸入していて、
比較的気軽に飲めるのである。
さすが日本である。ということ
で、「お気に入り」はこの樽生
バスペールエールである、それもお気に入りの店で飲む樽生ペールエールである。同じ酒でも注ぐ人
によって味が変わると言われるが、ビールについては実感している。同じ店でも注ぐ人指定である。
しかし、頻繁に通うわけには行かないのでどうするか。最近は、スーパーマーケットで瓶生バス
ペールエールが売っている。地ビールブームの中、エールビールも
数多く販売されている。近場では、宮島ビールがエールビールだ。
メーカーではサントリーがエールビールに力を入れている。家での
「お気に入り」は “プレモル香るエールの芳醇” である。季節限定
醸造で、この時期にしか飲めない、大切に飲んでいる。ただし、い
くら美味しいビールも、体調が良くなくては美味しく飲めない。昨
日飲んだ分ぐらいは体を動かして、今日のビールに備えようと心が
けている。ということで、みなさんもエールビールを試してみてく
ださい。

挿絵：清水 斉

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。
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（正会員）
１．代表者の変更
○㈱Ｕ建築設計事務所
新：代表取締役

栗原

旧：代表取締役

晋			

編

集

後

清水

惇

記

今年も残すところ2ヶ月を切り、秋も深まってきました。秋は実りの季節でもありますが、昨年に
続き強かったカープに引っ張られて広島の街も元気だったように感じました。残す2カ月もこの勢い
で乗り切りましょう。
さて、10月６日、「時を紡ぐ明日へと～歴史･文化･自然～」と題して第41回建築士事務所全国大会・
和歌山大会が開催されました。藤森照信さんの基調講演「歴史と文化と自然を活かした建築」に、木
造木質に知見の深いパネラー3名を加えたパネルディスカッション「木の国で語る」や木構造のゼネ
コン展示などもあり、木の国和歌山を印象付ける内容でした。中国山地を控える広島県の我々も木の
建築創りへの想いを新たに致しました。


門谷

一般社団法人

広島県建築士事務所協会

発行所

博英

担当理事

門谷

委 員 長

委

員

ＴＥＬ（082）221－0600

増本

泰成

和雄

中本

宗史

戸梶

好喜

中崎

隆之（賛助会員）

副委員長

熊野

弘伸（賛助会員）

桟敷

重和（賛助会員）

委

藤本

誠二

河原

直己

三好

明彦

長谷川彩子

伊藤

智宏

大木

員
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