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京都・長岡京の家

≪建物概要≫

≪設計概要≫
古今を通じて洗練された上品な風景や暮らしが建ち並ぶ京都府長岡京市。豊かな植生と微地形に囲まれた
自然環境の中にある敷地に建つ夫婦と子のための住宅。隣接する宅地との高低差や周辺の植生状況、緩やか
に傾斜した前面道路を車や周辺住民が行き交っており、敷地を取り囲む環境から敷地に対して様々な視線が
向けられることが考えられた。太陽の明かりや風の動き、四季の変化を感じることができるような外部環境
とのつながりをつくりだすため、空間を立体的に構成し、そのまわりに視界のopen/closeをコントロールす
るための"斜め壁"を、囲い庭やテラスを内包しながら計画した、この"斜め壁"は、外部空間においては落ち
着いた佇まいを感じさせるとともに天然スレートを用いることで街並みへの調和を図っており、内部空間に
おいては適度な距離感をもって立体的に配置したそれぞれの空間を意識させてくれるような装置となるよう
計画した。格子に囲われ優しい光に包まれるガレージと吹き抜けに設けた坪庭を介したエントランス、この
住宅の核となるようコの字型の造作キッチンを据え、テラスを望めるダイニングをはじめ、パントリー、洗
面脱衣室、浴室をその周囲に配置し、回遊できる計画とすることで合理的な家事動線となるよう配慮した。
ダイニングとリビング、リビングと寝室とはそれぞれ階段を介して立体的につなげており、仕上げの異なる
床・天井とすることで、空間にメリハリが生まれ、高さの異なる様々な居場所から望む景色がよりいっそう
特別なものになるように計画した。
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敷地を取り巻く環境に呼応させた
“立体的な空間構成 ”と “ 斜め壁 ”

趣ある街並みへの佇まい方に配慮した
　　“天然スレート ”仕上の外観

「和」を表現した
“40mm角 FRPグレーチング製格子 ”と “ 囲い庭 ”

各部意匠に同調させた
“造作キッチン ”と “ 吊階段 ” のテクスチャー

設計者：河口　佳介
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■今月の表紙タイトルバック／日本の伝統色
　夢宵桜　ゆめよいざくら
　�春おぼろきみの姿もまぼろしの…山桜の可憐な色。
　桜�―�それは心躍る春の盛りをいろどる。
　（十日町織物工業協同組合策定きもの誕生色より）



国土入企第４５号 

令和２年１月３０日 

発注関連業団体の長 殿 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 

発注関係事務の運用に関する指針の改正について 

 公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１８号。以下「法」と

いう。）は、令和元年６月１４日に公布・施行された公共工事の品質確保の促進に関

する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第３５号）により改正されたところで

す。これを受け、内閣に設置された「公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連

絡会議」における申合せにより、本日、別添のとおり「発注関係事務の運用に関する

指針」（以下「運用指針」という。）が改正されました。 

 運用指針は、法第２２条に基づき、国が、法に規定された基本理念にのっとり、発

注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他の関係者の意見

を聴いて定めるものであり、各発注者が、法第７条に規定する「発注者等の責務」等

を踏まえて自らの発注体制や地域の実情等に応じて発注関係事務を適切かつ効率的

に運用できるよう、発注者共通の指針として、発注関係事務の各段階で取り組むべき

事項や多様な入札契約方式の選択・活用について体系的にまとめたものです。 

 つきましては、運用指針の改正について、各省庁、地方公共団体及びその議会並び

に建設業者団体あてに周知するとともに、民間発注者団体あてに参考送付しておりま

すので、お知らせいたします。 

国土交通省ホームページ　http://www.mlit.go.jp/tec/tec_reiwaunyoshsishin.html
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＜月　間　行　事＞

� 令和2年2月1日～令和2年2月29日　
⃝１月３０日　　(一社)広島県建築士事務所協会元専務理事　沖村稔秋様ご逝去に伴い弔意を表しました

⃝２月３日　　マンション計画修繕部会

⃝２月４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：福山商工会議所� 2０名出席
　　　　　　　日事連青年ワーキンググループ（ＷＥＢ会議）� 村田理事出席

⃝２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
　　　　　　　広島商工会議所　「建設業の諸課題に関する勉強会（中国地方整備局）」事前打合わせ
　　　　　　　　　於：広島商工会議所� 河原専務理事出席
　　　　　　　第１０回ひろしま建築文化賞第１回審査会

⃝２月６日　　ＢＩＭ実務研修３社合同説明会　　　　　於：広島ＹＭＣＡ� ４２名出席
　　　　　　　広島県建築安全安心マネジメント推進協議会第２回作業部会
　　　　　　　　　於：広島県庁� 河原専務理事

⃝２月７日　　正副委員長会議　　　　　　　　　　於：ホテルメルパルク広島� 衣笠会長他2５名出席
　
⃝２月８日　　建築物耐震診断等評価委員会

⃝２月１２日　　広島商工会議所　第２６期常任委員会　於：広島商工会議所� 衣笠会長出席
　　　　　　　情報・編集委員会
　　　　　　　ｋｉｎｔｏｎｅわくわく体験スクール　　　�於：富士ゼロックス広島㈱� 大木主任出席

⃝２月１４日　　第３７回協会親睦ボウリング大会　　　於：広電ボウル� 29チーム８７名参加

⃝２月１７日　　第１０回ひろしま建築文化賞現地審査

⃝２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第２回全体委員会
　　　　　　　　　於：東海大学校友会館� 荒木建築物耐震診断等評価委員長出席
　　　　　　　建築士事務所のための「よくわかる民法改正のイロハ」
　　　　　　　　　於：広島弁護士会館� ８6名出席

⃝２月２０日　　設計図書の電子的作成・保存の実務講習会
　　　　　　　　　於：建築サロン� 22名出席
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⃝２月２１日　　三役会・理事会

⃝２月２２日　　建築物耐震診断等評価委員会

⃝２月２５日　　ＢＩＭ実務研修　Ｒｅｖｉｔ（オートデスク）操作体験会
　　　　　　　　　於：建築サロン� 2０名出席

⃝２月２６日　　管理建築士講習　　　　　　　　　　於：建築サロン� １８名出席
　　　　　　　日事連総務・財務委員会（ＷＥＢ会議）� 車田副会長出席

⃝２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

＜今後の行事予定＞

⃝３月１０日　　ＢＩＭ実務研修　ＧＬＯＯＢＥ（福井コンピュータアーキテクト）操作体験会

⃝３月２６日　　三役会・理事会

⃝４月１６日　　一級建築士を目指す技術者セミナー

⃝４月２０日
　　　２２日　　

すぐに役立つビジネスマナー講座

⃝４月２８日　　三役会・理事会

⃝５月２７日　　令和２年度定時総会
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令和元年度 第 4回マンションを中心とした改修工事 

ここが知りたい技術セミナー「機械式駐車場リニューアル」勉強会 
 

                                 報告 マンション計画修繕部会 

土居  一憲 

                
マンション計画修繕部会主催による第４回勉強会「機械式駐車場リニューアル」について下記のように実施しました。 

 

日   時 ： 令和 2 年 1 月 23 日（木）16：00～17：30 

勉強会名 ： 機械式駐車場における分譲マンションでのリニューアルについて 

講   師 ： 上野隆幸氏（株式会社フォレストインフィニティ トータルフィールドアドバイザー） 

 

 

勉強会は、奥河内部会長から勉強会の趣旨等説明後、

担当土居による勉強会のテーマが決定された経緯とこの

テーマにおいて、機械式駐車場の業界が各メーカーによ

り特殊性があり、法律と立体駐車場工業会等の基準に基

づいていること以外に、市場で明確にしにくい内容が多い

ことがあることを説明して勉強会を開始しました。 

講師の上野氏は東京から来広され、まず機械式駐車場

のメンテナンス会社はメーカー系と独立系があることの説

明に始まり、その違いを独自の意見を付け加えながら、一般的な機械式駐車場の種類等の説明も詳細にされました。

この中で、マンション等によく採用されている 2 段式 3 段式のような多段式駐車場を中心に説明されました。また平成

29年国土交通省の「機械式駐車装置の安全対策」にも触れ、新規物件はセンサーや安全策が今以上に必要になり、

マンションにおいて既存の機械式駐車場のピット内で、駐車場機器の新規入替改修が困難になったことの実例を話さ

れました。 

参加者に最も興味のある内容では、各種多段式機械式駐車場の、改修費の概算工事費を、駐車場１パレット当た

りでわかりやすく概算単価まで詳細に説明していただきました。この参考金額は、あくまでも講師の会社で改修工事を

する場合の概算工事費ではあるが、実務でマンションの相談を受けている参加者にとっては、管理組合に説明できる

大まかな金額だと考えられます。このような具体的な概算金額比較は入手困難な情報だと考えます。 

今後の区分所有者の高齢化に伴うピットステージ平面化工事、埋め戻し平面化工事などの駐車場パレットの減数

における工法検討も説明されました。もちろん制御リニューアルの時の注意等や機械式駐車場メーカーの撤退のこと

も参考になる内容でした。 

説明後の質疑応答はかなり具体的な質疑が出て、ピット式の埋め戻し時の注意も参考になりました。埋込式のピット

を埋戻す場合は浮力と沈下の検討が必要であることを実例で話されました。建物内の場合は、基礎等に影響がある

ので特に注意が必要だそうです。 

最後に、話しにくい業界の中で、このように具体的な内容で、自社の取り組みを説明されたことに感謝しつつ勉強

会を閉会しました。関係者の皆様に感謝します。 

 

令和 2 年度からは、「改修工事ここが知りたい技術セミナー」として、マンションに限定せず、セミナーを開催しま

す。引き続きよろしくお願いいたします。(マンション計画修繕部会) 
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令和 2 年 2 月 7 日 
一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会

会 長  佐々木 宏 幸  様

四会連合協定建築設計・監理等業務委託契約約款

調査研究会運営委員会

委員長 佐々木 宏幸

四会連合協定建築設計・監理等業務委託契約約款の改正について（お知らせ）

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃より当委員会の活動にご理解・ご支援をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、2017 年５月に成立した改正民法が今年４月に施行されます。 
今回改正された民法は、契約に関する基本的なルールが大きく変わり、建築設計・監理等

の契約についても、改正内容をどのように取り込んでいくかについて検討を重ねてまいり

ましたが、この度、改正案をとりまとめることができ、公表する運びとなりました。

今般の改正を契機に民法改正に伴う改正のほか、令和元年の建築物の意匠に係る「意匠法」

の改正を受けて、「意匠権の登録等」「意匠権の利用等」などの条文・条項の新設、業務委託

書の見直しなども行っています。

改正の詳しい内容につきましては、別添の「四会連合協定建築設計・監理等業務委託契約

約款の改正について」、新旧対照表等を参照くださいますようお願いいたします。

改正民法に対応したこの四会連合協定建築設計・監理等業務委託契約約款による契約の

締結が広まることにより、建築設計業務のさらなる健全化に寄与できれば幸甚です。

つきましては、貴団体におかれましては、当約款改正案を会員各位にご周知くださいます

ようお願いいたします。

頒布開始日等につきましては、下記のようになります。

記

１．頒布開始日

2020 年 3 月下旬（予定） 
詳細は改めてご連絡いたします。

２．改正の概要

別添の「四会連合協定建築設計・監理等業務委託契約約款の改正について」の通り。

３．その他

四会連合協定建築設計・監理業務委託契約書類（小規模版）につきましても、あわせて

改正版を発行する予定です。

頒布価格、販売方法等はこれまで通りで変更はありません。

（一社）日本建築士事務所協会連合会ホームページ
http://www.njr.or.jp/list/news/2020/01335.html
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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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地震、台風など広域災害の際に、建築士の皆様の保有スキルが活かせる「建物
や動産に関する保険価額の算出、損害額の鑑定、事故の原因・状況調査などの
損害調査業務」の説明会と研修会を開催します。※JSCとは Judge Skill-up Clubの略です。

４月23日 13:00-16:15
令和２年

広島興銀ビル4階大会議室（広島市中区紙屋町2-1-11）

13:00～14:00
「説明会」

現場実調要領、損害調査方法、火災保険・地震保険など
険商品補償内容、個人情報管理、マナーエチケット、
事務処理等

第
一
部

14:15～16:15
「研修会」

非木造建物“鉄骨造”の損害調査業務等損害調査他

第
二
部

TEL: 082-295-3636
西日本鑑定(株) 「担当 長井」ご予約

お問い合わせ

木

持参品：建築士免許証の写し、認め印、筆記用具、電卓
駐車場：無料駐車場なし。できるだけ公共交通機関をご利用ください。
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求人
募集

募 集 職 種 広 域 災 害 調 査 員

募 集 人 員 広域災害調査員の登録受付は常時行っています。

募 集 期 間 随時受付、今回のような説明会もあります。

仕 事 内 容 地震・台風等、広域災害時に被害のあった地域に赴き、
現場調査及び見積の鑑定業務

応 募 資 格 一級・二級建築士の資格をお持ちの方で、
建築業界経験者。事前に講習を受講できる方。

勤 務 地 台風や地震などの災害現地に赴くため、他県への長期出張に
なることもあります。

勤 務 時 間 8：45～19：00

報 酬 日額（経験者）36,000円 （未経験者）31,000円
4時間以内は半額 ※消費税含む

手 当 交通費（実費） 宿泊費（8,000円限度で実費）

選 考 方 法 まずはご連絡下さい。
ご不明な点があれば気軽にご相談ください。

JSC建築士ネットワーク説明会 申込書
（ふりがな）
氏 名

住 所 〒

生 年 月 日 ・昭和 ・平成 年 月 日

携 帯 電 話

資 格 建築士
（登録番号）

会 社 名

（電話番号）

ＦＡＸ
送 付 先

西日本鑑定（株） 担当：長井
メール kentikushi@nishi-kan.jp
電話 082-295-3636

FAX 082-293-0888

FAX
申込
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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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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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　弊社には特別な会議があります。それは、「ミーティング」という名のお酒の席です。

　先日の仕事はどうだったか、次はいつからどんな仕事が始まる、あの業務のこういうところがいけ

ない、いやこういうところは良かったなど……。

　お酒の席でミーティングをします。ですから週に一度は、お酒を飲む機会が生まれます。

　行きつけの店は会社から徒歩３分の居酒屋。9０分１０００円の飲み放題と、しめ鯖の炙りや季節の魚料

理がお勧めメニューです。

　しめ鯖の炙りは、目の前で半身をガスバーナーで焙ってもらえる逸品。脂がジュージュー音を立て

る鯖の切り身と、その脂がしみ込んだ添え物の玉ねぎのスライスがすばらしくビールにあいます。季

節の魚料理は、春ならサヨリ、夏には小鰯、秋になったら秋刀魚の刺身など、旬の美味しさを存分に

楽しめます。それというのも、仕事の労を上司にねぎらっていただきながら食べるからこそ、一段と

美味しく感じるのでしょう。

　一軒目の居酒屋を出て所長が帰ると、上司2人と胡通りまで繰り出します。

胡通りは、広島市中心部の商店街です。金座街、中央通り、流川通りに隣接しています。約4００年前、

商人の神様として知られる胡子神社の鎮座を機に開かれた「市」がその発祥。熊手でおなじみのお祭

り、「えべっさん」はご存じの方も多いでしょう。その胡通りにある、スポーツバーへ行くのです。

　そこは、大型液晶�TV�３台を設置し、シーズン中はカープ戦を毎日放送しています。開幕戦や、カー

プに優勝マジック点灯ともなると大入り満員になり、締め出されることも多々あります。そこで、ハ

イボール片手に所長の前では話しづらいことも上司に打ち明け、その日のカープ戦の再放送を見てか

ら帰路に着きます。

株式会社Ｉ．Ｅ．Ｃ建築研究所
岡馬　凛　

広島生まれ広島育ちの28歳。大学卒業後勤めたのは建築とは全く関係の
ない会社でしたが「建物のデザインをしてみたい」と思いが生まれ、意匠
設計事務所「I.E.C建築研究所」に転職致しました。それから６年が経と
うとしています。

第161回
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　私は23歳の頃、建築の「け」の字もわからない状態で、異業種から転職しました。一番歳の近い所

員でも私より2０歳以上年長で、会社になじめるのか不安な時期もありました。しかし、そんな私を、

所長は度々飲みに誘ってくださったのです。野球の話に始まり、建築の話になり、〆は私へのダメ出

しです。入社当初は、飲みに誘われると断ってはいけない、という消極的な姿勢で参加していた時期

もありました。しかし実は、その酒の席こそ私にとって必要なものであったと、今は痛感しておりま

す。間違いや至らない点を指摘され、ほんの時たま褒めていただき、プライベートな悩みにも助言を

与えてくださいました。そんな時間を経て、会社を、仕事を好きになりました。建築の魅力に気づく

ことができました。おまけに、盃を共にすることで、他社の方々とも出会うことができました。

　先日私は、弊社グループの東京事務所へ1年間の出向となりました。今、東京でこのコラムを書い

ております。私の出向を控えた壮行会には、他社の方々もたくさん来席し力づけてくださいました。

そう、お酒の席でお知り合いになった皆様です。

　こうして祝ってくださった方々に、また正々堂々とお会いできるよう、1年間東京で仕事に励み、

色々な建築を見て学ぶつもりです。お世話になった方々と、また美味しいお酒が飲めるよう努力を惜

しまぬ覚悟です。
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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。



　はじめまして。フットゴルフ�アジアチャンピオンの安村翼です！

　みなさん、「フットゴルフ」というスポーツをご存じですか？

　フットゴルフとは、「サッカー×ゴルフ=フットゴルフ」です。

その名の通り、ゴルフコースで、サッカーボールを蹴ってゴルフをする
新スポーツです。
みなさんに注目してもらいたいスポーツです。

2００9年にオランダでルール化され、世界で爆発的に競技人口が増えてい
ます。
まだ１０年しか経っていない歴史でワールドカップやアジアカップが開催
されるなど世界では人気スポーツになってきました。
現在は、山口県を拠点として、競技の普及活動をしながら、世界一を目指しています！

よく聞かれる質問
Q：何人でやるの？
Ａ：ゴルフ同様、個人競技です。

Q：どこでやるの？
Ａ：ゴルフコースでやります。

Q：距離はゴルフと一緒？
Ａ：�ゴルフよりは短いです。ゴルフ1ホールを2つ、３つに
分けてコース設定されています。

フットゴルフ日本代表
アジアチャンピオン

� 安村　翼
出 身 地：山口県
座右の銘：驕らず、怯まず、溌溂と
好きな物：Coffee、ラムネ菓子
趣 味：世界中のサッカーボール収集

第102回

フットゴルフ
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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。

Q：カップの大きさは？
Ａ：�直径�約５3㎝（マンホール程度）、深さ3０cm以上の穴が、ゴルフグリーンではなく、フェアウェイ
やラフなどに設定されています。

Q：プロはいるの？
Ａ：まだ世界でもいません。みんな仕事をしながら選手をしています。

私は、2０１５年にフットゴルフに出会いました。
初めてフットゴルフを体験した時の感想は、「気持ちいい」です。
ゴルフ場の大自然の中で、思い切りボールを蹴る爽快感、ボール
がカップ（穴）に入るときの達成感など、魅力に引き込まれまし
た。

2０１6年からは、日本代表としてワールドカップ、アジアカップに
出場はしていましたが、世界の壁を越えることができずにいまし
た。
そこで2０１9年から国内大会ではなく、国際大会へ積極的に出場を
して、自身のレベルアップを図ってきました。
その結果、2０１9年シーズン終盤に行われたアジアカップで優勝を
することができました。

さらに世界ランキング3８位まで順位をあげ、2０2０年ワールドカッ
プの出場権も獲得することができました！2０2０年ワールドカップ
は、日本で開催されます！！

９月末に栃木県さくら市で2週間開催されます！
世界トップ選手の迫力ある試合を観に来てください!! !

そして、私はワールドカップで優勝することを目標にしています。
そのためにも国際大会へ出場してレベルアップをしたいと思います。

一緒に、世界一へ挑戦する活動をサポートしていただけるスポン
サー企業様を募集中です!!
�
【お問合せ先】
　Ｍail：�footgolfer.yasumura@gmail.com
　Ｙoutube：つばさフットゴルフ
　Instagram：footgolferyasumura.jp
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 正会員
事�務�所�名 所　在　地 開　設　者 管理建築士 ＴＥＬ

宮﨑環境建築設計事務所

〒７３１-０１１３
広島市安佐南区西原
４-３７-１１
シャトー橋本１０３

宮﨑　達也 宮﨑　達也

（０５０）     
３４７０-３８３9
ＦＡＸ
（０５０）     
３３８３-４9６６

事�務�所�名 所　在　地 開　設　者 管理建築士 ＴＥＬ

藤森雅彦建築設計事務所
〒７３１-０１２４
広島市安佐南区大町東
２-５-１３-１１

藤森　雅彦 藤森　雅彦

（０８２）    
８３６-７２８１
ＦＡＸ
（０８２）    
８３６-７２８２

藤森　雅彦

この度、広島県建築士事務所協会に入会させて頂きました。設計では広島、東京、仙台と幅
広いエリアで設計をさせていただいております。皆様にご指導いただき、日々精進してまい
りたいと思います。宜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

f-lｉｎｅ�Dｅsｉgｎ�Ｏffｉcｅ
紹介者：㈲川西建築設計事務所
　　　　川西　和彦

〒７３１-３１６８
広島市安佐南区伴南
４-４１-２３

小川　陽子 小川　陽子

（０9０）     
４８０３-７６１４
ＦＡＸ

-

事務所名のf-lｉｎｅとは女性という意味のfｅmalｅとlｉｎｅで線（を描く）という意味です。家
の設計をする時に女性目線でのプランを提供できたらと思い事務所名としました。宜し
くお願いいたします。

事�務�所�名 所　在　地 開　設　者 管理建築士 ＴＥＬ

ヒヤモト建築構造
紹介者：㈱ちから箱
　　　　櫻庭　誠

〒７２５-００２１
竹原市竹原町１８８１ 檜谷本　和紀 檜谷本　浩二

（０８４６）  
２２-１３１9
ＦＡＸ
（０８４６）  
２２-２００８

檜谷本 浩二

広島県建築士事務所協会に入会させて頂きました。鉄工所（認定工場）と構造事務所を兼業
で行っております。協会の皆様と共に、広島県の発展に貢献したいと思っておりますので、
宜しくお願い致します。
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事�務�所�名 所　在　地 開　設　者 管理建築士 ＴＥＬ

ハンクラ　デザイン
紹介者：稲上幸生建築設計事務所
　　　　稲上　幸生

〒７３２-００６３
広島市東区牛田東
２-１9-１６ 
グリーンハイムB１

島谷　将文 島谷　寿美礼

（０８２）    
８４６-６３２５
ＦＡＸ

-

建築・店舗・プロダクト　分野を問わず楽しいコト・モノを造り続けたいと思います。

事�務�所�名 所　在　地 開　設　者 管理建築士 ＴＥＬ

凸版印刷㈱中四国事業部
一級建築士事務所

〒７３１-０１３８
広島市安佐南区祇園
３-２６-３０

麿　秀晴 竹林　祝夫

（０８２）    
８５０-０２２１
ＦＡＸ
（０８２）    
８５０-０２５１

2019年9月に建築士事務所登録を行い、この度広島県建築士事務所協会に入会させてい
ただきました。
凸版印刷ならではの視点で、環境プロデュースのみならず、企業ブランディング・付随
するパンフレットやwｅbサイトの運営・その他販促物等幅広い分野についてもご提案さ
せていただきます。

事�務�所�名 所　在　地 開　設　者 管理建築士 ＴＥＬ

asazu�dｅsｉgｎ�ｏffｉcｅ
〒７３４-００５１
広島市南区東青崎町
１０-３　洋和ビル１０３

浅津　真吾 浅津　真吾

（０9０）    
８５２１-１３１３
ＦＡＸ

-

浅津　真吾

広島県建築士事務所協会に入会させて頂きました。
新築からリノベーション、オフィス、店舗などの設計監理業務を行っております。
より良い広島の環境づくりを楽しく目指しております。

 賛助会員
会社名・代表者名 所　在　地 ＴＥＬ 営�業�品�目

株式会社ライフベース
〒７9１-１１２１
愛媛県松山市中野町甲
１７７番地４

（０８9）    
99３-５８５６ 土木工事業、地盤改良事業、

基礎工事業
ＦＡＸ
（０８9）    
9０３-１１７７

広島県建築士事務所協会に入会させて頂きました。
今後とも宜しくお願い致します。
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編　集　後　記
梅も開花して春の到来を感じるこの頃です。
今年の冬は暖冬で積雪も少なく、冬のビジネスの方は大変な苦労をされていると思います。
これらも地球温暖化の影響なのでしょうか？
また、新型コロナウイルス、インフルエンザの脅威が世界中を震撼させる冬でした。
事業新年度も間もなく始まりますが、2０2０年度は東京オリンピックも開催されますし、災害の少な
い平和な年度であって欲しいものです。

さて、私事ですが、2月末で永年勤めました㈱砂原組を退社いたました。
一般社団法人　広島県建築士事務所協会の編集委員も5年勤めさせて頂きましたが、退社と共に後
任と交代致しますので、宜しくお願い致します。
お世話になりました一般社団法人　広島県建築士事務所協会の皆様方及び、建築士事務所関係者の
方々に、この場をお借りして深くお礼を申し上げます。
� 増本　泰成　 　　

【事務局だより】事務局職員の異動
　パート職員の烏田真由美さんが2月から産休に入り、1月から山

やまのうち

内あやさんが勤務しています。
どうぞよろしくお願いいたします。

このたび、２月中旬より産休に
入らせていただくこととなりました。
なお、現時点では令和３年の春に復帰
させていただく予定となっております。
復帰しましたら、引き続きどうぞ
　　　　よろしくお願いいたします。

山内　あや 烏田　真由美

（正会員）
　1．事務所所在地変更
　　○ディープラン
　　　新：〒７3１-５１１５　広島市佐伯区八幡東３－29－3５－３
　　　旧：〒７3１-５１１５　広島市佐伯区八幡東４－2８－3５－１4

●

一日でも早く仕事
を覚えて、会社の
発展に貢献できる
よう頑張ります。
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❒　広告料(税別)

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！








