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三次地区拠点施設
（三次もののけミュージアム）

≪建築概要≫ ≪設計主旨≫
湯本豪一記念日本妖怪博物館は日本初となる「妖怪博物
館」として計画された。施設の位置する地区には、古くは江
戸時代に広島浅野藩の支藩が置かれ藩の政務を執り行う広大
な「御館」が建てられていた歴史がある。三次市の掲げる
「新三次藩物語プロジェクト」の象徴として、三次地区の歴
史を引き継ぎ、次世代に繋いでいく新たな「御館」をイメー
ジさせる「展示棟」「交流棟」の2棟の施設とした。
武家屋敷を模した杉板及び漆喰・入母屋瓦屋根の外観に交
流棟では主構造体をS造ラーメン構造の母屋で大スパン空間を
造り、室内にはW造の小屋組によって旧家屋の佇まいを演出
した。
敷地内広場に併設された神楽殿では地域の祭事等の文化の
継承場所としての役割を担う。「新三次“藩”」としてまちづく
りの拠点となり観光・文化継承・交流活動の効果を相乗的に
発揮させる三次地区の新たな中心地となることを願う。

：三次市

：三次市三次町1691番地

：㈱Ｋ構造研究所

：建築　㈱加藤組
：電気　㈱中電工
：機械　㈱アマノ

：設計期間H27.7～H29.3
　工事期間H29.11～H31.3

：S造　2階建て

：2,043.25㎡

発 注 者

所 在 地

設計監理

施 工 者

工 期

構造規模

延床面積

＜右＞小路誘導路・情報交流の内部小屋組
＜左上＞駐車場から望む、全体外観
＜左中＞交流棟軒下通路から展示棟・広場を望む
＜左下＞敷地内広場に併設された神楽殿
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　（十日町織物工業協同組合策定きもの誕生色より）



事 務 連 絡

令和元年 月 日

住宅・建設関係団体 ご担当者様

国土交通省住宅局住宅生産課

次世代住宅ポイント制度のポイント発行申請の受付開始等のお知らせについて

平素より住宅行政の推進にご協力をいただき、誠に有難うございます。次世代住宅ポイ

ント制度について、ポイント発行申請の受付開始等行いましたのでお知らせいたします。

なお、制度に関するお問い合わせは、次世代住宅ポイント事務局までお願いいたします。

１．ポイント発行申請の受付開始について

令和元年６月３日（月）より、ポイント発行申請の受付を開始します。申請書等は事

務局ホームページに公開いたします。また、申請は郵送または窓口にて受付を行いま

す。郵送先及び窓口は事務局ホームページにてご確認ください。

２．ポイント交換対象となる商品の公表開始について

ポイント交換対象となる商品について、令和元年６月３日（月）に公開いたします。

詳細は事務局のホームページをご確認ください。なお、交換対象となる商品は随時募集

しており、今後も順次追加されます。

３．「次世代住宅ポイント制度の内容について」の修正について

平成 年４月１日公表した「次世代住宅ポイント制度の内容について」の記載内容

について、別添１のとおり修正をしましたのでお知らせいたします。修正後の「次世代

住宅ポイント制度の内容について」は別添２のとおりです。また、｢次世代住宅ポイン

ト制度の内容について｣の修正に合わせ、説明会資料を別添３のとおり修正しました。

（参考）

・国土交通省住宅局ＨＰ「次世代住宅ポイント制度について」

・次世代住宅ポイント事務局ホームページ

≪お問い合わせ先≫

国土交通省住宅局住宅生産課 電話：０３－５２５３－８１１１（代表）

担当：住宅ｽﾄｯｸ活用・ﾘﾌｫｰﾑ推進官 松井康治（内線３９４６３）

係長 塙 洋介（内線３９４２８）

係長 大町晃央（内線３９４７１）

次世代住宅ポイント事務局

ホームページ ：

コールセンター：０５７０－００１－３３９（ナビダイヤル）

（ 電話からのご利用 ０４２－３０３－１５５３）

受付時間：９：００～１７：００（土・日・祝日を含む）

本文中の別添１～３については、国土交通省住宅局ＨＰ「次世代住宅ポイント制度について」
に掲載されています。
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事 務 連 絡 
令 和 元 年 ６ 月 ７ 日 

 
建築関係団体の長 殿 

 
国土交通省住宅局建築指導課長 

 
 
 

「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン（追補版）」について 
 
 

平素より建築行政の推進にご協力いただき感謝申し上げます。 
国土交通省では、防災拠点等となる建築物（庁舎、避難所、病院等。以下「防災拠点建築物」と

いう。）において大地震時の機能継続を確保するために、建築主、設計者及び管理者にとって参考と

なる事項をガイドライン及び参考指針集・事例集等として昨年５月にとりまとめ、公表いたしまし

た。 
当該ガイドライン等は、新築建築物を念頭に置いてとりまとめておりますが、既存建築物につい

ても改修のみならず、増築、別棟の新築又は一部機能移転を含めた幅広い対応により、防災拠点建

築物となりうるため、昨年 11 月より検討委員会を設置して検討を行いました。今般、既存建築物

においても防災拠点建築物として機能継続を図るための参考となる事項をガイドライン（追補版）

等としてとりまとめましたので、今後の業務の参考としてご活用頂ければと存じます。 
また、追補版をとりまとめるにあたり、新築版を一部改定し、参考指針集等に追記いたしました

ので、お知らせいたします。 
今後、本ガイドライン（追補版）に関する説明会等の実施を検討しており、実施にあたっては改

めてお知らせいたします。 
 貴職におかれましては、貴管内の地方公共団体に対しても、この旨周知方よろしくお願いいたし

ます。 
 
別添 
（１）防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン（概要） 
（２）防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン（追補版） 
（３）付録② 防災拠点等となる建築物の機能継続に係る事例集（追補版） 
 
※検討委員会の開催経緯等については下記の国土交通省 HP に掲載しております。 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000088.html 
 

（担当） 
国土交通省 住宅局 建築指導課 建築物防災対策室 井上・木戸 

  電話：03-5253-8111（内線 39549、39537）／03-5253-8514（夜間直通） 
  FAX ：03-5253-1630 
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限定特定⾏政庁の事務について 

○ 令和元年６月２５日より，建築基準法の⼀部を改正する法律（H30 法律第 67 号）が施⾏され，

新たに追加された特定⾏政庁の事務に関し，次のとおり，限定特定⾏政庁（三次市⻑）の事務 

 として位置づけられましたので，ご留意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ また，建築基準法 第 6 条第 1 項の改正により，次のとおり，事務を受け

持つ⾏政庁が変わりました。これに伴い，建築物の建築⼜は⽤途変更により建築確認を要する建

築物に変更が⽣じますので，ご留意ください。 

○ 上記に関する相談窓口は，次のとおりです。 
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4000

ホームページ http://www.bunka-s.co.jp/
本   社 〒113-8535 東京都文京区西片１丁目17-3 tel : 03-5844-7111
中四国支店 〒734-0013 広島県広島市南区出島2-4-49 tel : 082-256-6700

文化シヤッターにお任せください!!!2018年
度は広島県

の検査報
告受付

が始まり
ます。
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＜月　間　行　事＞

� 令和元年６月１日～令和元年６月３０日　
⃝６月１日　　公益社団法人広島県建築士会総会及び懇親会
　　　　　　　　　於：ホテルセンチュリー２１広島� 河原専務理事出席

⃝６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

⃝６月６日　　第１回広島市空家等対策に係る関係団体との連絡会議
　　　　　　　　　於：広島市役所� 大木主任出席

⃝６月８日　　第２７回岸田文雄「新政治経済塾」　　於：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島
� 車田副会長・豊田政研会長・河原専務理事出席

⃝６月１０日　　第１０回建築士事務所とつくるこだわりの建築展実行委員会

⃝６月１２日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　於：広島商工会議所� １２８名出席

⃝６月１３日　　情報・編集委員会

⃝６月１７日　　ひろしま住生活月間実行委員会運営委員会
　　　　　　　ひろしま住まいづくり支援ネットワーク会議　　於：広島県庁� 大木主任出席

⃝６月１８日　　日事連青年ワーキンググループ（ＷＥＢ会議）� 村田理事出席

⃝６月１９日　　管理建築士講習　　　　　　　　　　於：建築サロン� ８名出席

⃝６月２０日　　三役会
　　　　　　　マンションを中心とした改修工事における「ここが知りたいセミナー」第１回外壁仕上工事
　　　　　　　　　於：長崎塗装店会議室� ２２名出席

⃝６月２４日　　住宅委員会
　　　　　　　ひろしま建築設計異業種交流会打ち合わせ

⃝６月２６日　　第１３１回建築士事務所協会全国会長会議・第６７回日事連定時総会・
　　　　　　　　第５１回日事政研通常総会　　　　於：銀座東武ホテル� 衣笠会長・豊田政研会長出席
　　　　　　　広島県建築安全安心マネジメント推進協議会　　於：広島県庁� 河原専務理事出席

⃝６月２７日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　於：福山商工会議所� ５５名出席
　　　　　　　広島市住宅相談　　　　　　　　　　於：広島市役所� 立石指導委員長出席
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＜今後の行事予定＞

⃝７月９日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　　　　　　　於：みよしまちづくりセンター

⃝７月１１日　　三役会・理事会
　　　　　　　正会員と賛助会員との意見交換会及び懇親会　　　於：ホテルメルパルク広島

⃝７月２５日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　　　　　　　於：建築サロン

⃝７月２６日　　大建工業株式会社研究・開発センター見学会

⃝８月７日　　第１０回建築士事務所とつくるこだわりの建築展　　於：シャレオ中央広場

⃝８月２０日　　カープ応援交流会

⃝８月２２日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　　　　　　　於：広島商工会議所

⃝９月５日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　　　　　　　於：福山商工会議所

⃝９月１３日　　三役会・理事会

⃝９月２６日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　　　　　　　於：広島商工会議所
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令和元年度定時総会・付随行事・懇親会が５月２9日（水）に広島市中区のリーガロイヤルホテル広島で

開催されました。

当日は県内各地から正会員が集い、和やかな中にも凛とした雰囲気のもと、１５時３０分に岡田総務渉

外副委員長の司会により定時総会が始まりました。

国歌斉唱に続き定款に定められている定足数の確認が行われ、総会の成立が報告されました。

総会に先立ち、永眠されました正会員の故�新田茂喜氏に対する黙祷が行われました。

村田理事の建築士事務所憲章の朗読、衣笠会長の挨拶に引き続き、来賓の広島県土木建築局技術審

議官代理　建築技術部長　的場弘明様から祝辞をいただきました。その後、慣例により衣笠会長を議

長に選出し議案審議が進められ、第１号議案（平成３０年度事業報告）、第2号議案（平成３０年度決算）

は原案どおり承認されました。令和元年度事業計画、予算については報告が行われました。第３号議

案（令和元年度役員選任）については、新役員が承認されました。そして車田副会長の閉会挨拶で総

会は滞りなく終了いたしました。

引き続き行われた付随行事で、永年勤続優秀職員表彰は、別掲７名の方々が表彰され、㈱アトリエ

ドリームの河内建二氏より代表謝辞がありました。

１7時３０分から始まった懇親会では衣笠准一会長の挨拶に引き続き、来賓を代表して当協会顧問であ

る岸田文雄衆議院議員（代読　岸田裕子令夫人）、広島県議会議長代理　高山博州　広島県議会議員、

協会顧問の山木靖雄氏から順次祝辞をいただきました。

そして広島県建築士会の元廣清志会長による乾杯のご発声で歓談に入りました。またこの一年で新

入会された正会員、賛助会員を壇上で紹介させていただきました。

参加された皆様もご満足いただけたようです。小林秀矩　広島県議会議員による中締め、高橋啓之

副会長の閉会の挨拶をもって盛況のうちに懇親会は終了いたしました。ここに関係各位のご協力に感

謝いたしまして報告といたします。

総務渉外委員会

令和元年度定時総会・付随行事・懇親会を開催

定時総会での衣笠会長による挨拶 定時総会の様子
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【定時総会後の懇親会】

衣笠会長による挨拶 岸田文雄衆議院議員（裕子令夫人代読）による来賓ご挨拶

高橋啓之副会長による閉会の挨拶 定時総会後の懇親会の様子

元廣清志建築士会会長による乾杯の御発声 小林秀矩広島県議会議員による中締めご挨拶

高山博州広島県議会議員による来賓ご挨拶 山木靖雄協会顧問による来賓ご挨拶
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令和元年度定時総会

祝　　　　辞

広島県土木建築局都市建築技術審議官　友道　康仁
（代読　広島県土木建築局建築技術部長　　的場弘明）

一般社団法人広島県建築士事務所協会の令和元年度定時総会が盛大に開催されますことを心よりお
祝い申し上げます。
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、指定事務所登録機関として、建築士事務
所の登録・更新事務を実施していただき、あるいは、地震による建築物の倒壊などの被害から県民の
皆様を守る取組に関し、広域緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の促進について御協力をいただき、そ
のほかにも、建築物の適正な品質確保などについて、本県の建築行政の推進に格別の御理解と御協力
を賜っているところであり、厚くお礼を申し上げます。
また、平成３０年７月西日本豪雨災害にあたりましては、被災直後から「住まいに関する相談窓口」
の運営について御協力をいただくなど、被災者の支援や被災地の復旧に御尽力いただいておりますこ
とに対し、この場を借りて、重ねて御礼申し上げます。
県におきましては、今年は、豪雨災害からの早期復旧・復興と更なる発展に向け、「平成３０年７月豪雨

災害からの復旧・復興プラン」に基づく、創造的復興による新たな広島県づくりに最優先で取り組むこ
ととしております。単なる復旧ではなく、被災前より更に良い状態に県全体を力強く押し上げるため、
『ピンチをチャンスに変える』視点で、将来に向けたインフラの強靭化などを全力で推進することとし
ておりますので、皆様におかれましても、更なる御支援と御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
さて、建築行政を取り巻く昨今の動向でございますが、建築関係の法令につきましては、昨年６月
に「建築基準法の一部を改正する法律」が公布されました。
これは、最近の大規模火災をめぐる状況や防火関連の技術開発をめぐる状況等を踏まえ、建築物・
市街地の安全性の確保、既存建築ストックの活用、木造建築物の整備の推進などの社会的要請に対応
して規制を見直すという改正となっております。
その一部は、すでに昨年９月から施行されておりますが、残りの部分も、間もなく施行されること
になっております。
建築物の設計・監理に携わっておられる皆様におかれましては、改正法の趣旨をふまえて、さらに
一層の建築物の安全性確保や質の向上につなげていただければと存じます。
広島県の、地震による建築物の倒壊などの被害から県民の皆様を守る取組に関しましては、広島県
建築士事務所協会の御協力を得て、所有者への戸別訪問などにより推進している、広域緊急輸送道路
沿道建築物の耐震化のほか、大規模建築物や防災拠点建築物の耐震化についても、引き続き、重点的
に取り組んで参りたいと考えております。
そのためには、建築士事務所の皆様の御理解と御協力が不可欠でございますので、今後もよろしく
お願いします。
また、営繕行政におきましては、日ごろから「広島型建築プロポーザル」や「ひろしま建築学生
チャレンジコンペ」、「ひろしまたてものがたり」などの「魅力ある建築物創造事業」に御協力いただ
き、ありがとうございます。
先日も、広島南警察署の設計プロポーザルへの参加受付を開始したところですが、引き続き、本県の
「ひろしま未来チャレンジビジョン」に掲げる「多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出」に向け、
「魅力ある建築物創造事業」への御理解と御協力を賜りますよう、お願い申し上げる次第でございます。
最後になりましたが、一般社団法人広島県建築士事務所協会の今後ますますの御発展と会員の皆様
の御健勝、御活躍を祈念いたしまして、お祝いの御挨拶とさせていただきます。
本日は、誠におめでとうございます。

令和元年５月２9日　　
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令和元年度定時総会後の懇親会

開会あいさつ

（一社）広島県建築士事務所協会
会　長　　衣笠　准一

会長の衣笠でございます。開会にあたりまして、まずは、令和元年度定時総会が無事終了しました

ことを、ここにご報告申し上げます。会員の皆様には熱心かつ慎重にご審議いただき、大変お疲れ様

でした。

さて、本日は、ご多用の中、政界、行政関係、建築関係団体など来賓の方々にご臨席を賜り、ここ

に令和元年度定時総会の懇親会を開催できますこと、心よりお礼申しあげます。

ご来賓の方々、会員の皆様におかれましては、平素より当事務所協会の運営、事業の推進にあたり

ご指導、ご支援を賜りましたこと、重ねてお礼申しあげます。

また、顧問であり県議会議員であります高山先生と小林先生、そして、松井市長、山木茂県議会議

員におかれましては、この度の統一地方選挙において、ご当選されましたこと、心からお祝い申し上

げます。また山木靖雄顧問におかれましては、８期３２年にわたる県議会議員、さらには県議会議長の

重責を担われ、この度ご勇退ということであります。長きにわたりお疲れ様でした。引き続き、協会

の顧問としてご指導をお願いいたします。

さて、令和という新たな時代を迎えましたが、協会としましては、これまで以上に会員の皆様方に

とって魅力ある協会づくりを目指してまいります。そのためには、建築設計業界が直面する課題、例

えば業界の若者離れ、働き方改革、BIMなど新技術への対応などに対して少しでも建築士事務所の力

になれるよう取り組んでまいりたいと考えています。さらに、地震や水害などの災害時における被災

者支援や建築物の耐震促進・空き家対策など行政や関係団体と連携しながら、協会としての社会的使

命を果たしてまいります。このような様々な活動を通して、建築士事務所の地位向上に努めてまいり

たいと考えておりますので、引き続き協会へのご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

最後になりましたが、ご臨席の皆様方の、今後益々のご活躍とご健勝を祈念いたしまして開会の挨

拶とさせていただきます。本日は大変ありがとうございます。
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令和元年度退任役員　
役職名 氏　　名 事　務　所　名

理　事 長
は

谷
せ

川
がわ

　恒
ひさし

株式会社ＮTTファシリティーズ一級建築士事務所中国支店

令和元年度永年勤続優秀職員表彰者
氏　　　名 事　務　所　名

河
こう ち

内　建
けん

二
じ

株式会社アトリエドリーム

三
み

浦
うら

　　香
かおり

大旗連合建築設計株式会社

南
なん

波
ば

　篤
あつ

志
し

株式会社カナイ建築構造事務所

白
しら

木
き

　　剛
つよし

株式会社近代設計コンサルタント

小
お

田
だ

　一
かず

雄
お

株式会社杉田三郎建築設計事務所

古
ふる

山
やま

　　学
まなぶ

株式会社村田相互設計

細
ほそ

原
はら

　達
たつ

也
や

株式会社村田相互設計

永年勤続優秀職員の皆様
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正会員

賛助会員

出席 会　員　名 出席者
氏　名 住　所 専業兼業 紹介者

１ 福本建築設計 広島市中区 専業
② ㈱坂田工務店一級建築士事務所 髙原良彦 安芸高田市 兼業 アトリエ・ユー・ディー
３ ディープラン　 広島市佐伯区 兼業 水谷建築設計
4 ＡＫ建築設計事務所 北広島町 専業 原井隆建築設計事務所
５ 羽田建築設計事務所 広島市西区 専業 Tamori-家
6 島本建築設計室 廿日市市 専業 ハジメ積算コンサルタント
7 ㈱青木工務店二級建築士事務所 広島市安芸区 兼業
８ 稲上幸生建築設計事務所 東広島市 専業 C&C�DESIGＮ　ＡRCHITECT
9 アートホームズ㈱二級建築士事務所 広島市安佐南区 専業
１０ ㈱リノワーク一級建築士事務所 廿日市市 兼業
⑪ ㈱重藤組広島支店一級建築士事務所 三宅智之 広島市中区 兼業
１２ メープル二級建築士事務所 福山市 兼業

出席 会　員　名 出席者
氏　名 住　所 紹介者 ＰＲコーナー

① ㈱ニシキンテック 須賀　薫 広島市安佐北区 近代設計コンサルタント ビル用アルミ手すりの専門メーカーとして建
物のデザイン・機能・安全性を追求します。

② ㈱シーピーユー 冨岡真幸 石川県金沢市 プレゼントデザイン
創業３５年の建築CＡDメーカーです。時流の
ニーズに合った商品開発をモットーとしており
ます。ホームページ等で情報配信しています。

③ ニスク販売㈱中国営業所 前田順平 広島市中区 中電技術コンサルタント
SGLやイソバンドをはじめ、塗装鋼板素材
や屋根型材、外壁材を販売し、「快適」
「環境」「安全」を社会に提供します。

4 ㈱サクシード広島営業所 広島市西区 山口県防府市に本社を置き、耐震診断・改
修を主とした建築設計を行っております。

⑤ コマニー㈱広島営業所 寺谷慈規 広島市中区 近代設計コンサルタント
未来のパーティションを皆様と一緒に考え
実現させていきます。リーディングカンパ
ニーのコマニー。

⑥ （一財）日本品質保証機構
関西試験センター広島営業所 植田尚男 広島市中区

ISO/IEC�１7０２５に基づく認定試験所です。
コンクリートの各種試験をはじめ建設材料
の試験は、私たちにお任せください

⑦ ㈱サンゲツ 飯田芳浩 広島市中区 大旗連合建築設計 トータルインテリアメーカーとして床材、壁紙、
カーテン、フィルム他各種取扱っております

⑧ 圓光産業㈱ 松原巨典 尾道市 さくら建築設計 因島のめっき加工業者です。ご指導ご鞭撻
のほど、よろしくお願い申し上げます。

新入会の皆様
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建築士事務所に所属する管理建築士を含む一級・二級・木造建築士は３年ごと

に建築士定期講習を受講することが義務付けられています。 

前回の受講が平成２８年度（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）の

方や、平成２８年の建築士試験に合格し現在建築士事務所に所属されている方

は、今年度が受講対象となります。 

現在、第二期（７～９月）に開催します下記の各日程の建築士定期講習の受講

者を募集しておりますので、お申込みいただきますようよろしくお願いいたし

ます。 

 

講習日 会場ｺｰﾄﾞ 講習会場 定員 残席数 申込〆切日 

８月２２日（木） ６Ｄ－５５ 広島商工会議所 ５５ ２４ ８月９日（金） 

９月５日（木） ６Ｄ－５６ 福山商工会議所 ５５ ３７ ８月２６日（月） 

９月２６日（木） ６Ｄ－５７ 広島商工会議所 ５５ ３４ ９月１３日（金） 

※定員・残席数は窓口・郵送申し込みとインターネット申し込みを合わせたものです。 

※残席数は６月２５日現在です。定員に達している場合もありますので、最新の残席数は事務局までお問

い合わせください。 

※申込〆切日は各講習日の１０日前（土日祝日の場合はその前営業日）ですが、定員に達した場合は〆切前

でも受付を終了いたしますので、ご了承ください。 

 

◆受講手数料◆ 

１２，９６０円（消費税・テキスト代込） 

 

◆受講申込書の入手方法◆ 

紙タイプは（一社）広島県建築士事務所協会窓口で配布しています。 

ダウンロード版はホームページからできるようにしています。 

また、インターネット申し込みも可能です。 

（一社）広島県建築士事務所協会 
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一般料金1,300円のところ
団体割引料金（1,100円）で鑑賞できます。
１階窓口で通知して下さい。
●会員名／（一社）広島県建築士事務所協会
●会員番号／110091
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「建築士事務所のための法律相談窓口」が簡単に！ 
 
相談したい方は、直接、委託法律事務所へ電話してください。 

※ これまでは、事務局経由で委託法律事務所へ連絡調整していました。 
 

 
 

 
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。 

※ 面談による相談です。（原則、電話による相談はできません） 

※ 面談場所は、委託法律事務所内（広島市、尾道市、三次市）です。 

※ 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。 

 

 

 

 

 

≪連絡先≫ 

弁護士法人広島みらい法律事務所 
（協会委託法律事務所） 

電話 082-511-7772 受付時間 9：00～18：00（平日） 

 

※ 電話の際、「当協会の法律相談」である旨、「当協会会員」である旨を 

お伝えください。 
 

※ 相談については法律事務所限りとしています。 

相談者名や相談内容の詳細については、法律事務所から当協会への

報告はありません。 
 

※ 相談者から当協会への連絡の必要はありません。 

建築士事務所のための法律相談窓口 

まずは、気軽に法律事務所へご一報を！ 
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（太平洋マテリアル㈱  中四国支社  広島営業部内）

☎　082-262-3110

☎　0849-33-4704

☎　0827-22-1266

☎　082-277-2371

☎　082-272-3773

☎　082-236-6333

㈱ 愛 晃

ア マ ノ 企 業 ㈱

㈱カシワバラ・コーポレーション

㈱ カ ネ キ

小 島 建 興 ㈱

㈱コンステック広島支店

☎　082-295-8600

☎　082-291-1631

☎　082-516-1070

☎　082-497-4777

☎　082-238-3511

三 共 化 学 工 業 ㈱

㈱ サ ン ゼ オ ン

㈱ テ ク シ ー ド

東興ジオテック㈱広島支店

宮 本 塗 装 工 業 ㈱
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(株)広島建築住宅センターからのお知らせ 

平成 30年 7月豪雨災害に伴う手数料の免除について 

 
 
この度の平成 30 年 7 月豪雨により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し

上げます。(株)広島建築住宅センターでは、平成 30年 7月豪雨の被災者を支援する
ため、平成 30年 10月 1日から再建住宅に係る建築確認申請手数料等を全額免除し
ております。 
この手数料の免除措置について、被災地での復旧・復興状況を勘案し、確認申請
は 2019年 9月末まで、検査申請等は 2020年 3月末まで適用期間を延長することと
いたしました。 
 
●対象者 
平成 30 年 7 月豪雨により住宅が半壊以上の被害を受けられ、自らが使用するた
めの住宅（再建住宅）を新築される建築主様 
●対象建築物 
階数が 2以下、かつ延べ床面積が 200㎡以下の一戸建て住宅（構造計算書の添付
を要しないもの） 
●対象手数料 
確認申請手数料（計画変更を含む）、中間検査申請手数料、完了検査申請手数料 
●免除措置の適用期間 

申請の種類 適  用  期  間 
確認申請 2019年 9月末までに申請されたもの 
計画変更確認申請 
中間検査申請 
完了検査申請 

2020年 3月末までに申請されたもの 
（弊社で確認済証の交付を受けた物件に限ります。） 

●手続き 
確認申請書等に罹災証明書（写し）を添付してください。 
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　　〒722-2102 尾道市因島重井町474-25

  TEL : （0845）25-1115　　FAX:（0845）25-1181

　担当 ：  松原・寺本 URL　ｈｔｔｐ：//ｅ ｎ ｋ ｏ .ｃ ｏ . j p  /

建築士の皆さまへ

溶融亜鉛めっきの大気中での耐食性は抜群です。

お問い
合わせ先

圓 光 産 業 株式会社

こんなことでお困りではありませんか？

めっき工場見学やめっき勉強会のお手伝いをさせていただきます。

面白まじめなベテランスタッフが説明させていただきます。

１

２

めっきという名前からクロームめっきや電気

めっきをイメージしがちです。

溶融亜鉛めっきの工程をご覧になれば、何故、

溶融亜鉛めっきは”丈夫で長持ち”なのか？

ご理解いただけます。

溶融亜鉛めっきの工程をご覧になれば、何故

歪が出るのか、色や膜厚にムラが出るのか、

また、その対策をご理解いただけます。

メンテナンスを考えずに塗装してしまった。

クレーンで吊り下げられた鋼材が巨大なめっき槽にゆっくりと浸されていく。

めっき槽の中は４４０℃以上の高温で溶かした約６５０ｔの亜鉛。

時折激しい音と共に火花や亜鉛の飛沫が散り、息をのむ迫力だ。再び引き上げられていく

鋼材は亜鉛の皮膜を纏い、キラキラと美しい光沢を放つ。これが鉄鋼製品に対する最も優

れた防錆法と言われる「溶融亜鉛めっき」だ。 産振興ＮＥＷＳ2017№104から

工場を止められないから、塗替え出来ない。

まとめて工場を休むと、売上や利益が大幅ダウン。

塗り替えは、人手や足場の準備と費用が大変。

錆を完全に除去して塗替え出来ない。
５ｍ、１０ｍの高さの

こんな錆を完全に除去出来ますか？

新入会員ＰＲ！
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　平成３０年７月６日に発生した豪雨、土砂災害は安全地帯とされていた岡山、広島に多大な被害をも
たらしました。私たちは、自然の力に対しガードする事が出来ないという実体験を味わいました。他
人ごとではありません。
　太陽のやさしい光、そよ風といった優しい風、自然の力の中で私達は生きていますが、時としてと
ても恐ろしい豪雨、雷、台風、そして地震、それも人間の力で抑制することのできない自然の力なの
です。大変な災害として、私達の心の中に残る大変な出来事でした。
　しかし、少なくとも私達人間が作った建物や道路、橋、トンネルは本当に大丈夫なのでしょうか。
それを安全に、そして健全に保たなければならないと痛切に感じている所です。

　私は、３7坪の畑で作物を作っています。作物の種類は4０種類を超え、自然の力によって土や水、光
を与えられ無農薬で作物を守るため害虫と戦っています。今、玉ねぎが収穫時期で約１５０個できました。
　抜き終ったら苦土石灰を散布し、元肥をやり、混合して土床を作り、これから相性の良いサツマイ
モを植えます。

ＳＧ�エンジニアリング株式会社

 代表取締役　加川　順一

仕事をするにあたって心がけていること：粘り強さを継続
座 右 の 銘：Never give up!
趣　　　味：家庭菜園・釣り・ゴルフ・柔道・ボウリング

第96回

農作業と自然の力
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私の
お気に
入り



　作物によって肥料も様々です。
　窒素、リン酸、カリ、油かす、骨粉、鶏糞、発酵牛糞等の適応する合成により、土の中の�PH�値も管
理します。例えばブルーベリーは�PH５.５�、キャベツは�PH6�にするとか、農作業の大変さと自然とのふ
れあいをしみじみ楽しく味わっているのです。でもそれが出来るのも、やさしい自然の時にだけなの
です。

　コンクリ―ト構造物の健全化を推進している本業も忙しく、考えることが多いので、なかなか休む
暇はありませんが、小さな畑でそれぞれの野菜の成長を眺めながら、一つ一つの植栽と会話をし、野
だてでコーヒーを飲んでいます。土曜日・日曜日には友人が来て植栽談議をして一緒に楽しんでいま
す。
　農業も草抜き、土壌づくり、どこに何を植えるか、日差しを受ける
方向等、自然との戦いですが、人が生命を維持する事は、すべて自然
の力を理解して活用し対応する。そのことを考えなければならないと
つくづく思いながらの作業です。
　私の畑も、なすびの葉の力強さ、きゅうりのしっかりした花、トマ
トやキャベツの成長、今自然に恵まれていますが、一瞬にして破壊さ
れる危機があることも想定しなければならない現実があることを考え
ると、準備や対策をする必要があります。今は運に恵まれているだけ
なのです。無農薬で元気な野菜を食べ、一日一日を大切に生きたいと
思います。多くの人を巻き込んで！！
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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。



　溶融亜鉛めっきと電気メッキは別のものです。

　車のボディーに溶融亜鉛めっきが使われているのを御存じですか？

　電力の鉄塔を塗り替えているのをご覧になられた事がありますか？

　始終、トラックのタイヤに踏んづけられているグレーチング、錆びたグレーチングを

見られた事がありますか？

お問い  圓 光 産 業 株 式 会 社
尾道市因島重井町474-25

合わせ先  TEL：（０８４５）２５－１１１５ （担当 ： 松原・寺本） FAX ： （０８４５）２５－１１８１

 溶 融 亜 鉛 めっき　

　　めっき工場見学やめっき勉強会のお手伝いをさせていただきます。

メンテナンスフリーの

URL http://enko.co.jp/

〒722-2102

（正会員）
　１．登録申請者変更
　　○㈱山本設計
　　　新：代表取締役　秋田　佳紀� � � 　旧：代表取締役　山本　康之　

（賛助会員）
　１．事務所所在地変更
　　○ブリヂストン化工品ジャパン㈱
　　　新：〒５５０-００１３　大阪市西区新町2－４－2　１３Ｆ� TEL０6-6５３4-１８66　FＡX０6-6５３4-１８76
　　　旧：〒7３１-５１4１　広島市佐伯区千同2－１－4０�� TEL０８２-9２３-３３２１　FＡX０８２-9２３-１５１２　
　

　　○ＹＫＫＡＰ㈱中国支社
　　　新：〒7３２-００５7　広島市東区二葉の里３－５－７　ＧＲＡＮＯＤＥ広島４階　
� � � � � � � � TEL０８２-５67-２77２　FＡX０８２-５67-２7５０
　　　旧：〒7３２-０８０２　広島市南区大州５－１－１０� � TEL０８２-２８7-２２２7　FＡX０８２-２８6-５５３4

　　○㈱サンゲツ
　　　新：〒7３０-００１7　広島市中区鉄砲町７－１８　東芝フコク生命ビル１Ｆ
　　　　　� � � � � � � TEL０８２-２２３-８１１５　FＡX０８２-２２３-８１１7
　　　旧：〒7３０-０８4２　広島市中区舟入中町2－２８� � TEL０８２-２３３-３８２０　FＡX０８6-２５０-３００6
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編　集　後　記

今日は、６月１３日なのですが　梅雨入りまだです。この調子だと梅雨明けは海の日以降になるので
しょうか。

我らがカープは交流戦に入り2勝６敗と打線もジメジメで一足先に梅雨入り？しているのかパリー
グが強すぎるのか。交流戦現在最下位です。
これが読まれているころは、挽回し５位となっているでしょう（笑）。

現在、セリーグでは首位であります。なんとかこのまま首位をキープ、リーグ四連覇！！が今年も
見えてきました。
令和元年はカープ日本一となりますように。。。。

７月です、夏本番に突入しました。
七夕、海の日、夏休み、ビアガーデン、花火大会と夏ならではのイベントがたくさんあります。楽
しい一夏にするために、体調の管理をいつもより気を使ってこまめに水分補給し、この夏を乗り越え
たいと思っております。

� 中崎　隆之　 　　
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❒　広告料(消費税は含まれておりません。消費税は８％となります。)

6回

12回

6回

12回

３．原稿は、希望掲載月の前の月の１０日までにご提出ください。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

会　員

会員：（一社）広島県建築士事務所協会の正会員及び賛助会員

サイズ 1/4 1/2 １ページ

会員外 会員外

60,000

申込者 会　員 会員外 会　員

6,000白　黒
18,000 30,000

36,000

60,000 90,000
カラー

30,000 45,000

大きさ
A4サイズの約1/4 A4サイズの約1/2 A4サイズ(縦)に入るもの

約６０ｍｍ×約１６５ｍｍ 約１２０ｍｍ×約１６５ｍｍ約２５０ｍｍ×約１６５ｍｍ

備　考 年6回又は１２回継続契約 1回あたり 1回あたり

【おねがい】 １．申込書は、希望掲載月の前の月の５日までにご提出ください。

２．原稿は、申込者が作成してください。

広告申込書　　

お申込者(社名) 申　込　日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

ご　住　所

担当者ご氏名

Ｔ　Ｅ　Ｌ Ｆ　Ａ　Ｘ

カ　ラ　ー 白　黒 カラー

【お問合先・お申込先】　　（一社）広島県建築士事務所協会　　〒730-0013  広島市中区八丁堀5-23オガワビル２階
　　　　　　　　　　　　　　　　　  電話　082-221-0600      ＦＡＸ　082-221-8400    Ｅ－メール　info@h-aaa.jp

e-mail

広告の名称（表題）

広告サイズ 1/4 1/2

　　　会報誌発行時の広告チラシやパンフレットの有料折込

毎月の会報発行時に貴社の広告チラシや製品パンフレット等を有料で同封いたします！
受付可能なサイズ等、詳しくは事務局までお気軽にお問い合わせください。

折込料：１０，０００円（税別）/1回

10,000

10,000

15,000

12,000 20,000

20,000 30,000

希望掲載月
6　回 12　回

※１／４サイズは、年６回か１２回の継続契約となります

広告料金額

※　広告の希望欄に○印を付けてください。

全ページ

会報誌への広告掲載を募集しています

随時募集中！








