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カフェ・クラスメイト

≪建物概要≫

≪設計者のコメント≫
カフェ・クラスメイトは三次町本通り商店街の長い間使
われていなかった空き家を改造して、2018年にオープンし
た喫茶店です。
三次町の本通り商店街は現在でも卯建の街並みが残り、
石畳装や電線地中化などの整備が進められてきましたが、
なかなか賑わいが戻らず空き家や空き店舗が増えていまし
た。そういった状況を改善するため、三次市と公共Ｒ不
動産が2016年に開催したのが、「三次エリアリノベーショ
ン」でした。2016年のエリアリノベーションでは既存の空
き家や空き店舗、地域資源をどうやって商店街の賑わいに
つなげるかということがワークショップを通して話し合わ
れました。そこで提案されたものの１つがこの喫茶店で、
その後、参加者の一人がオーナーとなり実現に向けて動く
ことになりました。空き家に残った不用品の片付けもワー
クショップ形式で行いました。
2017年のエリアリノベーションでは、この喫茶店を題材
としてDIYワークショップが開催され、天井の塗装や、本
棚の製作、板金の看板、壁の板張りなどをワークショップ
の参加者で行いました。材料を再利用して別の場所に張っ
たり、一部をDIYで施工することで不自然にきれいになり
すぎず、中庭のある古い長屋の良さを生かせたのではない
かと思っています。DIYや企画をワークショップで行い、
関わる人を増やすことで、いろいろな人にとって愛着のあ
る喫茶店になったのではと思っています。このプロジェク
トの実現をきっかけに三次町に次の動きが生まれることを
楽しみにしています。

：広島県三次市三次町１１７０
：原井隆建築設計事務所
：杢遊住建
：2017年11月～2018年２月
：木造２階建
：72.26㎡（店舗部分）

所 在 地
設計監理
施 工 者
工 期
構造規模
床 面 積

改造前の外観

ワークショップ後の集合写真

外観

内観

DIYワークショップの様子

今月の表紙



■行政ニュース
 2……令和２年から建築士試験の受験要件が変わります！
 4……令和元年度被災建築物応急危険度判定士講習会について（依頼）

■協会のうごき
 6……月間行事
 8……第10回建築士事務所とつくるこだわりの建築展をふりかえって
14……第10回カープ応援交流会を終えて

■お知らせ
16……耐震診断・耐震改修計画等評価費が変わります
18……法定講習受講者募集中
20……建築士事務所のための法律相談窓口が簡単に！
21……「建築の設計図書の電磁的記録による作成と保存のガイドライン普及促進のための講習会」（仮称）ご案内
22……圓光産業㈱工場見学会のご案内
24……「ひろしま建築設計異業種交流会」スマホで集合！ボウリングでGO！ご案内
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■今月の表紙タイトルバック／日本の伝統色
　想紫苑　おもわれしおん
　�風たちてきみ舞いかなで目もあやに…秋の七草の
桔梗（ききょう）の色。野に咲き乱れて紫の苑。
　（十日町織物工業協同組合策定きもの誕生色より）



 

 
 

平成 年 月 日

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

住宅局建築指導課

令和２年から建築士試験の受験要件が変わります！
～「建築士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「建築士法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の閣議決定～

昨年１２月１４日に公布された建築士法の一部を改正する法律の施行期日等が、本日、閣

議決定されました。これにより、令和２年の建築士試験（※）から、建築士試験の受験要件と

なっている実務経験について、免許登録までに積んでいればよいことになり（実務経験のみ

の者が二級・木造建築士免許を受ける場合等を除く）、例えば、大学卒業後すぐに試験に合

格し、その後実務経験を経て免許登録するといったことも可能になります。
（※）一級建築士試験の「学科の試験」は、例年７月第４週日曜日に実施しておりますが、令和２年に例年通り実施した場合、東京オリン

ピック・パラリンピック期間中となります。このような状況に鑑み、東京オリンピック・パラリンピック開催期間中の大規模な人の移動を

避ける観点等から、試験会場が確保されることを前提に、「学科の試験」については、例年より２週間早い７月１２日（日）の日程で実施す

る予定です。なお、「設計製図の試験」については、例年通り実施予定です。

１．背景
建築士試験を受験するための要件とされている実務の経験について免許登録の際の要件と

すること等を内容とする、建築士法の一部を改正する法律（平成 年法律第９３号。以下、
「改正法」という。）が昨年１２月１４日に公布されたところです。改正法の施行にあたり、
その施行期日等を定める必要があることから、今般、「建築士法の一部を改正する法律の施行
期日を定める政令」及び「建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関
する政令」が閣議決定されました。

２．概要
（１）改正法の施行期日
改正法の施行期日を令和２年３月１日とする。

（２）建築士の登録・受験に係る手数料の見直し
建築士の登録・受験に係る手数料の額について、以下のとおり改正する。
 一級建築士の登録手数料 ： 円
 一級建築士の受験手数料 ： 円
 二級・木造建築士の免許に関する事務の標準手数料 ： 円
 二級・木造建築士の試験の実施に関する事務の標準手数料 ： 円

（３）その他所要の改正

３．スケジュール
閣 議 決 定 令和元年 ９月６日（金）
公 布 令和元年 ９月１１日（水）
施 行 令和２年 月１日（火）

 

＜問い合わせ先＞

国土交通省 住宅局 建築指導課 田伏、星川

電話： （内線： 、 ）
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判定士の資格を得るにはこの講習会を受講
後、広島県への認定申請手続きが必要とな
ります。
講習後ただちに認定申請手続きを行います
ので右記の準備物をご持参ください。

①認定申請書
（広島県建築士会 からダウンロードしてください）
②建築士免許証のコピー
③広島県に在住または在勤していることを証する書類
（住民票・運転免許証・身分証明書等のコピー）

④カラー証明写真（縦 ×横 ） 枚
（写真裏面に名前記入、 枚は認定申請書に貼付、 枚は小封筒内へ）

この講習会は、告示に基づき広島県知事が指定
する講習会です。応急危険度判定士とは、被災
建築物による二次災害を防止するために危険度
判定作業を行うことができる資格者です。建築士
としての社会的使命から、判定作業に自発的に
参加される意志のある方の受講をお勧めします。

振込手数料はご負担願います。
納入された受講料の払い戻しは致しません。
ただし、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。

新たに応急危険度判定士に登録される方のための講習会です。

資格更新のための講習会ではありません。ご注意ください。
₁

更新手続きについては、広島県建築課（ ）までお問い合わせください。

主催：広島県 （公社）広島県建築士会
共催：（一財）日本建築防災協会（公社）日本建築士会連合会

（公財）建築技術教育普及センター

「被災建築物応急危険度判定士」への認定申請（新規）は、次のすべてが満たされていることが条件です。
①建築士法に規定する一級・二級・木造建築士であること。②広島県に在住または在勤していること。
③広島県知事が指定する講習会（この講習会）を修了していること。

日 時：2019年12月5日（木） 12：30～16：00

会 場：広島県情報プラザ 地下「多目的ホール」（広島市中区千田町 ）

定 員：150名（定員になり次第締切）

受講料：4,000円（税込）
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（公社）広島県建築士会　行
FAX：082-244-3840

NO.

西暦

月 日

住所

TEL

FAX

名称

住所

TEL

FAX

〒

生年
月日

▼2019年度　応急危険度判定士講習会　受講申込書

年

ふりがな

氏名

自宅

勤務先

払込受領書（ATM利用明細書）　貼付欄

*ご記入いただいた個人情報は（公社）広島県建築士会主催の説明会、講演会等の案内、資料送付のために使用させていただきます。 

　　個人情報については、（公社）広島県建築士会が責任をもって管理いたします。

二級（　　　　　県）
建築士登録番号 一級　　　　　　　号

号 号

木造（　　　　　県）

*建築士会CPD制度、建築CPD情報提供制度、振興基金等の建築関連CPDにご参加の方は必ずご記入下さい。

　未記入の場合は単位登録ができません。

会員（　　　　　　　　）支部　　　・　　　一般

登録番号

CPD

会員区別
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＜月　間　行　事＞

� 令和元年９月１日～令和元年９月３０日　
⃝９月３日　　広島商工会議所建設業部会正副部会長会議・２号議員選任のための部会長総会
　　　　　　　　　於：広島商工会議所� 車田副会長出席

⃝９月４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
　　　　　　　改正民法が建築士業務に与える影響等に関する説明会
　　　　　　　　　於：広島県情報プラザ� 河原専務理事出席

⃝９月５日　　建築士定期講習　　　　　　　　於：福山商工会議所� ３０名出席
　　　　　　　建設物価調査会懇談会・懇親会　於：リーガロイヤルホテル広島� 河原専務理事出席

⃝９月１０日　　意匠設計者にもできる概算コスト講習会「はじめの一歩！」
　　　　　　　　　於：建築サロン� １４名出席

⃝９月１１日　　総務渉外委員会
　　　　　　　情報・編集委員会

⃝９月１３日　　三役会・理事会

⃝９月１８日　　管理建築士講習　　　　　　　　於：建築サロン� １３名出席

⃝９月２６日　　建築士定期講習　　　　　　　　於：広島商工会議所� ４5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

＜ 今 後 の 行 事 予 定 ＞

⃝１０月３日　　青年話創会２０１９福島大会

⃝１０月４日　　第４３回建築士事務所全国大会福島大会

⃝１０月１０日　　「自然災害から我が家を守るために」～平成３０年７月豪雨災害に学ぶ～
　　　　　　　　　於：ＲＣＣ文化センター

⃝１０月１８日　　三役会

⃝１０月２４日　　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３回シーリング工事勉強会

⃝１１月８日　　三役会・地域理事会　　　　　　於：ビューポートくれ
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日　時　　令和元年8月7日（水）　１０時～１９時
会　場　　紙屋町地下街シャレオ中央広場
来場者　　約１,8００名
スタッフ　　約９０名

できるだけ多くの皆様に「建築士事務所をより
身近に感じてもらい」、「建築士事務所協会の存在
や活動を知ってもらう」ことを目的とし、昨年に
引き続き、夏休み期間中の開催としました。当日
は酷暑にもかかわらず、親子連れを中心に約１,8００
名の来場者がありました。
「こだわりの建築展」では、正会員による建築
作品パネル展、作品模型の展示やひろしま建築文
化賞受賞作品パネル紹介、賛助会員による住宅建
材や設備の展示、建築相談や法律相談、相性診断
などを実施しました。また、「簡易版木造住宅倒
壊ぶるる」を、ひろしま住まいづくり支援ネット
ワーク様からお借りし、木造住宅の耐震診断、耐
震改修の重要性について設置、説明、倒壊実験を
行いました。「教えて！地震に強い住まいづくり」
の小冊子を配布し、耐震改修の啓蒙を行い、成果
を得ることができました。
ほかに小学生向けに「おりがみ建築で遊ぼう」
を実施し、建築クイズラリー、ガラポン抽選会、無
料コーヒー（建築士事務所がつくるこだわりのコー
ヒー）の提供などもあり、会場は賑わいました。
今回のイベントを通じて、多くの来場者の方々
と、「きっかけ」「接点」を持てた点、建築士事務
所協会の存在や活動を知ってもらえた点で、目的
を達成することができました。

第１０回建築士事務所とつくるこだわりの建築展をふりかえって
こだわりの建築展実行委員会

熱心に建築作品パネルを見る親子連れの来場者

大型タペストリーは来場者の目を惹きましたこだわりのコーヒーとジュースも好評でした

ガラポン抽選会、何が当たるかな？
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この度は工大専門学校から金川君と石丸君、市
立工高から沖君が参加してくれて、大いに助かり
ました。
今回のイベントは、久保井理事（アトリエド
リーム）を実行委員長とし、住宅委員会、総務渉
外委員会、技術委員会、情報編集委員会、会員交
流委員会、都市環境委員会、賛助会員部会で実行
委員会を構成して、イベントに臨みました。みな
さんお忙しい中、一致団結し、準備を整えてきま
した。イベント当日には多くの協会員が結集し、
おそろいのベストを着用して、建築士事務所や協
会のイメージアップに一役買っていただきました。
また、作品パネル展や建材等紹介ブースへの出
展や抽選会への商品提供など、たくさんの協会員
の皆様にご協力いただきました。ありがとうござ
いました。

おりがみ建築に取り組む親子

「耐震ぶるる」倒壊実験には多くの人が集まりました建築相談会、法律相談会も盛況でした

≪建築作品パネル出展の皆様≫
㈱あい設計、㈲アサヒ建築設計事務所、㈱アトリエド
リーム、㈱ＮＳＰ設計、㈱ＮTTファシリティーズ、大
旗連合建築設計㈱、鹿島建設㈱、河口佳介＋Ｋ２－Ｄ
ＥＳＩＧＮ、㈱近代設計コンサルタント、㈱車田建築設
計事務所、㈱Ｋ構造研究所、㈱小西建築設計事務所、
C&C ＤＥＳＩＧＮ ARCHＩTＥCT、下岸建設㈱、㈱竹中
工務店、㈲立石建築設計、中電技術コンサルタント
㈱、nest、㈱フジ総合企画設計、㈱プレゼントデザ
イン一級建築士事務所、㈲元廣建築設計事務所

≪建築作品模型出展の皆様≫
㈱アトリエドリーム、大旗連合建築設計㈱、㈱竹中工
務店、㈲立石建築設計、㈱プレゼントデザイン一級建
築士事務所

≪賛助会員ブース出展の皆様≫
ＳＧエンジニアリング㈱、クマリフト㈱、新日本建設
㈱、㈱ティーエス・ハマモト、文化シヤッター㈱

参加してくれた金川君、石丸君（以上工大専門校）
沖君（市立工高）

建築クイズ問題にもなった木造耐震倒壊ぶるる
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≪ガラポン景品提供の皆様≫

㈱アトリエドリーム、アマノ㈱、石﨑本店㈱、梅田㈱、エスケー化研㈱、ＳＧエンジニアリング㈱、大旗連合
建築設計㈱、㈲岡田建築設計事務所、㈱近代設計コンサルタント、クマリフト㈱、㈱Ｋ構造研究所、光和物
産㈱、㈱小西建築設計事務所、山陽工業㈱、三和シヤッター工業㈱、新日本建設㈱、大光電機㈱、大成建設
㈱、大和リース㈱、中電技術コンサルタント㈱、㈱ティーエス・ハマモト、㈱テクシード、TOTO㈱、㈱長
崎塗装店、㈱広島三友、広島ガス㈱、文化シヤッター㈱、㈱LＩXＩL

ハザードマップの説明を聞く来場者

皆さん笑顔で集合写真

活気あった「まちと住まいの建材展」
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第 10回建築士事務所とつくるこだわりの建築展  

アンケート結果 

     アンケート総数 353 

 

 
 

 
 

66%5%

14%

1%

0%

0%
14%

どこで知りましたか

シャレオ

チラシ

すすめられた

ホームページ

フェイスブック

その他

未回答

46%

31%

1%

22%

建築士事務所について

身近に感じられた

存在を知った

身近に感じられない

未回答
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50%

25%

1%

24%

建築作品パネル

参考になった

ある程度なった

ならなかった

未回答

57%
19%

1%

23%

木造耐震と建材展

参考になった

ある程度なった

ならなかった

未回答

11
37 39

4 2

41

92

65

6 40 2 11 1
38

10代 20～40代 50代以上 10代未満 未回答

参加者男女比

男 女 未回答
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インターンシップの一環として、8月7日に紙屋町シャレオ中央広場で開催された「第１０回建築士
事務所とつくるこだわりの建築展」にスタッフ参加させていただきました。建築展に来られたお客様
に案内や説明を行うのは初めての経験で、とても大変でしたが立石建築設計の立石社長をはじめ、多
くの方々のサポ－トにより，ひとりでも行う事ができ自分の自信に繋がりました。
また、お客様と建築について話をすることがとても楽しく、勉強になることも沢山ありました。実
際に建築設計の仕事をされている方々とお話しさせて頂いたことも貴重な経験となりました。
建築展に参加させていただいたことで、建築設計の仕事についての視野が広がりました。今まで自
分の将来について漠然と考えていましたが建築の仕事にも多くの職種があることを知り、実際に体験
させてもらうことで自分の将来を強く意識するようになりました。
今回の経験を無駄にしないよう、残りの学校生活を意義のあるものにしていきます。

「第１０回建築士事務所とつくるこだわりの建築展」に参加して

広島市立広島工業高等学校 
建築科２年　沖　透吾

参加した感想を述べる

会場を案内する様子

倒壊した耐震ぶるるを組み立てる

熱心に説明する様子
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8月２０日（火）に第１０回カープ応援交流会を開催しました。今年はマツダスタジアム3塁側指定席
を確保し、会員の皆さんとカープの勝利を願っての観戦となりました。
抽選で選ばれた6０名がヤクルトスワローズとの試合を観戦し、各々がお気に入りのユニフォームや
メガホンなどを持参して熱い声援を送りました。
試合は広島が３点を追う９回無死一、二塁。鈴木誠也が左翼スタンド最上段に飛び込む２４号同点ス

リーランを放ち、最後は2死二塁から途中出場の三好がセンター前にプロ初のサヨナラ打で試合を決
めました。試合結果は広島９対ヤクルト8でした。
今季１０度目のサヨナラ勝ちに参加者は大興奮で盛り上がりました。衣笠会長は「最後まで優勝を諦
めず、これからも熱い試合を見せてほしい。たくさんの会員の皆さんと親睦を深めることができ、充
実した時間だった。」と話されました。
これからのカープの快進撃が楽しみですね。

コイ大逆転サヨナラ　感動の試合
～第１０回カープ応援交流会を終えて～

青年部会　志茂　大輔

三好がサヨナラヒットを打ち、盛り上がる

交流会を盛り上げてくれた祥構造の大原社長と息子さん
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事務所協会の横断幕を掲げての応援。勝ち試合は気持ちいいですね。
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耐震診断・耐震改修計画等評価費が変わります 

令和元年 10月１日受付分から評価費が変わります。 

当協会員の皆様には、通常の評価費から減額された下表の評価費が適用されます。 

 

（一社）広島県建築士事務所協会員用の評価費 

耐震診断・耐震改修計画等評価費表 （単位：円）  
（備考） 
・ 延べ面積：評価対象建築物（棟

別）の評 価対象部分の各階床面

積の合計。 
・ ※1 特殊工法材料等：工法、材

料が特殊なものであり、評価に

相当な時間を要するものと評価

委員会で認めたもの。  
・ ※2 複合構造等：構造型式が複

合的なものや基礎条件の評価

に、相当な時間 を要すると評価

委員会が認めたもの。  
・ 診断と改修の評価を同時に行う

場合は、それぞれの金額の合計

とする。 
・ 耐震診断・耐震改修等で評価Ｃ

の場 合、３回目からは再申請 
とする。 

・ B’物件は 4 回目からは再申請

とする。  
・ 既評価物件の軽微な変更に伴う

評価料 は 1 件につき 
￥５０，０００とする。 

面積・工法等区分 耐震診断評価 耐震改修計画等評価 

延 
べ 
面 
積 
㎡ 

500 ㎡未満 １３２，０００ １３２，０００ 

500 ㎡以上 
1,500 ㎡未満 

１８３，０００ １８３，０００ 

1,500 ㎡ 以 上 
3,000 ㎡未 満 

２３４，０００ ２３４，０００ 

3,000 ㎡ 以 上 
5,000 ㎡未 満 

２５４，０００ ２５４，０００ 

5,000 ㎡  以上

10,000 ㎡未満 
３５６，０００ ３５６，０００ 

10,000 ㎡以上 ４５８，０００ ４５８，０００ 

特

殊 
工

法

等 

特殊工法材料等 
※１ 

 
 

別途実費積算による 
複合構造等※２ 

※通常の評価費は、当協会ホームページをご覧ください。 
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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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建築士事務所の管理建築士となるためには、建築士として３年以上の設計・工事監理その他の国土交

通省令で定める業務に従事した後、管理建築士講習（法定講習）を受講し終了することが必要になりま

す。新規に建築士事務所登録をされる方は、登録申請の時点で、管理建築士講習の修了証が必要となり

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 

１１月１２日（火） ６Ｄ－０３ 
広島県建築士事務所協会 

建築サロン 
２５ ２５ １０月１８日（金） 

※残席数は９月１１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。 

※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◆ 

 １６，２００円（消費税・テキスト代込） 

◆申込方法◆ 

 所定の申込書を（一社）広島県建築士事務所協会へ郵送又は持参 

◆受講資格◆ 

 原則として、建築士事務所に所属する建築士として３年以上、次の業務（建築士法施行規則第２０条

の４第１項に規定する業務）に従事した者であること。 

①建築物の設計に関する業務          ②建築物の工事監理に関する業務 

③建築工事契約に関する事務に関する業務    ④建築工事の指導監督に関する業務 

⑤建築物に関する調査または鑑定に関する業務 

⑥建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務 

※建築物の施工管理（施工図の作成や安全管理等を含む。）は受講資格の対象業務としては認められ

ません。 

 
 

 

 

令和元年度の建築士事務所協会担当分は９月２６日開催分をもちまして全て終了いたしました。 

１０月以降は（公社）広島県建築士会が担当いたしますので、日程や申込等のお問い合わせは建築士

会へお願いいたします。 

（一社）広島県建築士事務所協会 

管理建築士講習 

建築士定期講習 

●近い将来、建築士事務所の開設を考えている 

●現任者の定年退職前に管理建築士を変更し、引き継ぎをスムーズに進めたい 

●急な退職・異動等に備え、後任候補の人材を確保しておきたい 

※ 建築士法第２４条第１項において、「建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務
所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士
事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない」と規定さ
れています。 

  現任の管理建築士が退職・死亡等で不在となった場合はその時点で建築士事務所登録要件を満たさ
ないこととなり、事務所を廃止しなければならず業務を引き続いて行うことが出来なくなってしまい
ますので、ご注意ください。 

このような場合はお早目の受講をお勧めいたします！ 
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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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「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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正会員の皆様 
 

一般社団法人広島県建築士事務所協会 
  会 長  衣 笠 准 一 

教育委員会委員長  戸 梶 好 喜 
 

「建築の設計図書の電磁的記録による作成と保存の 

ガイドライン普及促進のための講習会」（仮称）ご案内 
 

平素は、本会の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、日事連では（公社）日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）と共同でワーキ

ンググループを設置し、設計図書の電子化の普及促進を目的とした講習会を企画しま

した。平成 29 年 12 月に JIIMA から「建築設計業務における設計図書の電磁的記録

による作成と保存のガイドライン」（編集協力：国土交通省）が発行されました。 
本講習会はガイドラインに基づき、建築士事務所が設計図書を電磁的記録でどのよ

うに作成・保存すればよいか、法的根拠とその具体的な実例を解説し、電磁的記録を

普及促進することを目的とします。 
 

記 
 
名称： 建築の設計図書の電磁的記録による作成と保存のガイドライン普及促進の 

ための講習会（仮称） 
共催： 一般社団法人広島県建築士事務所協会 

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 
後援： 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会 
日時： 令和元年 11 月 19 日（火） 13：30～16：30 
会場： 広島県建築士事務所協会 建築サロン  広島市中区八丁堀 5-23 オガワビル 2 階 
受講料： 会員：2,000 円、一般：5,000 円（税別、テキスト代込み） 
定員： 24 名 
締切： 令和元年 11 月 8 日（金） 
CPD： 3 単位申請中 

 

(一社)広島県建築士事務所協会 宛    (FAX ０８２-２２１-８４００)   

電磁的記録に関する講習会参加申込書     ・会員  ・一般 ※事務局 

受付印 
事務所名 

 

     電話   

氏 名  FAX   

建築ＣＰＤ情報提供制度、建築士会 CPD No.  
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正会員各位 
 

                           （一社）広島県建築士事務所協会 

                                               技術委員会委員長 大上 信一 
                               

圓光産業㈱ 工場見学会のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 
 

  日 時      令和元年１１月２０日（水） ９：３０～１８：３０（予定）                                        

場 所     圓光産業㈱本社工場  尾道市因島重井町 474-25 

    見学内容    抜群の防錆力・信頼性のある溶融亜鉛鍍金の工程を見学して頂きます 

    会 費     事務所協会会員は無料  

  事務所協会会員外は 500 円 

   定 員      ３０名 

   最終締切   令和元年１１月１２日(火) （定員になり次第締め切ります。） 

   交通手段   貸切バス                               

   行程(予定)   9:30   広島市内出発(県庁前)  →  10:50  JR 尾道駅前で合流 

             11:00   車中でビデオ勉強会（CPD１単位予定）    

             11:50  昼食    

13:00  圓光産業㈱工場見学、座学受講（CPD２単位予定）  15：00 出発 

      15:10  万田酵素発酵パーク着（自由行動）                16:10 出発 

16:50  JR 尾道駅前 着 

             18:30  広島市内到着（県庁前）、解散        

 

(一社)広島県建築士事務所協会 宛         (FAX ０８２-２２１-８４００)   

圓光産業㈱工場見学会参加申込書     所属 ・事務所協会会員  ・非会員

      

 
事務所名 

 

     電話   

氏 名  FAX  ※事務局受付印 

建築ＣＰＤ情報提供制度、建築士会 CPD No.  

氏 名    

建築ＣＰＤ情報提供制度、建築士会 CPD  No. 
  

この度、建築業務に携わる建築士の方々の知識の向上の一

貫として、賛助会員であります圓光産業㈱様  のご協力により工

場見学会を開催することになりました。圓光産業様は溶融亜鉛

メッキを施す会社で、亜鉛と鉄から形成される「合金層」により

金属を結合させることで半恒久的な耐用年数を実現させます。 

皆様の技術力向上と自己研鑽のためにも、この機会にぜひ

ご参加くださいますようご案内申し上げます。なお、この見学会

は建築CPDプログラムに３単位を申請中です。 
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　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
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会員の皆様 

                          主催 （一社）広島県建築士事務所協会 

（一社）広島県設備設計事務所協会(幹事) 
                             （一社）日本建築積算協会 

                             欠陥住宅研究会（弁護士の皆様） 

 
  

【ひろしま建築設計異業種交流会】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇日時    令和元年 11 月 22 日（金）18:30～ ボウリング大会、表彰式（18:15～ 受付開始） 

 

◇参加費   2,000 円(プレイ費、貸し靴代、懇親会費) 

 

◇会場    

 

 

 

 

◇競技  ボウリング２ゲーム  募集は先着４０名です。（全団体で） 

  チームは当日くじ引きにて決定 男女混合（1 チーム 4 名） 

  女性はハンディキャップ有り １ゲームにつき３０点 

  

 

 

 

 

☆印の賞は、当日皆様が撮影した画像を特設ページにアップし、表彰式会場で全員投票により決定します。 

 

◇エントリー方法 

① FAX にて申し込み 

② 右の QR コードを読み取る 

③ 交流会のサイトに入り、自分をエントリー 

④ 所属(建築/設備/積算/弁護のいずれか)＋名前で登録する 

申込締切は、令和元年１1月８日（金）     または https://www2.x-feeder.info/bowling1122/ 

 

◇問い合わせ先 （一社）広島県建築士事務所協会 事務局 大木 082-221-0600 

＜ボウリング大会＞ 

パークレーン３Ｆ   

中区八丁堀 11-6 

＜表彰式＞ 

広島県建築士事務所協会 建築サロン   

中区八丁堀 5 番 23 号 ｵｶﾞﾜﾋﾞﾙ 2 階 

 

◇表彰 ◆1 位 

◆ブービー賞 

☆SNS 映えするで賞 

☆チーム仲いいで賞 

☆投球がきれいで賞 

☆後姿がえーで賞 

☆なんで溝あるんで賞 

 

【QR コード】 
スマホで集合！ボウリング 
ﾞへＧＯ！ 
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ：ａ００００ 
  (エー、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ) 

スマホで集合！ 
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【ひろしま建築設計異業種交流会】 

スマホで集合！ボウリングへＧＯ！ 

ボウリング大会・表彰式 

参加申込書 
 

 

   返信先：（一社）広島県建築士事務所協会 

   ＦＡＸ：082-221-8400 

 

 

開催日：令和元年 11 月 22 日（金） ボウリング大会、表彰式に参加します。 

 

    申込は 1 枚につき 1 名です。会社で複数名の方が申し込む場合は、別々に申し込んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    ボウリング大会当日に、「Feeder」の特設サイトにボウリングの画像を投稿 

したい方は、前日までに QR コードから、必ずエントリーを済ませてください。 

第１面にも書きましたがサイトにエントリーをする場合は、所属（建築、設備、 

積算、弁護士のいずれか）＋名前を入力して下さい。 

（例） 設備設計の井村さんの場合・・・設備井村 

                        

スマホ画面の例  

受付印 

 

受付番号 

 

氏 名  

勤務先  

所属団体 ・建築士事務所 ・設備設計事務所 ・積算協会 ・欠陥住宅研究 

連絡先または携帯  

FAX 番号  
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第98回

　車で通勤する途中の寄り道が日課になっています。
　自宅を出て国道３１7号線を2，3分走ると海に出ます。
　備後灘の横島、田島、加島などの島影、しばらく走
ると紅白に塗られたテレビ塔が立つ向島、その左手に
因島大橋が見えます。
　因島大橋は何色に塗られているのか？晴れの日、曇
りや雨の日、また四季折々の空気や島々の緑と共に変
化し、毎日見ても飽きません。
　大浜の町を過ぎて因島大橋の下をくぐり、坂を下り
ると、お気に入りの大浜アメニティー公園、しまなみ
ビーチに到着します。
　犬を散歩させる人がたまに通るぐらいで人影のまば
らなビーチ沿いの道に車を止め、コーヒーを飲みなが
らタバコを吹かすのが出勤前の私の至福のひと時です。
　小鳥のさえずりやさざ波の音を聞きながら、遠く三
原や尾道の山々をバックに向島、岩子島が浮かぶ静か
で穏やかな海を見ていると、心がスーと落ち着きます。
　１０数分の時間ですが、心をリセット、今日の作戦を
考えてから会社へスタートします。

圓光産業株式会社

 松原　巨典

仕事をするにあたって心掛けていること：一に辛抱、二に辛抱、三四が無くて五に辛抱。
座右の銘：努力は裏切らない。
趣　　味：�謡（うたい）をはじめて２年の見習いです。�

宮島の桃花祭には２回出させていただき
ました。

因 島

朝日に生える因島大橋

宮島桃花祭、舞台後の記念写真（後列右端が私）

因島大橋と八重子島
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私の
お気に
入り



　時に高校時代、フェリーに自転車を載せて渡る向島で、入れ違いに乗り込んで来る本土の尾商へ通
学する女子高生への淡い思い出や「島が沈む」とテレビや新聞で連日報道された昭和6０年の日立造船
新造船撤退の頃の事、広島・岡山・山口の鉄を扱う工場を手当たり次第訪問した日々を思い起こす事
もあります。
　山影にスレートの屋根を見つけて、とにかく行って見ようと飛び込みで訪問、「うちにはめっきの仕
事は無いけど、○○へ行ってみんさい！」と人の温かさが身に染みる毎日でした。

　休みの日に散歩がてら因島大橋
（１,２7０ｍ）の車道の下の歩行者・自転
車・バイク道を渡って向島へ渡る事が
あります。
　5０ｍ下の海に映える大浜崎灯台記念
館や通り過ぎる船と白い航跡、広島・
四国のしまなみなど３6０°のパノラマ、
本当にきれいだと思います。
　因島大橋が開通していなかった頃、
岡山から検査で来られたお客さんから
「フェリーを下りるとみかんの香りが
する」と褒めていただいた事もあります。
　有名観光地へ旅行に行った帰り、因島大橋の上から淡い緑色の海を見て「ここが一番きれい！」と
思わず言ってしまいます。
　わざわざ海外から自転車を担いでサイクリングに来る人も多くいる景色を、毎日堪能出来る幸せを
感じています。

因島大橋から見る大浜灯台、向島大橋

しまなみビーチ
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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。



 正会員
事 務 所 名 所　在　地 開　設　者 管理建築士 ＴＥＬ

㈱栗本一級建築士事務所
紹介者：事務局

〒7３３-００３5
広島市西区南観音
7-１４-２０

前川　拓也 小西　君孝

（０８２）    
２９３-８5００
ＦＡＸ

（０８２）    
２９２-９０２３

今度、広島県建築士事務所協会に入会させて頂きました。広島の中堅ゼネコンとして、協会
の皆様と共に、地域の発展に貢献したいと思っております。よろしくお願いいたします。

 賛助会員
会社名・代表者名 所　在　地 ＴＥＬ 営 業 品 目

㈱△□○
代表取締役　生西　健司
紹介者：㈱広栄工業所
　　　　権隨　繁徳

〒7３１-３１６5
広島市安佐南区伴中央
４-８-２３

（０８２）    
８４８-３４００

建築資材製造ＦＡＸ
（０８２）    
８４８-３４０６

△□○のロゴで有名な当社は、事務所等のパーティション・トイレブースの製造販売施
工を行うメーカーです。自社の製品はもちろんのこと他社のパーティションの移設や改
造、トイレブースの開きの変更まで間仕切りの「何でも屋さん」です。

会社名・代表者名 所　在　地 ＴＥＬ 営 業 品 目

㈱ジツタ中国
代表取締役　實田　泰之
紹介者：㈱近代設計コンサルタント
　　　　衣笠　准一

〒7３０-００４３
広島市中区富士見町
１６-２

（０８２）    
２４４-２３３１ 木製造作家具・黒板・舞台装

置・緞帳・鋼製家具の製造・
施工・提案

ＦＡＸ
（０８２）    
２４４-３３１１

当社は、「新しい建物空間をサポートする」という理念のもと、木製家具（実験台等
も）及び鋼製家具（移動書架等も）の製造・施工を中心に、舞台装置（緞帳等も）な
どの提案・施工を行っております。

会社名・代表者名 所　在　地 ＴＥＬ 営 業 品 目

アオイ調査設計㈱
代表取締役　塩本　崇公
紹介者：事務局

〒7３１-０１４１
広島市安佐南区相田
１-１-２６

（０８２）    
８7９-１９４１

コンクリート構造物、橋梁及
び建築物の検査・診断、構造
物補修設計、地質・のり面調
査

ＦＡＸ
（０８２）    
８7９-7２６０

徳久　啓二

アオイ化学工業のグループ会社として今年4月に設立しスタートしました。有資格者に
て赤外線サーモグラフィによる建築物の外壁調査をさせて頂いていますので、会員様の
お手伝いができればと思い入会させていただきました。どうぞよろしくお願い致します。
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編　集　後　記

朝晩、さわやかな風が吹く季節となり、夏バテした体もほっと一安心です。

さて、今月号の表紙を飾っているのは、三次の古い街並みの中にある町屋のリノベーションです。
原井隆建築設計事務所の原井さんの作品です。
まだ、建物を訪問したことはありませんが、表紙の写真からは、町屋の中庭を介した部屋のしっと
り感がよく伝わります。さらにガラス戸に映る風景が、やわらかくゆがんで見えてレトロ感満載で
す。ファサードも町屋の古き良き雰囲気が大切に残されており、いたるところに設計者の心遣いが感
じられます。

私は以前、三次市に勤務していた関係で、とても人情豊かな土地柄に愛着がありますが、多くの
人々の想いが詰まったこのプロジェクトが、まちづくりの起爆剤になることを楽しみにしています！

� 河原　直己　 　　

（正会員）
　１．登録申請者変更
　　○全農西日本一級建築士事務所広島管理センター
　　　新：代表理事　山﨑　周二� � � 　旧：代表理事　神出　元一

　１．登録申請者所在地変更
　　○三栄建設㈱一級建築士事務所
　　　新：広島市中区昭和町１１－１２� � � 　旧：呉市阿賀北４－５－１8
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