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Topics：青年部だより 
　　　　「呉高専 空き家再生への取り組み」の
　　　　ご紹介 第二段（弾）



≪建物概要≫

≪設計概要≫
　インテリアショップにお勤めのO様ご夫婦。そんなO様の希望は “植物を楽しめる家 ”だった。そこ
で、バルコニーと室内との間にサンルームをつくり、マンションなのに “庭 ” のある家を計画した。サン
ルームの床はモルタル仕上げとすることで、バルコニーが広がって中に入ってきたような印象を与える。さ
らに、そこから差し込む光は植物を伸びのびと育て、ＬＤＫに開放感をもたらし、友人とワイワイ賑やかに
過ごすのが大好きなご主人のお気に入りの場所になっている。また、アクセサリー作家として活動する奥様
のサービスルームはガラス窓を用いて、ＬＤＫの繋がりを意識した。そうすることで、明るさのある場所で
作業しながら、子どもの様子をうかがえたり、植物を楽しんだりできるように。また、廊下はモルタル仕上
げで無機質に。ＬＤＫは光や無垢のフローリングで有機質に。家の中でメリハリをつけることで、リビン
グの広がりをより豊かに感じられるように計画した。一般的に庭は “外 ” である。外との繋がりを感じさせ
る、そんな庭という存在をマンションにもたらすことで、住み手の気持ちを内ではなく、外に向かわせるよ
うな日常が生まれるようにと思いを込めた。
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廊下のモルタル空間の無機質さと有機的なLDK空間との対比も面白い

設計者　奥河内　史明

冬は日差しを取り込む暖かいサンルームに。春夏は窓を開放するなど、植物が元気に育つための環境を整えた

サンルームからの光が入る開放的なLDK。キッチンはオーダーで製作一部、回転窓となっており、風も抜けるサービスルーム。サンルームの植物はLDKのどの位置からも見えて安らげる
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＜月　間　行　事＞

� 平成29年11月1日～平成29年11月30日　
⃝11月1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

⃝11月6日　　都市環境委員会

⃝11月8日　　広島県との意見交換会　　　　　　於：建築サロン� 広島県7名・協会12名出席
　　　　　　　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

⃝11月9日　　情報・編集委員会

⃝11月10日　　建築士事務所とつくるこだわりの建築展第3回実行委員会

⃝11月12日　　建築物耐震診断等評価委員会

⃝11月14日　　広島県建築士事務所政経研究会役員会

⃝11月16日　　日事連総務財務委員会（ＷＥＢ会議）� 車田副会長出席

⃝11月17日　　三役会・地域理事会　　　　　　　於：福山ニューキャッスルホテル� 22名出席

⃝11月22日　　広島市住宅相談　　　　　　　　　於：広島市役所� 立石指導委員長出席
　　　　　　　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�
　　　　　　　第9回ひろしま建築文化賞大賞記念モニュメント授与式
　　　　　　　　　　於：エリザベト音楽大学� 小西会長・河原専務理事出席

⃝11月23日　　ひろしま住まいづくりコンクール現地審査� 衣笠副会長出席

⃝11月25日　　建築物耐震診断等評価委員会

⃝11月26日　　建築物耐震診断等評価委員会

⃝11月27日　　日事連中四国ブロック協議会
　　　　　　　　　　於：リーガホテルゼスト高松� 小西会長・車田副会長・河原専務理事出席

⃝11月28日　　管理建築士講習� 12名出席
　　　　　　　ひろしま住まいづくりコンクール現地審査� 衣笠副会長出席

⃝11月30日　　広島市との意見交換会　　　　　　於：広島市役所�
　　　　　　　第8回建築士事務所とつくるこだわりの建築展反省会
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＜今後の行事予定＞

⃝12月12日　　相談役会　� 於：ホテルメルパルク広島　　

⃝12月16日　　顧問懇談会　� 於：リーガロイヤルホテル広島

⃝12月21日　　マンション改修セミナー（給排水工事勉強会）� 於：長崎塗装店会議室　　　　

⃝1月12日　　新年互礼会� 於：リーガロイヤルホテル広島

⃝1月22日　　開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会�於：福山市市民参画センター　

⃝2月19日　　開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会�於：広島商工会議所　　　　　
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－1０年のあゆみ⑤－
８月号より連載してきました法人設立40周年記念－10年のあゆみ－。

最後となる今月号では平成27年度と平成28年度を振り返っていきます。

月日 行　　事
10.16 第39回建築士事務所全国大会（茨城大会）

　会場/茨城県立県民文化センター　参加者/18名
10.17 ひろしま住生活月間　住まいの情報プラザ
　.18 　会場/紙屋町シャレオ　参加者/住宅委員他6名
10.21 日事連中四国ブロック協議会
　.22 　会場/ホテルメルパルク広島　参加者/45名
11. 4 広島県との意見交換会

　会場/建築サロン　参加者/広島県6名・協会12名
11. 9 広島市との意見交換会

　会場/広島市役所　参加者/広島市9名・協会7名
11. 9 一級建築士を目指す技術者セミナー

　会場/建築サロン　参加者/3名
11.16 三役会・地域理事会

　会場/竹原市　大広苑
11.17 建築設計団体トップ座談会

　会場/ひろしま国際ホテル　参加者/小西会長・河原専務理事
11.18 第6回建築士事務所とつくるこだわりの住まい展

　会場/紙屋町シャレオ中央広場　来場者/1300名
11.30 「2015年版　建築物の構造関係技術基準解説書」DVD講習会

　会場/広島商工会議所　参加者/27名
12. 7 「2015年版　建築物の構造関係技術基準解説書」DVD講習会

　会場/福山市市民参画センター　参加者/16名
12.12 顧問懇談会　　会場/リーガロイヤルホテル広島

　参加者/顧問4名・協会10名・政経14名
 1. 8（一社）広島県建築士事務所協会新年互礼会

　会場/リーガロイヤルホテル広島　参加者/182名
 2.24 開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会

　会場/広島県立総合体育館大会議室　参加者/88名
 3. 4 第33回協会親睦ボウリング大会

　会場/ヒロデンボウル　参加者/93名
 3.10 編集委員会青年部会と

　設計設備事務所協会次世代委員会との情報交流会
　　参加者/13名

 3.16 正会員向け新技術セミナー
　会場/福山市市民参画センター　参加者/27名

月日 行　　事
 5.28（一社）広島県建築士事務所協会　定時総会

広島県建築士事務所政経研究会　通常総会
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

 5.29 広島ガス　住まいがステキフェア2015
　.30 　会場/広島産業会館東館　参加者/住宅委員8名
 6. 2 苦情解決相談

　会場/建築サロン　参加者/川西指導委員長・西原指導委員
 6.23 建築三会による建築士・建築士事務所向けの改正建築士法講習会

　会場/広島商工会議所　参加者/130名
 6.24 賛助会員工場見学会

　会場/旭化成建材㈱へーベル岩国工場　参加者/8名
 7. 6 正会員と賛助会員との意見交換会及び懇親会

　会場/ホテルメルパルク広島　参加者/74名
 7.22 第5回カープ応援交流会　雨天中止
 8. 5「土砂災害から1年」座談会

　会場/建築サロン　参加者/小西会長他10名
 8.18 第8回ひろしま建築文化賞受賞記念

　神石高原町立三和小学校見学会　　参加者/27名
 8.20 愛媛県立新居浜特別支援学校木造体育館見学会

　参加者/44名
 9. 3 おもてなしトイレセミナー＆非木造新技術勉強会

　TOTO㈱・YKK�AP㈱・大建工業㈱
　会場/ＴＤＹ広島コラボレーションルーム　参加者/25名

 9.10 適合証明技術者業務講習（追加登録）
　会場/建築サロン　参加者/3名

 9.15 広島県空き家対策推進協議会、広島県交流・定住促進
協議会空き家活用部会合同会議
　会場/広島県立総合体育館大会議室　参加者/小西会長

 9.15 木造建築物設計のための木構造基礎講座（～12/10・全6回）
　会場/建築サロン　参加者/21名

 9.17 会報400号記念座談会
10. 7 賛助会員ＰＲセミナー

　会場/ＲＣＣ文化センター　参加者/16名
10. 8 賛助会員ビジネス交流会　参加者/25名　

平成27年度
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月日 行　　事
10. 7 第40回建築士事務所全国大会

　会場/帝国ホテル　参加者/16名
青年話創会
　会場/銀座東武ホテル　参加者/井川副会長

10.15 住生活月間功労者住宅局長感謝状授与式
　会場/クラウンパレス神戸　参加者/小西会長

10.18 四国化成工業見学会（香川県多度津町）　参加者/16名
10.18 雨水利用・排水再利用設備計画基準平成28年版講習会

（（一社）公共建築協会）会場/広島商工会議所　参加者/20名
10.28 ひろしま住生活月間イベント
　.29 　会場/紙屋町シャレオ中央広場　参加者/住宅委員等5名
11.14 広島県との意見交換会

　会場/建築サロン　参加者/広島県7名・協会11名
11.19 協会顧問高山博州先生　広島県議会副議長就任祝賀会

　会場/尾道国際ホテル　参加者/小西会長他3名
11.22 三役会・地域理事会

　会場/三次市　森新　参加者/25名
11.24 広島市との意見交換会

　会場/広島市役所　参加者/広島市9名・協会8名
11.25 ＪＡＡＦ－ＭＳＴ講習会　会場/建築サロン　参加者/15名
11.30 震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針講習会

　会場/広島商工会議所　参加者/55名
12.10 顧問懇談会　会場/リーガロイヤルホテル広島

　参加者/顧問3名・協会13名・政経12名
 1.11（一社）広島県建築士事務所協会新年互礼会

　会場/リーガロイヤルホテル広島　参加者/195名
 1.31 工事監理指針　平成28年版講習会　（（一社）公共建築協会）
～2.2 　会場/広島商工会議所　参加者/205名
 2. 3 第34回協会親睦ボウリング大会

　会場/ヒロデンボウル　参加者/94名
 2.22 第7回建築士事務所とつくるこだわりの建築展

　会場/紙屋町シャレオ中央広場
 2.26 第12回広島住まいづくりセミナー

　会場/ひと・まちプラザ　講師/吉野技術委員長
 3. 6 開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会

　会場/広島商工会議所　参加者/111名
 3. 8 広域緊急輸送道路沿道建築物の耐震化支援に関する

県との協定締結のための調整会議
　会場/建築サロン　参加者/22名

月日 行　　事
 4. 2 中国新聞リフォームフェア
　. 3 　会場/中小企業会館　参加者/住宅委員2名
 4.13 おりづるタワー見学会　参加者/30名　
 4.20 建築士事務所のトラブル予防研修会

　会場/広島弁護士会館　参加者/85名
 4.21 建築士を目指す若手技術者のためのセミナー

　会場/建築サロン　参加者/6名
 4.26 若手社員のためのビジネスマナー講座

　会場/建築サロン　参加者/8名
 5.24（一社）公共建築協会中国地区公益事業等運営懇談会

公共建築賞伝達式
公共建築月間合同会議
　会場/ホテルメルパルク広島　参加者/2名

 5.26（一社）広島県建築士事務所協会　定時総会・懇親会
広島県建築士事務所政経研究会　通常総会
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　参加者/162名

 6. 3 広島ガス住まいがステキフェア2016
　. 4 　会場/広島県立産業会館東館　参加者/小西会長他8名
 6.24 広島県建築安全安心マネジメント推進協議会

　会場/広島県庁
 7.13 地域産材を活用した木造建築物の許容応力度設計講座

　（～2.8・全8回）　会場/建築サロン　参加者/23名
 7.20 木造建築物設計のための木構造基礎講座（～11.16・全5回）

　会場/福山市市民参画センター　参加者/26名
 7.26 2015年構造設計Ｑ＆Ａ集ＤＶＤ講習会
　 　会場/広島商工会議所　参加者/46名
 7.28 賛助会員部会ビジネス情報交流会

　会場/建築サロン　参加者/26名
 8.25 設備設計事務所協会+設備女子会+建築士事務所協会合同勉強会・交流会

　会場/広島管工事会館・ホテルメルパルク広島　参加者/116名
 8.30 第6回カープ応援交流会

　会場/MAZDA�Zoom-Zoomスタジアム広島　参加者/60名
 8.31 適合証明技術者業務講習・既存住宅現況検査技術者業務講習

　会場/広島商工会議所　参加者/100名
 9.16 正会員と賛助会員との意見交換会及び懇親会

　会場/ホテルメルパルク広島　参加者/62名

平成28年度
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平成29年10月６日（金）和歌山県民文化会館において第41回建築士事務所全国大会が開催されまし
た。広島会からは小西会長をはじめ、相談役1名、副会長３名、理事９名、会員５名、賛助会員1
名、事務局２名の計22名が参加しました。
朝９時半に広島を出発後、福山からの参加者と合流して約３時間半後の午後1時過ぎに和歌山へ到
着しました。大会会場では優雅な平安衣装を身にまとった、大会に花を添えるコンパニオンの出迎え
を受け地方大会ならではの記念集合写真撮影後、会場へと足を運びました。
大会は、「時を紡ぐ明日へと～歴史・文化・自然～」を大会のテーマに、藤森照信氏による基調講演
「歴史と文化と自然を生かした建築」、続いてコーディネーターに原田浩司氏、藤森氏に加えて本田
友常氏、腰原幹雄氏、安井昇氏をパネラーに迎え「木の国で語る」をテーマとしたパネルディスカッ
ションがありました。
講演会の中で特に印象的だったのは、藤森照信氏設計の空中に浮かぶ「天空の泥舟」でした。人は
多種多様な感覚を持って生きているわけですが、このような建物を要求するクライアントもいれば、
それに応える建築家もまた存在するわけで、まさにアニメの実写版を見るようで、まるで空想の世界
の中の出来事のような印象を受けました。
大会式典は、大内日事連会長の挨拶、来賓紹介、日事連建築賞表彰式、功労者表彰、青年話創会報
告があり、広島会からは㈱竹中工務店広島一級建築士事務所さんが「広島学院講堂・聖堂」で日事連
建築賞奨励賞（一般建築部門）を受賞され、広島会としても大変有意義な表彰式となりました。ま
た、青年話創会報告には日事連青年ワーキンググループの一員として活動していただいている村田理
事も参加されました。
続いて大会宣言が次のとおり行われました。「わたしたち建築士事務所は、それぞれの時代の歴史・
文化・自然に裏打ちされ、育まれてきた建築技術をさらに発展させ、未来に繋げることにより地域の
景観形成、地球環境への負担軽減、安全・安心のまちづくりに貢献することをここに宣言する。」
大会終了後は恒例により、会場を「魚匠　銀平　和歌山駅前店」に移し、広島会の参加者で和の創
作料理や、地酒を楽しみながら懇親会を行いました。　翌日は、和歌山会で準備されたエキスカーショ
ンや、独自に設定した観光ルートを楽しむグループに分かれて、前日の雨も上がり汗ばむような秋の
一日の中、和歌山を堪能して帰途につきました。
来年の第42回建築士事務所全国大会は東京で開催されます。その次の年は会津（福島大会）で、そ
れ以降は全て地方大会になるとの予定です。
ここ数年、毎回参加して感じることですが、年を追うごとに大会が華やかになり、ホスト会では相
当の負担が生じていると思われます。�今後、会員減少が続く中で地方大会ばかりが行われてゆくとな
ると、準備や運営方法の見直しの必要も出てくるのではないでしょうか。そのようなことを思いなが
ら参加した和歌山大会でした。

第41回建築士事務所全国大会（和歌山大会）を終えて

総務渉外副委員長　　岡田　治幸
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艶やかな着物姿の女性とともに

記念式典の様子

懇親会場の前で記念撮影

高野山・根本大塔と福山地区のみなさん
（エキスカーション）
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平成29年度日事連建築賞（一般建築部門）奨励賞受賞

正会員の㈱竹中工務店広島一級建築士事務所の「広島学院講堂・聖堂」が、日事連建築賞　一般建
築部門において奨励賞を受賞されました。あらためてお祝いを申し上げます。

受賞作品：広島学院講堂・聖堂
受賞者：㈱竹中工務店広島一級建築士事務所
用途：中学校・高等学校
構造：ＳＲＣ造一部ＲＣ造
階数：地上３階、地下1階
延床面積：3,470.20㎡

式典に臨む門谷理事(左)と寺谷氏 10月6日の全国大会会場において、表彰されました

外　観

聖　堂講　堂
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　約1年前にご紹介させていただいた、呉工業高等専門学校（以下、呉高専）で継続して行われてい

る、空き家再生の取り組み「石段の家２号館リノベーションプロジェクト」を、今年も引き続きご紹

介させていただきます。

　今回は、学生のみならず地元のプロ（職人）の方も参加され、さらにパワーアップしたリノベー

ションが行われていました。９月11～21日まで、学年・学科を超えた約30人の学生が参加されている

そうです。

　見学に伺った日は、クロス張り、聚楽壁のこて塗り、外部木部のベンガラ塗り、建具塗り作業等が

プロの指導の下行われていました。学生のみなさんもしっかりとした手つきで作業をされており、仕

上がりもとてもきれいです。（社会に出ても即戦力かも！？）やはり、プロの方にご指導いただくと作

業がスムーズに進むみたいで、技や手順等そこから学ぶことも多いのだなと感じました。内装の色等

も学生で決めたということで、完成がどのような雰囲気になるのかとても楽しみです。

「呉高専　空き家再生への取り組み」のご紹介　第二段（弾）

情報編集委員会青年部　藤井　真弓

聚楽壁のこて塗り

建具の塗り替え

クロス張り

外部木部のベンガラ塗り
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貴重な作業時間を割いていただき、学生お二人にインタビューを行いました。

■学生現場監督　現田　泰生さん（５年）

　とてもさわやかな笑顔！で、インタビューにお

答えいただきました。大変なこと、気を配ってい

ることは？と質問すると、「安全第一です」と力

強い返事が返ってきました。もちろん、施工をき

ちんと行うことも大事ですが、事故があっては全

てが台無しですから、とのこと。学生さんからこ

んな本質を掴んだ回答が出るとは…。プロ顔負け

のお答えです。

　各作業は、上級生をリーダーに据えて組織管理

をしっかり行い、みんなが平等に作業に接せられるように、気配りをされているそうです。いつも笑

顔でとても楽しそうな印象の現田さんですが、学生現場監督として多くのことを考え、行動されてい

ることを感じました。何よりも最後まで責任を持って、現場を引っ張ってくれるだろうと思わせてく

れる、頼もしい現場監督です。

■プロジェクトリーダー　井上　咲さん（４年）

　約３年前に発足した「石段の家プロジェクト」

に、当初から参加している井上さん。今までに紆

余曲折もあり、プロジェクトを続けるか迷ったと

きもあるそうですが、辞めるのはもったいない！

とがんばり３年目。こうしてリノベを実施できて

楽しいです、とお話してくれました。今回リー

ダーとなり、全体を俯瞰してみるという、今まで

の作業とは違った、リーダーとしての目も養われ

ているようです。楽しさと、ここまでやってきた

という自信が、生き生きした表情やお話し振りに表れていて、こちらがパワーをもらうようなインタ

ビューでした。

　このプロジェクトに参加して「より建築を好きになりました」という嬉しいお話もありました。

　昨年も見学させて頂きましたが、今年も、スムーズに作業を進める円滑なコミュニケーション力

と、このプロジェクトに対する高いモチベーションに感服しました。また、各々の役割を自ら考え、

自主的に行動する学生が多いと感じました。

　リノベーション完成後は色々なイベントに利用したりと、使い方を考えられているそうで、今後が

とても楽しみです。場所は呉市両城。坂の上にあるので、少しアクセスしにくいが、とても見晴らし

のよい素敵な場所です。
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　今回も、建築学分野�光井先生には大変お世話になりました。学生の活動や、成長振りを、とても楽

しそうにお話いただける光井先生から、学生に対する熱い想いが伝わってきます。

「全ては学生の自主性に任せている」との光井先生の言葉に、このプロジェクトの成功のカギがある

ような気がしました。

　ご多忙の中、取材へのご協力を頂き、本当にありがとうございました。

　次ページで、完成した様子をご紹介いただきますので、ぜひご覧下さい！

インタビュー　藤井真弓、高山淳
カメラ　大木一郎

石段の家２号館プロジェクトのタイトルボード

左から高路地先生、光井先生、藤井、高山

石段の家１号館の浴室からの眺め

プロ顔負けの味、石段コーヒー？

AAA広島 2017.1212



　昨年５月と10月に２回に渡って建築士事務所協会報にてご紹介をいただきました呉高専の「石段の

家２号館リノベーションプロジェクト」ですが、今回は９月11日から21日にかけて実施した“リノベー

ションウィーク”とその後に開催したお披露目会の様子についてご紹介したいと思います。

　呉高専の学科学年横断型授業「インキュベーションワーク」の一環としてスタートした本プロジェ

クトは、地域の方々にご協力いただきながら地元のNPOとの協働で呉市両城にある空き家を再生する

活動に取り組んでいます。３年目となる今年は、その集大成としてプロのご指導の下での改修作業を

実施しました。地元・三条にあるドゥクラフト土肥家具に監修をしていただき、昨年度までに実施し

た床の張替え作業でできた空間をベースに学生たちの想いを汲んで改修作業まで導いていただきまし

た。

石段の家２号館リノベーションプロジェクト
～夏の改修作業とお披露目会～

呉工業高等専門学校　建築学分野・准教授　光井�周平
機械工学分野・准教授　上寺�哲也

作業開始前にみんなで集合写真

床板張りと微調整

床のレベル合わせ

壁塗り作業
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　まずは傾きのあった床のレベルを合わせるために床を組み替えます。大工の方にご指導いただきな

がら床束や大引を据え付けます。続いて床板の張り直し。柱の周辺や端部など、学生だけでは難し

かった細かい部分もプロからのアドバイスできれいに仕上がりました。壁塗りやクロス張りなども、

ぞれぞれ職人さんからご指導をいただいて日頃学校では学べない建築の実務を体験的に学ぶことがで

きました。

　リノベーションウィークでの改修作業を経て、９月21日（木）には関係者をお招きしてお披露目会
を開催しました。当日は、本プロジェクトを共同で進めているNPO法人くれ街復活ビジョンや改修工
事の監修をしてくださったドゥクラフト土肥家具、床材をご提供いただいた中国木材、地元自治会な
ど多くの関係者にお越しいただき、NHKをはじめメディア関係者の方にもお出でいただきました。お
披露目会では改修工事に関わった学生やプロの方からコメントをもらったり、参加者全員で今後の活
用方法などについて意見交換を行うワークショップを実施したりしました。短い時間ではありました
が、新しくなった空間で提案された様々なアイデアが今後の活用に向けての参考になればと思います。

木部に弁柄を塗る１年生

改修後の建物内観①

壁紙を柱の形に添って切る

改修後の建物内観②
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　空き家のリノベーションを目的に始まったこのプロジェクトも、３年間の間にいろいろな方向に派
生してきました。左官作業の面白さに目覚めて左官職人さんにお願いして壁塗りワークショップを企
画したり、ピザ窯を通じて知り合ったピザ屋さんとのコラボレーションでオリジナル商品を考案した
り、２号館でのイベントをきっかけにカフェイベントを開きたくてコーヒー屋さんにプロの淹れ方を
教えてもらったり。一見すると空き家改修とも建築などの専門的な知識とも関係なさそうなこともあ
りますが、学生たちの興味・関心が新たな学びに対する意欲となり、結果として高専における学びの
質の向上にもつながるものと期待しています。このような機会を与えていただいたNPO法人くれ街復
活ビジョンの皆様には大変感謝しております。
　このプロジェクトを通じて、改めて専門教育の重要性や面白さに気づくとともに、地域と関わるこ
との大切さ、難しさを実感することもできました。教員としても学ぶことの多い日々でした。今年度
も残り少なくなってきましたが、リノベーションウィークを含めたこれまでの経験を学生の次の学び
にどのように生かせるのか、学生とともに考えながら進んでいきたいと思います。
　最後に、この度の改修作業に当たりご指導いただきましたドゥクラフト土肥家具の皆様、ご協力い
ただきました職人の皆様をはじめ関係する多くの方々にこの場をお借りして御礼申し上げます。ま
た、いつも学生の活動をあたたかく見守っていただいている両城・三条地区の住民の皆様にも感謝申
し上げます。

お披露目会でのワークショップ 参加者で記念撮影
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日事連・建築士事務所賠償責任保険

5
対象建築物

用 途：国営公園内の飲食施設（新築工事）

構 造：鉄筋コンクリート造 平屋建

延床面積：879.71㎡

竣工後1年経ったところで、建物全周に設けられている2.5mの片持ち庇に規定を大きく上回るたわみが発生、

その最大値は162mmに達した。その影響で躯体コンクリートにひび割れが発生し、さらにアルミサッシの変形、

ガラスのひび割れが生じた。

事故の現象

事故原因

構造設計は、協力事務所である構造設計事務所に外注したが、長期たわみに対する検討を全く行っていな

かった。その結果、庇の変形量は長期たわみの許容値である1/250を大きく上回っていた。

補修内容と支払い保険金

損壊部分を補修・交換した。庇のたわみ是正は新たに庇の先端部に柱を設置することで解決した。

１．申告損害額 ： ２,３００万円

２．認定損害額 ： ２,１００万円

※柱の設置工事は改善・改良工事費として、これを否認した。

３．賠償責任額 ： １,０５０万円（設計者責任１００％のうち、元請設計者責任５０％）

※協力構造設計事務所責任を５０％とした。

４．支払保険金 ： 賠償責任額１,０５０万円－免責金額１０万円＝１,０４０万円

配慮すべきポイント

片持ち庇や梁では、両端支持の部材よりも大きなたわみが生じるので、十分な配慮が必要である。また、地震

時における鉛直震度も考慮して設計する必要がある。

片持ち庇にたわみ

5
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日事連・建築士事務所賠償責任保険

6
対象建築物

用 途：専用住宅（新築工事）

構 造：木造（在来軸組工法） 地上２階建

延床面積：58.84㎡

竣工後8年経って、すが漏れにより屋根の損傷が発生した。

事故の現象

事故原因

• 屋根葺き材として採用したアスファルトシングル材を屋根勾配10％で仕上げたことが原因であり、氷柱およ

び氷堤発生時のすが漏れを食い止めることができなかった。

※一般地域における釘打ち工法採用時の、屋根勾配についてのメーカー推奨値は25～30％、積雪地域に

おいては35％である。

• 通気層の高さが24mmしか確保されていなかったことも原因の１つと考えられる。

補修内容と支払い保険金

屋根を全面的に葺きかえ、通気層を確保した。

１．申告損害額 ： ２４０万円

２．認定損害額 ： ２２０万円

※通気層確保のための工事は、改善・改良工事費に該当するため否認した。また廃材運搬処理費と荷揚

げ費を下方修正した。

３．賠償責任額 ： １５４万円（設計者責任７０％）

※施工者は多雪地域において長年建築に携わっており、すが漏れの発生を予見できたと判断し、施行者

責任を３０％とした。

４．支払保険金 ： 賠償責任額１５４万円－免責金額１０万円＝１４４万円

配慮すべきポイント

多雪地域では、屋根葺き材の材質に応じて、屋根勾配と屋根形状に十分な配慮が必要である。

すが漏れによる屋根の損傷

6

工
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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。 

建築士事務所のための法律相談窓口 
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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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　私にとってお酒とは･･･、そうあらためて考えてみると食事をするのと同様に欠かせないものとなっ
ています。休肝日を設けなきゃと思いながらも一日の終わりにほっと一息つきながらお酒を飲むのが
日課になってしまいました。
　お酒は強いほうではないのですが、会社の人や友人達と飲む時はつい飲み過ぎてしまい、まっ直ぐ
に家にたどり着けなかったことも過去にはあったので、飲み過ぎには気をつけるようにしています。
「酒は飲んでも飲まれるな」とはよく言ったものです。
　お酒はビール、日本酒、ワインなどなんでもいけますが、なかでも好きなのは日本酒。特に刺身な
どの魚料理を食べる時の日本酒は、料理も一段とおいしく味わえる気がして日本酒なしで魚料理を食
べるのはもったいない気さえします。

　さて、日本酒といえば私の地元、西条では酒まつり
が毎年開催されています。お酒を試飲しながら酒蔵め
ぐりをしたり、有料の会場では全国約1000銘柄の日本
酒が飲み放題だったりとお酒好きにはたまらないお祭
りです。その他様々なイベントもありお酒が飲めない
人も楽しめるものになっています。この協会報を読ま
れている方の中にも行かれたことのある方はいらっ
しゃるのではないでしょうか。
　私もここ近年毎年行っていますが、年を重ねるごと
に参加者が多くなっているような気がします。特に最
近は外国の方も目立つようになり、初めて会った日本
の人とも、おちょこを交わしながら楽しそうに話され
ている姿もよく目にしました。これもお酒の力でしょ
うか。

㈱大林組　広島支店　建築設計部
古岡　清司　

入社以来、大阪、名古屋等にいましたが13年前に広島支店に
配属になりました。現在は建築設備の設計を担当しています。
　出 身 地：東広島市西条町
　座右の名：酒は飲んでも飲まれるな
　趣　　味：自転車通勤
　　　　　　市民マラソン完走後の打ち上げ、夜のライブハウス

第148回

酒まつりメイン会場での乾杯リレー
初めて会った人同士で乾杯しながらリレーをつないでいきます

日本酒は昔から色々な行事や節目で飲まれてきま
した。日本の文化のひとつです
　　　　　　  写真は西条酒蔵通りにある看板 →
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　最後に私のお気に入りのお店をご紹介します。中区堀川町にある「自
じ

彩
ざい

菜
な

酒
さけ

処
どころ

 渓
けい

」さんです。店
主さんも大の日本酒好きで、他のお店には置いていないようなレアなお酒もそろえられてます。好み
を言えばその人にあったお酒を出していただけることも･･･。あては、店主さんの畑で採れた新鮮な野
菜や魚など、これが日本酒にまた合うんです。
　私は学生時代にサイクリング部に入っていて全国各地を自転車で走っていたのですが、実は店主さ
んはその時の先輩です。ゆっくり日本酒を楽しめるお店です。

　お酒って一緒に食べる料理も美味しくしてくれ、そして、一緒にいる人との会話も弾ませてくれる
素敵な飲み物です。飲み過ぎには気をつけてこれからも長く付き合っていきたいと思います。

ずらりと並ぶ日本酒たち。常時60種類以上そろっています。
色々と飲み比べるのもまた楽し。

“さわらの西京焼き” を「龍勢」の熱燗で。魚と日本酒、たまりません。

自彩菜酒処 渓
（中区堀川町4ｰ4 右近ビル２階）

「龍勢」の蔵元、藤井酒造さんの契約農家で
稲刈り。このお米が美味しいお酒になります。
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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。



第81回

株式会社総合資格広島支店

 　　　　　　　山代　篤
生粋の広島っ子　どこでも方言
野球は広島カ－プ、食い物はお好み焼き
昭和32年生まれ酉年（今年還暦）

Bluesと菜園

好きなこと　その①音楽（BLUES）
♪スモ－キ－で図太い音

はまっている楽器＝Bluesharp

ライブハウスや音楽Barに出没中です♪
♪見かけたらお声かけください

こんな音です♪(youtube)
https://youtu.be/MT5TVlx8L58

好きなア－ティスト
♪Little Walter
♪Carrie Bell
♪Junnior Wells
♪Walter Worton
♪Rice Miller
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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



好きなことその②野菜づくり
春から夏：レタス、ブロッコリ－、各種豆類
夏から秋：ピ－マン、シシトウ、オクラ
　　　　　キュウリ、ナス、大葉、トマト、ミニトマト
同じネットを張ったままで、周年できる
横着で効率的な生産してます。

右：火打ちっぽい部材をいれて風対策。
　　天井もネットを張ってキュウリ、トマト
　　も伸び伸び成長、鳥も来ません。

上：ネットがゆれて苗が安定しにくい、草取りしにくい。
　　今春に改善すべく組み直し
左：足元のつなぎを入れてネットを固定し安定。
　　苗の間の雑草も抜きやすい。

新鮮野菜は家族にも大好評です！
骨組みからネット張まで1人で半日
で仕上げています。元々現場の
おじさんしてましたので、楽勝です。

お庭の有効利用はご相談ください。
家庭菜園で汗流して貢献してれば
胸張って音楽遊びにも、お出かけ
できますね（笑）

　　獲れたて最高！
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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。



編　集　後　記

早いもので、今年も残すところ1か月を切り、師走に入りました。

街中では毎年恒例の100メートル道路イルミネーションが美しく輝いており、クリスマスの過ごし方

を考えたりしてしまいます。

近年は気候が極端で、日本の特徴である季節が感じられにくくなってきたように思います。

いつの間にか秋も終わっておりました。

スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋、芸術の秋、等ありますが、皆様はどのような秋を過ごされま

したでしょうか。

私の秋は、カープのＣＳ戦とともにあっけなく終わってしまいました。

今年のカープは日本一間違いなしと信じていましたが誠に残念です。来年に期待します。

年末に向け仕事もプライベートも忙しい日々が続くと思いますが、体調を整え元気に年越ししま

しょう。

� 中崎　隆之　 　　

 正会員
事�務�所�名 所　在　地 開　設　者 管理建築士 ＴＥＬ

㈱梶原建築設計室
紹介者：�テクシードコンクリート�

診断センター
　　　　奥河内　博夫

〒730-0013
広島市中区八丁堀6－11
グレイスビル602

梶原　直樹 梶原　直樹

（082）    
555-0123
ＦＡＸ
（082）    
555-6699

この度、建築士事務所協会に入会させて頂きました。
これから、協会の発展に貢献できるようお手伝いをさせていただけたらと思います。よろし
くお願い致します。
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