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呉信用金庫建物再生工事
≪建物概要≫

≪設計概要≫
　呉信用金庫本通支店は築後57年が経過し、全面建て替えが計画されていました。しかし、時代の流れの中
で店舗規模も縮小の方向にあり、当社より「建物再生技術」を用いた既存建物を活用したリニューアルを提
案致しました。金庫としても、本年１月にはSDGs宣言をしておられ、「建物再生」にご理解をいただくこと
となりました。
　当社では従来より、SDGsの理念のもと、その一環として建物再生技術の研究に取り組んで参りました。
従来のリフォームやリノベーションあるいは保存改修等と違い、現行法規に適合する耐震改修をベースに、
より時代のニーズにあった機能、デザインを取り入れ、内外装、設備を一新します。これにより、今後３０～
5０年にわたる使用を可能にするとともに、建て替えと比べ工期、コストの削減、特に工事に関わる二酸化炭
素の排出量を大幅削減することが可能となります。
　又、今回ファサードに使用したアルミルーバーは、その断面サイズとピッチにこだわることにより、既存
の外壁に対する障蔽性と、ある程度間隔をあけることによってできる光の変化による豊かな表情の両面を出
せるよう配慮しています。
　今後、「建物再生」に関する技術開発は人口減少の続く地方都市において、より有効な都市開発、街づく
りの手法として定着していくと考えられます。

：呉信用金庫
：井本建設株式会社一級建築士事務所
：井本建設株式会社
：広島県呉市本通７丁目１-18
：鉄筋コンクリート造２階建て
：546.27㎡
：改修前：526.08㎡
　改修後：398.15㎡
：2019年11月１日～12月31日
：2020年１月16日～６月30日
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令和２年 8月 26日  
 

一般社団法人広島県建築士事務所協会会長 様 
 

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課  
事業者指導・指定担当課長    

 
 

介護保険住宅改修事業者研修会の周知について（依頼） 
 
 

酷暑の折、ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 
日頃から、本市介護保険事業の運営に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、本市では、平成１４年度から介護保険住宅改修事業者研修会（以下、「研修会」とい

う。）を毎年度実施しており、本年度においても、研修会を下記のとおり実施する予定です。 
つきましては、お忙しい中大変恐縮ですが、貴団体に所属する事業者様等に対して、下記

研修会を周知していただきますようお願いします。 
 
 

記 
 
１ 日 時 
 令和２年１０月２２日（木） 

１３：３０～１５：００（受付開始 １３：００～） 

 
２ 場 所 
  ＪＭＳアステールプラザ「中ホール」（中区加古町４番１７号） 
 
３ 内 容 
 ⑴ 介護保険住宅改修制度について 
 ⑵ 広島市高齢者住宅改修費補助について 
 ⑶ 住宅改修の事例紹介 
 
４ その他 
  別紙を掲示、配布する等により周知をお願いします。 

広島市ホームページ開催案内アドレス： 
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kaigo/2563.html 

 
 
 
 
 
 

（お問い合わせ先） 
〒７３０－８５８６ 
広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 
広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課事業者指導係 
担当：西川 
TEL：０８２－５０４－２１８３ 
FAX：０８２－５０４－２１３６ 
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研修の目的 

 

介護保険法上では、住宅改修工事施工事業者（以下「事

業者」という。）を指定する制度がないため、介護保険の

住宅改修は誰でも自由に行うことができます。 

利用者の状態にあった住宅改修が適切に行われるため

には、事業者及び住宅改修工事の質の向上を図る必要があ

ることから、本市の被保険者に係る住宅改修の施工実績が

ある事業者等を対象に、制度の周知及び自立支援のための

適切な施工事例等について理解を深める研修を実施しま

す。 

なお、令和 2 年度に限り、新型コロナウイルスの感染

拡大防止の観点から前年度受講者を受領委任払いが可能

な事業者とする特例措置を設けることとし、平成 31 年

度研修を修了している事業者は、今回に限り不参加でも

効力を令和 4年 3月 31日まで延長します。 

参加票の提出期限など例年と異なるため、詳細につい

ては、9/15(火)から掲載の市ホームページをご覧くださ

い。 
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コロナをきっかけに、新しい生活様式がスタートしました。会員各社、様々な取り組みをなされて
いることと思います。とはいっても、具体的にどのような取り組みをすればよいか、コロナの影響が
今後どのようなかたちであらわれてくるのか、皆さん不安を抱えた状況ではないでしょうか。
このような状況を前向きにとらえ、会報誌の中で会員の方々がどのような取り組みをなされている
のか様々な事例を紹介し、今後の参考にしていただければよいと考えています。

コロナにより私たちは「新しい生活様式」を余儀なくされました。買い物は電子決済、食事はテイ
クアウトやデリバリー、仕事はテレワーク、そして会話は控えめに・・・。
人との接触を減らすための様々な取り組みは、日常生活や社会活動のあらゆる場面に変化をもたら
し、それはこれまでの価値観からするととても不自由なものでしたが、私たちはその環境の変化にも
少しずつ慣れてきたといったところでしょうか。
ただ、この新しい生活様式と呼ばれるものは、今後あたりまえのこととして定着していくことにな
るのでしょうか。それとも一時的なものなのでしょうか。アフターコロナを見据えた新たな事業を展
開する企業も少なくありません。いずれにしても、コロナに振り回されることなく、慎重な見極めが
必要だと思っています。
　
【感染防止に対する取組み】
2020年4月17日、スタッフを集めて、新型コロナウイルス感染拡大予防対策について具体的な指示を
しました。出社前の検温、事務所入室時のアルコール消毒及び手洗い、業務中及び外出時のマスク着
用、事務所内の換気、業務外における不要不急の外出自粛。そして、スタッフの在宅勤務（2020年4月
20日～2020年5月6日）。
2020年5月7日、緊急事態宣言の解除に伴って、通常の勤務シフトに戻しました。

コロナ禍での働き方

コロナ禍での取り組み　～今後の働き方について～

情報・編集委員会

アクア建築設計㈱　福山　雅也
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ここで問題となったのが「在宅勤務」をどうすればよいか、ということでした。
これまで、在宅勤務についてほとんど考えたことがなかったため、実際には「自宅待機」というかた
ちをとらざるを得ませんでした。今後また同じようなことが起こるのではないかと思うと、在宅勤務を
含め、これからの「働き方」について真剣に考えていかなければならない状況だとつくづく思いました。

【コロナ禍での働き方】
世間では、コロナ禍が働き方改革（テレワーク）を後押ししたと言われています。
人との接触を減らすことがコロナ感染拡大防止に有効であり、テレワークという体制をとること
が、働き方改革にもなるということで、多くの企業がテレワークに踏み切ったようです。中にはオ
フィスを縮小したということも耳にします。
「でも、これって本当に働き方改革なの・・・？」

【今後の「働き方」を考える】
コロナが改めて働き方について考えるきっかけを与えてくれたことは確かです。
「そもそも働き方改革とは何か？」働き方は、各社・各人で異なるのが当たり前です。　
単に働く場所を会社から自宅に移しただけではダメで、環境を変えると同時に、意識も変えていか
なければなりません。多様な働き方があるということを理解していなければ、一方的な押し付けられ
た働き方になってしまうおそれがあります。

2020年7月2日、働き方改革としてのテレワークについて考えるため、社内で話し合う場を設けまし
た。スタッフに様々な問いかけをし、各自がテレワークを導入した場合の具体的なイメージをしても
らいました。その中で、「人によって自宅環境や家庭事情が異なるので、一概にテレワークがよいとは
言えない。勤務体制を一度に変えるのは難しい。少しずつ変えていくのがよいのでは・・・」などの
意見が寄せられました。
ここで重要なのは、「誰のための、何のためのテレワークなのか」ということです。
「テレワークを導入するからには、働き方を根本的に見直し、またデメリットも受け入れたうえで
新たな仕組みを構築し、テレワークに即した事務所の在り方を考えていかなければ意味がない」とい
う結論に至りました。
スタッフ一人一人の意見に耳を傾け、自社に見合った働き方を常に模索していくという姿勢が、本
当の働き方改革につながっていくと思いました。
「これは、簡単にはいかない、時間がかかる・・・。」

2020年9月現在
4月、5月の時と状況は変わってきており、経済活動を回復
させながら感染拡大を防ぐ、さらには熱中症対策と、厳しい
環境の中で過去の経験やこれまでに学んだことを頼りに、各
自の判断で動きましょう、ということでしょうか。

働き方改革については、今後も社内で話し合いを続けていく予定ですので、また機会があればご紹
介させていただければと思っています。

事務所の様子　2020年9月
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コロナ禍は協会事務局にも様々な変化をもたらしました。悪いことはさておき、ここでは良かった
ことや再認識したことを中心にお話しします。

コロナ禍転じて福①　事務所登録処理日数が大幅短縮
事務所登録は建築士法に基づく当協会の重要な業務です。これまでの事務所登録は、提出のタイミ
ングが悪いと2週間以上の処理日数を要していました。それが現在では、処理システム等を見直すこ
とで、平均で3日程度、最短で0日で処理しています。コロナ禍での一番大きな収穫です。きっかけ
は「コロナで事務所が長期間閉鎖される」ことを想定した時、法的に期限が定められた事務所登録書
類を無駄に手元にとどめず、直ちに処理して返却することが重要であると考えたためです。逆に、「な
ぜ今までそれができなかったのか？」と思いますが、恥ずかしながらコロナ禍によって気づかされた
というのが正直なところです。

コロナ禍転じて福②　事務局書類・データの共有化
職員がコロナで長期離脱した時、業務をストップさせる
わけにはいきません。少なくとも関係書類等の場所をみん
なで共有していれば、そこそこ業務を進めることができま
す。そのため、ロッカー内の書類やパソコン内のデータを
整理し始めました。業務の効率化や事務所スペースの有効
活用にも直結することなので今年度中には目途をつけたい
と考えています。しかし、膨大な書類やデータを前に挫
折しそうなので、あえて、この場で公言し自らにプレッ
シャーをかけています。

コロナ禍転じて福③　ランチミーティング
コロナ禍のため職員の懇親会を中止しています。その代わりに、たまにですが昼休み時間にランチ
ミーティングをしています。個人写真の上映もあったりして、夜の飲み会とは違った雰囲気を地味に
楽しんでいます。それにしてもテイクアウトランチはメニューも豊富で中身も充実していて楽しいで
すね。

コロナ禍の副作用④　web会議にチャレンジ
必要に迫られて、やっとweb会議にチャレンジしました。移動時間などのロスがなく、今まで食わず
嫌いだったことに気づかされました。まだまだ、web会議の進め方が不慣れでまどろっこしいところも

協会事務局のコロナ対策～コロナ禍転じて福となれ！～

（一社）広島県建築士事務所協会
専務理事　河原直己

《整理されたロッカー》
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ありますが、働き方改革も踏まえ早く慣れることが大切だと思います。ちなみに、情報編集委員会青
年部会は、広島工大の杉田先生とデジタルファブリケーションに関するオンラインインタビューを実
施して、早くも今月号の記事にしています。オンラインならではの手軽さや迅速性を生かした企画で
す。さすが、若い世代は新しいものを使いこなすのが早いですね。
協会事務局のことではないのですが,Web会議のことで意外な話を聞きました。「web会議で、普段発
言しない人が発言するようになった。」とのこと。「Web会議だと場の空気が読みにくいので、誰に気
兼ねすることなく自由に発言しやすいのではないか。」なるほど！面白い説ですね。

コロナ禍転じて福⑤　コロナ対応ビル仕様
協会事務局が入っているオガワビルは、手軽に窓が開
放できます。常時10cm程度を開放し、1時間に一度全開
放しています。外気に開放されていることが施設利用者
に目に見えるというのはとても重要だと思います。どの
ようなハイスペックの換気設備より安心感の面では勝っ
ています。古いビルならではの良い面を再認識したとこ
ろです。

最後に事務局の主なコロナ対策を列記します。
▶　受付カウンターに感染防止用防護パネルを設置
　　※大木主任作製です。
▶　事務所閉鎖時マニュアルの作成
　　※笑い話で済むことを願ってます。
▶　講習会受講者の検温、手指消毒、マスク着用等
　　※受講者、職員の安全第一です。
▶　講習会定員の縮小
　　※ゆったり受講できます！
▶　ドアノブの銅箔テープ巻き
　　※できることはなんでもやります。
▶　職員机の距離を確保するためレイアウト変更
　　※距離がありすぎてコミュニケーション不足に…。

《窓の全面開放（向かいは京口門公園）》

《受付カウンターに感染防止用防護パネル》

防護パネル
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＜月　間　行　事＞

� 令和2年８月１日～令和2年９月30日　
⃝８月４日　　既存住宅状況調査技術者更新講習　　於：建築サロン� ５名出席

⃝８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

⃝８月７日　　情報・編集委員会

⃝８月８日　　建築物耐震診断等評価委員会
　　　　　　　第２９回岸田文雄「新政治経済塾」
　　　　　　　　　於：グランドプリンスホテル広島� 衣笠会長・車田政研幹事長・河原専務理事出席

⃝８月１８日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　於：広島商工会議所� ４3名出席

⃝８月１９日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　於：広島商工会議所� ４６名出席

⃝８月２０日　　一級建築士を目指す技術者セミナー
　　　　　　　　　於：建築サロン� １名出席

⃝８月２１日　　情報・編集委員会青年部会（ＷＥＢ会議）

⃝８月２４日　　建築物耐震診断等評価委員会（書面開催）

⃝８月２５日　　既存住宅状況調査技術者更新講習　　於：広島商工会議所� 3５名出席
　　　　　　　適合証明技術者業務講習　　　　　　於：広島商工会議所� 3８名出席

⃝８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
　　　　　　　広島商工会議所　建設部会通常総会・講演会
　　　　　　　　　於：広島商工会議所� 衣笠会長出席

⃝８月２８日　　広島商工会議所　第２回都市機能強化委員会
　　　　　　　　　於：広島商工会議所� 衣笠会長出席

⃝９月１日　　第１０回ひろしま建築文化賞現地審査　� 岡河審査委員長他６名出席

⃝９月２日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　於：福山商工会議所� 3２名出席
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⃝９月３日　　業務委員会

⃝９月４日　　総務渉外委員会（書面開催）

⃝９月８日　　管理建築士講習　　　　　　　　　　於：建築サロン� ５名出席

⃝９月９日　　情報・編集委員会

⃝９月１０日　　住宅委員会

⃝９月１１日　　三役会・理事会　　　　　　　　　　於：広島ＹＭＣＡ

⃝９月１４日　　日事連中四国ブロック協議会事務局長会議（ＷＥＢ会議）� 河原専務理事出席

⃝９月１５日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　於：福山商工会議所� 3２名出席

⃝９月１６日　　広島商工会議所　建設業の諸課題に関する広島市との勉強会事前打ち合わせ
　　　　　　　　　於：広島商工会議所� 衣笠会長、小笠原業務委員長、西隈業務副委員長出席
　　　　　　　既存住宅状況調査技術者更新講習　　於：福山商工会議所� １４名出席

⃝９月１７日　　マンション計画修繕部会

⃝９月１９日　　第１９８回（一社）広島県建築士事務所協会ゴルフコンペ
　　　　　　　　　於：千代田ゴルフ倶楽部� 33名出席

⃝９月２３日　　日事連総務・財務委員会（ＷＥＢ会議）� 豊田副会長出席

⃝９月２４日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　於：広島商工会議所� １9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

⃝９月２８日　　広島県木造住宅生産体制強化推進協議会
　　　　　　　　　於：広島県庁� 大木主任出席

⃝９月２９日　　第１０回ひろしま建築文化賞第２回審査会
　　　　　　　　　於：広島ＹＭＣＡ本館� 岡河審査委員長他11名出席
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＜ 今 後 の 行 事 予 定 ＞

⃝１０月８日　　既存住宅状況調査技術者新規講習　　　　　　　　　　　　於：建築サロン

⃝１０月１５日　　改修工事「ここが知りたい！」技術セミナー　第１回平和記念資料館改修工事勉強会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於：建築サロン

⃝１０月２０日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於：広島商工会議所

⃝１０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：福山商工会議所

⃝１０月２７日　　適合証明技術者業務講習　　　　　　　　　　　　　　　　於：広島商工会議所
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ました。 
 そこで、校舎は”Rhinoceros”(3DCAD)で、3D モデルを作り、外見を”Unity”に取り込むこと
にしました。 
 こうして、キャンパスを入口として仮想世界を一つ作り、各学科については仮想のドアから、
もう一つの世界(講義室や建物内)に移動することで、動作の軽い空間を構成しました。 

 
 これにより、新一年生がキャンパスに来ることな
く、広島工業大学を体験することが出来ましたが、こ
のことがオープンキャンパス「バーチャル広工大」に
繋がって行きました。 
 
 また、杉田先生が担当する「デジタルファブリケー
ション」の授業では、学生の成果物を、仮想現実に設
置し講評会を行う試みも行いました。今後、3DCAD
や BIMで作成した建物を仮想世界に建てて、アバター
が使い勝手や動線を体験するということを目指してい
ます。 
 
※１ “cluster（クラスター）” 
スマートフォンや PC、VR 機器など様々な環境からバーチャル空間に集って遊べる、マルチプ
ラットフォーム対応のバーチャル SNS。 
※２ “Unity（ユニティ）” 
ユニティ・テクノロジーズが開発しているゲームエンジンで、ゲームを開発するためによく使用
する機能を簡単に使えるようにまとめられたもの。 

バーチャル広工大を使った授業風景 
実際の空間に近い発表環境 

実際の画面を見ながら話を伺うことができました。 

委員会報告 

「バーチャル SNSを使った”バーチャル広工大”の構築と運用」 

 
広島工業大学環境学部建築デザイン学科 准教授 杉田宗 
広島工業大学大学院工学系研究科環境学専攻 1年 奥川航大 
聞き手：（一社）広島県建築士事務所協会情報・編集委員会 

青年部会 部会長 尾立道泰 
 
 
新型コロナウィルス感染症拡大により、教育機

関、とりわけ大学や専門学校などが相次いで休校、
もしくはオンライン講義、リモート授業を行ってい
る中で、青年部会が大学訪問をすることが困難な状
況である中、初の試みとして Zoomを使った「オン
ライン取材」を行いました。すべてが手探りの中で
の記事となりますので、至らない部分もあります
が、ご一読いただければ幸いです。 
 
 
新年度を迎えた４月、希望に胸を膨らませた新一年生の入学式、オリエンテーションで大学の

紹介や先輩、友人たちとの交流……。 
 その全てが新型コロナウィルス感染症により中止となり、大学は登校禁止。講義はリモートと
いう状況。新一年生が心待ちにしていたキャンパスライフを体験することなく、自宅やアパート
で待機する日々が続きました。 
 そんな中、杉田宗ゼミの奥川航大さんは、バーチャル SNS”cluster”（※１）を使えば、自宅等で
新一年生が、広島工業大学を体験できるのではないかと考え、バーチャル空間の構築を始めまし
た。 
 まず、3D.2D.VR/ARのプラットフォー
ム”Unity”（※２）(ゲームエンジンとも呼ば
れるもの)で、バーチャル空間を作り、それ
を”cluster”上にアップすることで新一年生
はアバター(自分の分身)になってバーチャ
ル空間に入れることを目指しました。 
 ここで問題になってくるのが、”Unity”は
あくまでゲーム用プラットフォームなの
で、アバターや植栽などは、ディテールが
細かく作れるものの、大きな建物の作成に
ついては、詳細に作るほどデータが大きく
なり、VR で動くときに重くなる欠点があり

バーチャル広工大を使った講評会 

取材の様子 
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スマートフォンや PC、VR 機器など様々な環境からバーチャル空間に集って遊べる、マルチプ
ラットフォーム対応のバーチャル SNS。 
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ユニティ・テクノロジーズが開発しているゲームエンジンで、ゲームを開発するためによく使用
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８月18日（木）18：00から「一級建築士を目指す技術者セミナー」が開催されました。
今回は「建築士試験で合格する為には　法改正+新基準+新技術+新傾向の対策が必要」として開催
いたしました。
まず本試験の近年の傾向と各科目の対策を確認して頂きました。その上で本試験で出やすいであろ
う基本の問題を解いて頂き、その解説DVDを視聴頂きました。参加者のみなさんは熱心にメモをとり
ながら視聴されていました。
次に一級法規高得点ガイダンスに移りました。法令集の効率の良い見方や、インデックスの貼り方
やアンダーラインの引き方の視聴をして頂きました。時間の関係もあり一部分しか出来なかったので
すが実際に作業を行ってもらい「使い方のイメージが湧きました」や「非常に使いやすい」などの意
見を頂戴する事が出来ました。
今回参加できていない受験者のみなさまも含め、今年の試験に向かってさらなるご健闘をお祈りし
ています。

『一級建築士を目指す技術者セミナー』を終えて

（一社）広島県建築士事務所協会　技術委員会
報告者：㈱総合資格 村田大輔（賛助会員）
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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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 法定講習や広島県建築士事務所協会主催の講習会について、９月末時点での受付状況をお知ら
せいたします。 

 各講習会とも定員に達し次第受付を終了します。ホームページでも受付状況を随時ご案内して
おりますので、お申し込みの際はそちらも併せてご確認いただきますようお願いいたします。 

お問い合わせ先 
 一般社団法人 広島県建築士事務所協会 
 ＴＥＬ ０８２－２２１－０６００ 

  メール info@h-aaa.jp 
  Ｈ Ｐ https://h-aaa.jp/ 

◆建築士定期講習◆ 

講 習 日 会場コード 会 場 定 員 
残 席 

窓口申込 Web申込 

１０月２０日（火） 6D－61 広島商工会議所 ７５名 
※定員変更 １０ ３ 

１１月１２日（木） 6D－62 広島商工会議所 ５０名 ２１ ８ 
※すべてＤＶＤ講習 
※ｗｅｂ申込サイト https://jaeictkosyu.jp/jaeicteikikosyu/ 
※各講習日の１０日前までにはお申し込みください。 
※講習時間 ９：２０～１７：１５（予定） 

 

◆管理建築士講習◆ 

講 習 日 会場コード 会 場 定 員 残 席 申込〆切 

１１月１７日（火） 6D－03 建築サロン １０名 ９ １０月２８日（水） 

令和３年 
２月１７日（水） 6D－04 建築サロン １０名 ８ 令和 3年 

１月２９日（金） 
※すべてＤＶＤ講習 
※講習時間 ９：２０～１７：３０（予定） 
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◆既存住宅状況調査技術者講習◆ 
講 習 日 会場コード 会 場 定 員 残 席 申込〆切 

新規講習      

１２月 ３日（木） 
１０：００～１７：００ Ａ３４３２ 建築サロン １２名 満席 受付終了 

更新講習      

１２月 ８日（火） 
１４：００～１７：００ Ｂ３４３６ 建築サロン １２名 ７ １１月２７日（金） 

※すべてＤＶＤ講習 
※ｗｅｂ申込サイト 新規講習 https://njr.payhub.jp/halls/groups/75 

更新講習 https://njr.payhub.jp/halls/groups/76 

 
◆適合証明技術者業務講習◆ 

講 習 日 時 会 場 定 員 残 席 申込〆切 

１０月２７日（火） 
※適合証明技術者業務講習の単独開催 

広島ＹＭＣＡ 
※広島商工会議所よ

り会場変更 
２４名 ５ １０月９日（金） 

※ＤＶＤ講習 
※講習時間 １３：３０～１７：００（予定） 
※ｗｅｂ申込サイト https://njr.payhub.jp/halls/groups/77 
（ｗｅｂ申込後、講習日までに窓口にて登録申請が別途必要です。詳しくはｗｅｂ申込サイト又
は広島県建築士事務所協会ホームページ https://h-aaa.jp/ をご確認ください。） 

 
◆開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会◆ 

講 習 日 時 会 場 定 員 残 席 申込〆切 

１０月２２日（木） 福山商工会議所 ３５名 １９ １０月９日（金） 

１１月１９日（木） 広島商工会議所 ７５名 ４８ １１月６日（金） 

※講習時間 ９：３０～１６：１０（予定） 
※ｗｅｂ申込サイト 広島会場：https://njr.payhub.jp/halls/421 

福山会場：https://njr.payhub.jp/halls/420 
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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。

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（082-513-4159）
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

日 時：2020年11月26日（木）
①9：30～12：30 ②13：30～16：30

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3-7-47）

定 員：各回80名（定員になり次第締切）

受講料：4,100円（税込）
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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上記の準備物をご持参ください。

①認定申請書
（公益社団法人広島県建築士会HPからダウンロードしてください。
http://www.k-hiroshima.or.jp）

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3.5cm×横2.5cm）2枚
（写真裏面に名前記入、1枚は認定申請書に貼付、1枚は小封筒をご用意いただき、
その中へ入れてお持ちください）

*「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。

*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。
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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！ 

AAA広島 2020.1022



（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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2020.2.12 ＯＰＥＮ

オフィスづくりの『創造空間』
最新のオフィス空間ソリューションを体験できる

全国展開に先駆けて1号店を

広島市にオープンしました。

是非見学にお越し下さい！

〒730-0016
広島県広島市中区幟町13-11
明治安田生命広島幟町ビル1階
プラス株式会社 クリアトーレ広島
TEL：082-511-1395
httpst//crsators./p/
担当：倉田・丸山・高橋

ＯＰＥＮ 10:00〜18:00
休館日(土曜･日曜･祝祭日）
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ホームページではコンセプトや納⼊事例、
プロダクツなど多数ご紹介しております。
ホームページのより予約も可能です。

httpst//crsators./p/

創造空間

クリアトーレ ウィズ プラス

『ＰＬＵＳ家具』や『世界の名作家具』、『インテリアアクセサリー』などを展示。
またオフィス空間を彩る床・壁・天井・窓回りなどの『素材・製品のサンプル』などを多数展示。
そしてアイデアのいっぱい詰まった『空間デザイン』そのものをご体感下さい。

創造空間「CREATORE with PLUS」はお客様のオフィスの空間提案＆工事を承ります☆

１

こうした機能を生かし、プロのスタッフがオフィスづくりの計画開始から新オフィススタートまでの
あらゆるプロセスをワンストップで『ご提案＆サポート』いたします。

集中できる環境として関心が寄せられているオフィス内『個空間』の体験スペースも
各種シーンをイメージ、複数コーナーでご用意しています。

対応施設
企業・官公庁のオフィス・会議室・役員室・ショールーム・カフェ/社員食堂
個人事務所・大学・教育施設・病院・医院・介護施設 他

２

３

４

『家具』や『空間素材のサンプル』などを展示だけでなく、それらを組合せたデザインシミュレーションや、
VRを使って理想のオフィス空間の仮想体験ができるラボスペース『イメージングＬＡＢＯ』を備えています。

５

SNSも更新中！是非チェックしてみてください！

プラス株式会社ＨＰ httpst//www.plus.co./p

AAA広島 2020.10 25



第107回

　今回リレーエッセイのお話を頂き、『お酒』のことや『お気に入り』について考えてみましたが、お
酒に関しては、飲むのは好きですが特にこだわりは無く、お気に入りに関しても、趣味という趣味は
ありません。ただ、生活していて気になる事はありましたので、少し書かせて頂きたいと思います。

　テーマに『スタンド』とありますが、お姉さんのいるスタンドではなく、野球場などの観客席の事
です。数ある野球場の中でも一番気になるのはマツダスタジアムで、仕事や試合観戦で年に2～3回
行きますが、何度行っても行くことが楽しみで、辿り着いてコンコースからスタンドやグラウンドが
見えた瞬間はとても嬉しく思います。
�

　着工前に初めて設計図を見た時は、左右対称でなく、いびつな形状のスタンドに違和感がありまし
たが、今は特徴的で好きです。観戦中は試合も気になりますが、内野席、外野席他、様々な座席を眺
めてしまいます。この事は建築に携わる仕事柄のせいかと思いましたが、違いました。

株式会社ダイフレックス　　

広島営業所　大崎　勝典

出身地：島根県
仕事をするにあたって心掛けていること：迅速、的確

スタンド

ＭＡＺＤＡ Ｚｏｏｍ－Ｚｏｏｍ　スタジアム広島
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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。

　普段、テレビの野球ニュースでスタンドを見ては何処の球場か？と思い、各球団の本拠地ならすぐ
に判りますが、地方球場で判らない時はスマホで確認したりもします。思い返せば、これは幼少期か
らのことで、古くは大阪球場（旧南海ホークスの本拠地）などの記憶もあります。
　意識してみると、野球場だけでなく、サッカースタジアムなどのスタンドが映像に出ると、目線が
行くようで、私は「スタンド」の形状や収容人数に興味があるのだと思いました。陸上競技場や子供
の試合で行った広島市中央庭球場のスタンドも……。先日、東京出張した夜、新国立競技場に行って
みましたが、外周はフェンスに覆われ、外観を見ただけでは喜びは半分でした。
　広島グリーンアリーナなどの体育館やドラゴンフライズ（プロバスケットボール）の本拠地である
広島サンプラザホール、プロの試合等で用意されるコートに近い仮設スタンドまでも気になります。

�

　ところでやはり今、最も気になるのは、中央公園に建設予定の新サッカースタジアムです。私は建
築士ではありませんが、どんなスタジアムが良いか想像してしまいます。完成予定は2024年と、まだ
まだ先ではありますが、今よりも多くサッカー観戦に行き、試合と共に新しいスタンドを眺めること
をとても楽しみにしています。

新サッカースタジアムイメージ図

広島サンプラザホール
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（正会員）
　　○大成建設㈱中国支店一級建築士事務所
　　　代表者変更　　　新：代表取締役　相川　善郎� 旧：代表取締役　村田　誉之

　　〇㈱教育施設研究所広島事務所
　　　代表者変更　　　新：代表取締役　飯田　順一� 旧：代表取締役　髙宗　吉伸

　　〇復建調査設計㈱
　　　代表者変更　　　新：代表取締役　來

きたやま

山　尚義� 旧：代表取締役　小田　秀樹

お詫び
　８月号で掲載した会員動静の一部に誤りがございました。正しくは以下のとおりです。訂正してお
詫び申し上げます。

（正会員）
　　○㈱西建設計広島支店一級建築士事務所
　　　代表者変更　　　新：代表取締役　重信　豊� � 旧：代表取締役　原田　徹

 正会員
事 務 所 名 所　在　地 開　設　者 管理建築士 ＴＥＬ

一級建築士事務所川原建築設計
〒７３２-００１２
広島市東区戸坂新町
１－９－６

川原　崇寛 川原　崇寛

（０８２）    
５１６-７９１２
ＦＡＸ

（０８２）    
５１６-７９１５

日々勉強と心得ています。よろしくお願い致します。

 賛助会員
会社名・代表者名 所　在　地 ＴＥＬ 営 業 品 目

プラス株式会社中四国支社
CREATORE with PLUS
支社長　竹割　一直

〒７３０-００１６
広島市中区幟町１３－１１
明治安田生命広島幟町
ビル１Ｆ

（０８２）    
５１１-１３９５

オフィス家具、オフィスイン
テリア用品の製造・販売
オフィス環境のデザイン・施
工・内装工事・電気工事・管
工事

ＦＡＸ
（０８２）    
５１１-１４０２

オフィス家具メーカーである弊社は最新のオフィス空間ソリューションを体験でき
る『創造空間CREATORE with PLUS』をオープンいたしました。皆様の見学・
体験を心よりお待ちしております。またオフィス空間提案、施設の家具レイアウト
提案のご支援も積極的に対応させて頂きます。今後とも何卒宜しくお願い致します。
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編　集　後　記

　気がつけば、朝晩はたいへん過ごしやすい季節となりました。

　今年の夏は、新型コロナウイルス感染拡大への不安、７月豪雨、大型台風10号、８月の記録的な猛

暑と、会員の皆様におかれましても、かなりストレスフルな、これまでと違う夏を過ごされたことと

思います。

　季節の変わり目を待っていたかのように長期政権の突然の終止符があり、またコロナワクチン開発

のニュースがちらほらと聞こえ、ようやく変化のとき、リセットの時期が近づいてきたのではないか

と私は期待を寄せております。

　会報につきましては、９月号はやむなく休刊いたしましたが、福山委員長を始め編集委員の方々、

事務局が“情報共有の場”を維持するように知恵を絞っております。会員の皆様におかれましても引き続

きご協力をお願いいたします。

　私は、6月から情報・編集担当理事となりました片田と申します。微力ながら協会、会員の皆様のお

役に立てるように頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

� 片田　勝　 　　
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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！








