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　全国的なインバウンド需要の高まりの中で、年間
来島者が400万人を超える宮島。観光経済の観点から
ホッと落ち着けるトイレで、来島者の滞在時間を延ば
したいという自治体の思いと、日本の優れたトイレ文
化の世界への発信を目指すトイレメーカーとの思いが
一致し、官民協働で生み出されたトイレです。
　宮島にシカ（鹿）ないトイレを目指し、宮島町家特有
の平面構成を取り入れました。パブリックな観光案内
兼休憩所（ミセ）とプライベートなトイレ（ザシキ）との
間に、半屋外の共用部（オウエ）を配置しています。ま
た、敷地境界と外壁との間に微妙なズレをつくること
で生まれたスペースは（通り庭）と見立て、表参道から
トイレに直接アクセスできる通り道となっています。
更に、円型に設けた共用部から、放射状に各機能と動
線を分散させることで、トイレ待ちの行列が交錯しな
いよう配慮しました。
　外観においては、かつて建っていた木造建築の面影
を可能な限り残すため、屋根形状の踏襲や既存建物部
材を一部再利用することで、宮島のまち並みへの調和
を図っています。
　歴史の継承、最先端の衛生設備、和と陰影を感じさ
せる内部空間が、当初からのコンセプトである、既設
のトイレイメージを払拭する「脱・公衆トイレ」とし
ての在り方を体現しています。
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 令和元年5月 17日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正

する法律」（改正建築物省エネ法）が公布され、令和 3 年 4 月 1 日に全面施行されました。 

 これにより、適合義務制度の対象が大規模非住宅（2,000 ㎡以上）から中規模非住宅

（300 ㎡）まで拡大され、また新たに住宅・建築物（300 ㎡未満）を対象に、設計時に建築

士から建築主に対して、省エネ基準への適否等の説明を行う説明義務制度が新設されま

した。 

 国土交通省のオンライン講座による法改正の説明会は昨年 12 月より行われてきていま

すが、省エネ基準適合性判定の実務についてまだまだ不安に思う設計事務所が多いこと

から、今号では賛助会員の日本 ERI 株式会社に協力いただき、「改正建築物省エネ法適合

判定に係る実務上の申請・検査対応のポイント」をまとめていただきました。 

特集 

令和 3 年 4 月 改正建築物省エネ法が全面施行 
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改正建築物省エネ法適合判定に係る実務上の申請・検査対応のポイント 
                     (一社)広島県建築士事務所協会賛助会員 

日本 ERI 株式会社 広島支店長 新上敏彦 

 

 

1. はじめに 

(1) 法改正による対象建築物の拡大 

建築物省エネ法の改正により、省エネ基準適合

性判定の義務対象となる非住宅建築物が、これま

での延べ面積が 2,000㎡以上から 300㎡以上に対

象が拡大され、4月 1 日から施行されました。 

この対象拡大により、設計者、工事監理者は、

これまでの建築基準法のチェックだけでなく、建

築物の省エネ計画に関する内容把握や申請、審査

等のスムーズな業務運営が求められています。 

適合判定は、建築確認申請や完了検査等手続き

と連動しているため、適合の可否が着工(確認済

交付)や竣工(検査済交付)、引渡しなど、日程に

大きな影響を及ぼします。これをうまく進めてい

く上では省エネ適合の制度や内容の把握が必要

になります。 

その一つが申請ですが、省エネ適合性判定と建

築確認は両方が連動しているため、まずは、同じ

指定・登録機関に申請することが、審査～検査を

スムーズに進める上で、大切なポイントの一つと

考えています。 

 

 

 

 

 

(2) 日本 ERI㈱の実績 

日本 ERI株式会社では、図 2に示す、業界トッ

プの人員、実績、経験を活かしこの判定に関する

様々なご相談を全国 34 の窓口で承っています。

また、この実績を踏まえて実務に役立つ業務分析

なども進めています。 

 

 

 

 

 

(3) 今回紹介する主な事項 

今回ここで紹介する内容は次の事柄です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 申請編 

(1) 省エネ適合性判定と建築確認の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築確認との関係で注意が必要なのは、省エネ

適合判定がクリアーしないと確認済証は交付されま

せんし、省エネの検査がクリアーしないと検査済証は

交付されないという点です。 

 

(2) 増改築時の注意点 

2017 年 4 月 1 日以前から有る建築物に対して増

改築を行う場合には注意が必要です。 基本的に増

改築面積が増改築後の全体面積の 1/2 以下であれ

ば届出義務となりますが、1/2 超になると適合判定義

図 1 省エネ適合性判定と建築確認の関係図 

図 2 実績表 

図 3 紹介事項 

図 4 確認と省エネの手続きフロー図 
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務の対象になります。ただし、増改築する部分のうち

非住宅部分が 300 ㎡未満の場合は届出となります。 

 

(3) 判定の適用外建築物や対象面積の算定か

ら除外される部分 

判定には、以下に示すように、適用除外の建築

物(①、②、③)や建築物の部分(④)があります。 

例えば、 

① 居室を有しないことにより空気調和設備を設

ける必要がない用途 (自動車車庫や常温倉

庫、畜舎、公共用歩廊など)の建築物 

② 高い開放性を有することにより空気調和設備

を設ける必要がない用途(観覧場、水泳場、ス

ポーツ練習場など)の建築物 
注) 高い開放性の要件は、①壁を有しない、②開

放部分のみで構成されている、のいずれかです。 

③ 文化財建築物や仮設建築物 など 

④ 複合建築物の住宅部分は規模算定の面積

から除外しますのでご注意ください。 

 

(4) 建築確認申請との連動 

申請にあたっては、建築確認申請と連動し

ているため、申請者において省エネ適合判定

図書と相互の整合性や図面の整合確認を行っ

てくことが大切なポイントです（後で不整合が

発覚すれば変更手続きが必要になります）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 図 6の一覧表はモデル建物法を利用した場合

の設計図書の名称と記載が必要な内容です。 

平面図や立面図、機器表なども必要になり

ますが、外皮の断熱範囲などを示した図面も

必要になりますので注意が必要です。 

空調対象面積といった計算対象部分の面積

を明示することも忘れないでください。 

・ 省エネ計算では、自動制御内容の入力も求め

られますので、自動制御の内容がわかる図面

の添付も必要です。自動制御の設計図である

必要はありませんが自動制御の内容を設計図

書のどこかに明示する必要があります。 

 

(5) 図面作成上の注意事項 

・設計段階では、設備機器の種別や能力が明確に

決まっていないことが想定されます。 

・完了検査では、その図面に記載された設備機器

等の種別や性能を持つものが設置されている

ことを確認していきます。現場が申請図書の内

容と異なっている場合は変更の手続きを行う

必要がありますので注意してください。 

・申請図書に記載された設備機器の種別や性能値

は、その性能値がどの JIS等に基づいたものか

を明示する必要があります(ただし、計算プロ

グラムの仕様選択では、当該仕様の確認要)。

この JIS等の記載がないと省エネ適合性判定の

審査で指摘されますので注意して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5建築確認申請との連動図 

図 6 設計図書への記載項目・記載する設計図書の例(モデル建物法を利用した場合) 

種別 記載項目 記載する設計図書の例 種別 記載項目 記載する設計図書の例

方位、道路、目標となる地物 付近見取り図 給気機、排気機その他の機器の位置 各階平面図

計算対象部分の床面積 各階平面図 換気設備の仕様、台数等 機器表

計算対象部分の階数・各階の階高の合計 立面図 換気ファンの送風量制御 制御図(機器表)

計算対象部分の外周長さ 各階平面図 換気設備の計算対象床面積 各階平面図

計算対象部分の非空調コア部の外周長さ 各階平面図 照明器具の仕様、設置場所 照明器具姿図(機器表)、各階平面図

空調対象床面積 各階平面図 各種照明制御図 制御図(機器表)

方位(建物と真北の関係) 配置図 照明設備の計算対象床面積 各階平面図

断熱材の仕様、施工部位 断面範囲図(各階平面図、立面図)、仕様表 熱源機器の位置 各階平面図

方位別の外壁面積、屋根(天井)面積 断面範囲図(各階平面図) 熱源機器の仕様、台数等 機器表

窓の仕様、施工部位、ブラインド、庇の設置状況 建具表、各階平面図 給湯配管の保温の仕様等 特記仕様書

熱源機、ポンプ、空調調和機その他の機器の位置 各階平面図 節湯器具の仕様等 衛生器具表(機器表)

熱源機器の仕様、台数等 機器表

全熱交換器の仕様、台数等 機器表

全熱交換器の自動換気切替制御 制御図(機器表)

予熱時外気取入れ停止制御 制御図(機器表)

二次ポンプの変流量制御 制御図(機器表)

空調機ファンの変風量制御 制御図(機器表)
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務の対象になります。ただし、増改築する部分のうち

非住宅部分が 300 ㎡未満の場合は届出となります。 

 

(3) 判定の適用外建築物や対象面積の算定か

ら除外される部分 

判定には、以下に示すように、適用除外の建築

物(①、②、③)や建築物の部分(④)があります。 

例えば、 

① 居室を有しないことにより空気調和設備を設

ける必要がない用途 (自動車車庫や常温倉

庫、畜舎、公共用歩廊など)の建築物 

② 高い開放性を有することにより空気調和設備

を設ける必要がない用途(観覧場、水泳場、ス

ポーツ練習場など)の建築物 
注) 高い開放性の要件は、①壁を有しない、②開

放部分のみで構成されている、のいずれかです。 

③ 文化財建築物や仮設建築物 など 

④ 複合建築物の住宅部分は規模算定の面積

から除外しますのでご注意ください。 

 

(4) 建築確認申請との連動 

申請にあたっては、建築確認申請と連動し

ているため、申請者において省エネ適合判定

図書と相互の整合性や図面の整合確認を行っ

てくことが大切なポイントです（後で不整合が

発覚すれば変更手続きが必要になります）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 図 6の一覧表はモデル建物法を利用した場合

の設計図書の名称と記載が必要な内容です。 

平面図や立面図、機器表なども必要になり

ますが、外皮の断熱範囲などを示した図面も

必要になりますので注意が必要です。 

空調対象面積といった計算対象部分の面積

を明示することも忘れないでください。 

・ 省エネ計算では、自動制御内容の入力も求め

られますので、自動制御の内容がわかる図面

の添付も必要です。自動制御の設計図である

必要はありませんが自動制御の内容を設計図

書のどこかに明示する必要があります。 

 

(5) 図面作成上の注意事項 

・設計段階では、設備機器の種別や能力が明確に

決まっていないことが想定されます。 

・完了検査では、その図面に記載された設備機器

等の種別や性能を持つものが設置されている

ことを確認していきます。現場が申請図書の内

容と異なっている場合は変更の手続きを行う

必要がありますので注意してください。 

・申請図書に記載された設備機器の種別や性能値

は、その性能値がどの JIS 等に基づいたものか

を明示する必要があります(ただし、計算プロ

グラムの仕様選択では、当該仕様の確認要)。

この JIS等の記載がないと省エネ適合性判定の

審査で指摘されますので注意して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5建築確認申請との連動図 

図 6 設計図書への記載項目・記載する設計図書の例(モデル建物法を利用した場合) 

種別 記載項目 記載する設計図書の例 種別 記載項目 記載する設計図書の例

方位、道路、目標となる地物 付近見取り図 給気機、排気機その他の機器の位置 各階平面図

計算対象部分の床面積 各階平面図 換気設備の仕様、台数等 機器表

計算対象部分の階数・各階の階高の合計 立面図 換気ファンの送風量制御 制御図(機器表)

計算対象部分の外周長さ 各階平面図 換気設備の計算対象床面積 各階平面図

計算対象部分の非空調コア部の外周長さ 各階平面図 照明器具の仕様、設置場所 照明器具姿図(機器表)、各階平面図

空調対象床面積 各階平面図 各種照明制御図 制御図(機器表)

方位(建物と真北の関係) 配置図 照明設備の計算対象床面積 各階平面図

断熱材の仕様、施工部位 断面範囲図(各階平面図、立面図)、仕様表 熱源機器の位置 各階平面図

方位別の外壁面積、屋根(天井)面積 断面範囲図(各階平面図) 熱源機器の仕様、台数等 機器表

窓の仕様、施工部位、ブラインド、庇の設置状況 建具表、各階平面図 給湯配管の保温の仕様等 特記仕様書

熱源機、ポンプ、空調調和機その他の機器の位置 各階平面図 節湯器具の仕様等 衛生器具表(機器表)

熱源機器の仕様、台数等 機器表

全熱交換器の仕様、台数等 機器表

全熱交換器の自動換気切替制御 制御図(機器表)

予熱時外気取入れ停止制御 制御図(機器表)

二次ポンプの変流量制御 制御図(機器表)

空調機ファンの変風量制御 制御図(機器表)
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・省エネ適合性判定では外皮に関する基準適合は

求められませんが、外皮の性能は空調のエネル

ギー消費量に影響しますので、外皮の仕様につ

いても図面に明示する必要があります。 

 

① 建築確認と省エネ適合性判定の申請書及

び図面の相互の整合確認 

2019 年に審査を行った案件から抽出した 162

件について省エネ適合性判定の当社での審査で

どんな指摘があったのか分析しました。指摘の総

数は 2901件です。 

この中で指摘の約 63％が整合性に関する指摘、

28％が未記入、誤記、押印忘れとなっており、技

術的な指摘は９％程度という結果でした。整合性

とか未記入といった指摘は申請図書作成の段階

で注意すれば避けることができます。約 90％がこ

の避けることができる指摘という結果が出まし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この指摘をさらに分析すると、その約 80％が計

算書と添付された設計図の不整合であることがわ

かりました。省エネ計算後に再度変更内容が計算

に反映されているか確認することが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

② 審査時の指摘分析 

技術的な内容に関する指摘については、空調、

換気、給湯、照明といった設備関連で 90％を占め

ており、書類の未記入の内訳では、50％ちょっと

が記入漏れや未記入となっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、計算書と設計図の整合確認分析では、 

・一番多いのが建具関連です。建具の大きさが計

算書と図面で違う、建具の数量が図面と計算書

で違うというケースが多々見受けられました。

意匠設計の方がデザインの最終調整段階で建

具の数量やサイズ、仕様を変更したためかと思

われます。 

・続いて外皮関連で、断熱材の仕様や断熱の範囲

が整合していないケースです。 

・3 番目は照明器具で、計算書と図面で台数が合

わない事例です。 

・次いで空調、給湯と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 省エネ適合判定や届出に係る注意点 

1)適合義務対象建築物が複数ある場合の考え方 

敷地内に適合義務対象建築物が複数ある

場合は、適合義務対象建築物ごとに、省エネ

適合性判定を受けます。 

 

図 9 

指摘総数 
2901件 

63.0% 

28.2% 

8.8% 

図 7 

 

整合性の指摘「図面等の整合分析」 図 10 

図 8 整合性に関する指摘分析結果 
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2) 増築時の注意点  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年４月時点で現存していれば、特定増改築

のルールが適用できます。 

特定増改築とは、増改築に係る非住宅部分の床

面積が、増改築後の非住宅部分全体の床面積の

1/2 以下の場合をいいます。特定増改築に該当す

れば、省エネ適合性判定の対象とはならず、届出

の対象となります。 

なお、増改築に関して、既存部分がいつできた

のかで、省エネ基準自体も変わります。既存部分

が 2016 年４月時点で現存している場合は、省エ

ネ基準は、BEIが 1.1 以下となりますし、2016年

４月以降に新築する場合は、BEI は 1.0 以下とな

りますので注意してください。 

 

3) 規制措置の適用除外について 

 

 

 

 

 

 

 

「駐車場」に部分的な付属用途の「管理人室」が

ある場合、確認申請書第四面に記載する建築物用

途が「自動車車庫」のみの場合は、適用除外とな

ります。一方で付属用途にあたらず、「自動車車

庫」と「事務所」の複数の用途となる建築物につ

いては、適用除外とはなりません。 

適用除外の用途となるかどうかは、確認申請書

第四面の建築物の用途がどうであるかで判断され

ますのでこの点に注意してください。 

 

④ 計算方法の特徴 

計算方法については、各種評価の方法により特

徴があり作業方法が異なります。 

一般的に多いのが、モデル建物法です。他に、

標準入力法があります。これはWEBプログラムで、

誰でも無償で利用できますが、BEST（省エネ基準

対応ツール）に関しては、一般財団法人 建築環境

省エネルギー機構から有償で配布される計算方法

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 申請図書作成時の便利ツール 

当社では、申請時の便利ツール等をホームペー

ジで公開しています。また、@ERI倶楽部への登録 

(無料)により便利ツール等が入手できるように

なっています。そのいくつかをご紹介いたします。 

 

1)申請前のチェックリスト 

ERI で実施した省エネ適合性判定の指摘分析で、

書類の記入漏れ、記入ミス、添付書類の忘れとい

うような些細な指摘の割合が高いことがわかりま

した。このような指摘を削減するために作成され

たのが図14の省エネ適判申請前チェックリストで

す。 

 

 

図 11 増築時の例 

図 12 適用除外の Q&A 

図 13 各種評価手法の違い 
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2) 増築時の注意点  
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4) 設計内容説明書 

省エネ適判の申請では、「設計内容説明書」の

添付が必要となります。当社では標準的な書式を

準備していますし、その詳細版も用意しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 設備規格一覧 

省エネ適判の申請図書の中に、設備機器の性能

がどの規格によるものか記載が必要ですが、この

規格を記入していない事例が多数見受けられます。 

設備規格一覧は、設備機器に関して性能の規格

を一覧にしたものです。これで計画に採用する機

器を選択すれば、それだけで規格が明確になりま

すし、設計者の記名を行い申請書類に添付すれば

設計図面に規格を明示したことになりとても便利

です。なお、利用は任意です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請書にカタログ添付は要注意 

省エネ適判の申請書に機器等のカタログや納入

仕様書を添付すると、機器の型番が変わっただけ

でも軽微変更となる場合があります。 

 このため、設備機器等の仕様についてはできる

だけ設計図に記入して下さい。 

 また、「メーカー・型番は参考」といった記述

を申請図に記載することもお勧めします。 

 

⑥ 審査の指摘を踏まえた対応のポイント 

1) 省エネ適判は「建築基準関係規定」 

省エネ適合性判定の留意点の 1つに、建築物省

エネ法の第 11 条で「建築基準関係規定」とみな

されているということがあります。 

この省エネ適合性判定と建築確認申請との連

動により、省エネ基準に適合していない場合は、

確認済証や検査済証が交付されず、建築物の着工

も竣工もできなくなってしまいます。 

また、建築物省エネ法における省エネ基準は新

築の場合、BEIが 1.0以下となっています。 

ぎりぎりで省エネ基準をクリアしている場合

は、工事途中の変更工事で BEIが 1.0を超えてし

まう可能性があります。是非、ある程度余裕を持

って設計することをお勧めいたします。 

 

図 15 「設計内容説明書」の様式 

* 巻末に標準的な書式をつけています。 

図 16 設備規格一覧図の一部 

* 詳細は巻末のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからアクセスしご覧ください。 

図 14 省エネ適判申請前チェックリスト 

 * 巻末にチェックリストをつけています。   
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2) 申請図の記載内容に係る注意点 

省エネ適判に記載する事項は確認申請と異な

る事項もあります。そのため、以下の図 17 を参

考に申請図への記載にご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．完了検査編 

工事に入り省エネ計画の建築設備等に変更が

生じるとケースごとに変更申請や計画変更申請

が必要になります。この場合の主な留意点につい

て示します。 

(1) 軽微変更申請時の留意点 

①  軽微変更ルートの選択 

建築物省エネ法上、軽微な変更の扱いは、Ａ・

Ｂ・Ｃ、と３ルートが設定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルートＡは、すべての変更項目において、省エネ

性能が向上する変更で、計算を行わなくても省エ

ネ性能の向上が明らかな変更です。 

 

ルートＢは、一定範囲内で省エネ性能が低下する

変更です。 

具体的には、変更前の BEIが省エネ基準の 10％

減、すなわち新築の場合は、BEI が 0.9 以下であ

ることが前提条件となります。変更後の BEIの低

下が 10％以内であれば、ルートＢが適用できます。

ただ、ルートＢについては、適用可能な変更内容

にルールがありますので注意が必要です。 

具体的な内容は、空調、換気、照明、給湯、太

陽光発電で条件が決まっています。 

 例えば、空気調和設備で、ルートＢは、次に示

す（い）又は（ろ）のいずれかに該当し、これ以

外の事項についてエネルギー消費が低下しない変

更です。 

（い）とは、外壁の平均熱貫流率について 5％を

超えない増加、かつ、窓の平均熱貫流率について

5％を超えない増加です。 

（ろ）とは、熱源機器の平均効率について 10％を

超えない低下となります。 

この時、（い）と（ろ）の両方に該当する場合は

ルートＣの軽微変更が必要になりますのでご注

意ください。 

ルートＡとＢの手続きは、完了検査の申請時に、

「建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微

な変更説明書」と変更内容がわかる図面等を添付

し提出します。 

 

ルートＣは再計算により基準適合が明らかとなる

変更です。つまり、変更内容を踏まえて再計算す

るという手順になります。このルートＣに該当す

る場合は、事前に登録省エネ判定機関に「軽微変

更該当証明申請書」と、変更後の計算書と図面を

添えて提出し、登録省エネ判定機関から「軽微変

更該当証明書」の交付を受ける必要があります。 

このため、変更の内容によっては相応の審査期間

を要しますので、完了検査に支障が出ないよう、

スケジュールに注意して下さい。 

 

② 計画変更時の留意点 

建築物省エネ計画の変更になるのは、 

(1) 建築基準法上の用途の変更 

図 17 申請図の記載内容の比較 

図 18 軽微変更ルートの手続き図 
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(2) モデル建物法を用いる場合のモデル建物の

変更 

(3) 計算方法の変更 

（例 標準入力法 ⇔ モデル建物法） 

の３つの場合です。この場合は、計画の根本的

な変更になり、改めて省エネ適合性判定を受ける

必要があります。 

 

これら、軽微な変更や計画の変更は、完了検査

の前に済ませておくことが肝心ですので注意し

て下さい。 

 

③ 工事継続に関係する注意点 

建築物省エネ法は「建築基準関係規定」で、建

築基準法、建築物省エネ法共に「計画の変更」「軽

微な変更」という用語が使用されています。しか

しながら、定義がそれぞれの法律で異なっている

ことに注意して下さい。 

 

建築基準法では計画の変更ですが、建築物省エ

ネ法では変更とならない、といったケースはよく

あることです。場合によってはこの逆のケースも

ありえます。 

工事の継続に関する条件も異なっています。省

エネ適合性判定における計画の変更の場合、変更

の申請を提出すれば、変更部分の工事は着工する

ことができますが、建築確認の場合は、計画の変

更の確認済証が交付されるまでは変更部分の工事

は着手できません。 

 

1) 省エネ適合性判定の変更はないが建築確

認での計画変更がある場合 

この場合省エネについては、当初の計画の適合

判定通知書を指定確認検査機関へ提出します。 

 

2) 省エネ適合性判定で計画変更があり、建

築確認では計画変更のない場合 

変更後の省エネ性能確保計画を登録省エネ判

定機関へ提出し、省エネ適合性判定を受けます。 

建築確認は計画変更が無いので、変更後の適合

判定通知書を完了検査の申請書に添付し、指定確

認検査機関へ提出します。 

 

3) 省エネ適合性判定、建築確認共に計画変

更がある場合 

変更後の適合判定通知書と変更の計画書と、計

画変更の建築確認申請を指定確認検査機関へ提出

します。 
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なお、BEI が 1.0 を超えていると変更申請を引

受できず、完了検査を受けることができません。

変更が予定される場合はあらかじめ、BEI の再計

算を行い、BEI が基準値以下であることを確認し

て下さい。 

 

計画の変更の場合は申請を提出しないと、変更

部分の工事の着手ができませんので、計画の変更

が発生した場合はその都度、計画の変更を、提出

図 19 変更ルートごとのフロー図 
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することになります。 

変更申請で重要な点はスケジュールの調整です。 

ルートの判断が難しい場合は、時間を要するこ

とが想定されるため、あらかじめ当該機関に相談

することが肝要です。特にルートＣの変更につい

ては、申請に添付する建築図や設備図といった設

計図は、ほぼ竣工図と同等の内容が必要になりま

す。図面の作成にも、時間がかかりますので、ス

ケジュールに十分注意して下さい。 

 

(3) 完了検査の留意点 

完了検査では「省エネ適合性判定に要した図書

どおりに施工されていることを確認」します。 

 

変更申請がある場合は、この申請に添付されて

いる図面どおりに施工されていることを確認しま

す。 

設備機器や器具の仕様や台数についても検査の

対象となり、変更されている場合は軽微な変更が

必要です。 

例えば、 

 

 

 

 

 

 

完了検査のポイントとしては、 

① 建具 : 仕様と面積、断熱に関しても仕様と

施工範囲が対象です。 

② 設備機器 : メーカーを変更した場合、性能

や能力が同じであっても消費電力や燃料消

費量が変わっている場合は、軽微な変更が

必要となります。 

③ 間仕切り変更 : 空調面積が変更となる場

合は、設置されたエアコン等の能力・台数

に変更がなくても軽微な変更が必要です。 

※消費エネルギーが増える変更だけでなく、減

る変更の場合も軽微な変更が必要になりま

す。 

(4) 検査時の進め方 

① 検査担当者は「省エネ基準工事監理報告

書」を基に検査を実施、必要に応じてそ

の詳細を現場にて確認します。 

 

② モデル建物法の場合、省エネ基準工事監

理報告書をチェックし、完了検査の段階

で目視で行いますが、これが困難な場合

は、監理者による工事監理の状況確認書

類のチェックが中心になります。 

 エアコン、換気ファン、照明器具の仕

様や設置台数も、審査の対象となります。 

 

③  完了検査時の準備書類 

1)「省エネ基準工事監理報告書」（完了検

査申請書に提出）※行政によっては様式を指

定しているところがあるので注意が必要です。 

 

2)「施工関連図書」 （検査時に用意） 

・納入仕様書、納入伝票、試運転記録書、

施工記録書、施工写真等々 

・第三者認証に係る書類（JIS認証書、

試験成績書、自己適合宣言書等） 

 

3)工事監理者が実際に監理に用いた書類

（検査時に用意） 

 

(5) 指摘対応と注意点 

① 変更時の対応 

完了検査時に、省エネ適合性判定に要した図書

からの変更があると指摘された場合は、申請図書

どおりに現場を手直しするか、もしくは再度の変

更申請を行うかの 2つの対応が考えられます。 

 

 このような状況で特に注意が必要なのは、変更

ルートＣの場合や計画変更になる場合です。 

これらに該当すると判定機関に対し、再度軽微

変更証明の申請や計画変更申請を行うことにな

ります。 

再計算や審査に時間がかかるため、検査済証が
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交付されるまでに時間がかかり、最悪竣工期日に

間に合わない可能性が生じます。 

そのため、工事監理者は常に省エネ適判計画書

の記載事項と現場対応に注意し、設備担当者を含

めた現場での工程会議で変更や進捗状況の報告に

注意し、事前の対応をすることが大切です。 

 

②  テナント工事がある場合の注意点 

 テナント工事が完了検査の対象でない場合は、

基本的にテナント関連の工事は完了検査前には一

切できないものと考えていただいた方が良いと思

います。 

物販店舗・飲食店等のテナントエリアの照明や

空調等の工事が完了検査時に完成していない場合

の扱いですが、省エネ適合性判定の申請時に設置

されないものとして申請・評価がされている場合

は、完了検査時にそれら設備が設置されていなけ

れば、設置されない状態で完了検査を受けること

ができます。 

 しかしながら、省エネ適合性判定時に設置され

ないとしていたもの(テナント部分)が、検査時に

設置されている場合は、軽微な変更もしくは計画

の変更が必要となり、省エネ基準工事監理報告書

も本体工事とテナント工事の両方とも用意する必

要が生じます。このため、最悪の場合、テナント

工事との関係で検査済証が工期内に間に合わない

可能性が生じますので注意してください。建築主、

本体工事の設計者・工事監理者の間であらかじめ

業務範囲について調整しておくことが重要です。 

 

(6) 指摘事例と注意点 

① 完了検査物件の 7 割が変更対応 

当社では、省エネ適判が始まった 2017年４

月１日から 2018 年９月 30 日までの１年６か

月の間に実施した完了検査を対象に調査しま

した。その結果、全体の約 70％が何らかの変

更申請 (軽微な変更+計画の変更)を行ってい

ることがわかりました。それだけ現場での対

応が大変ということかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 主な指摘部位 

指摘総数（102件）の 90％が設備関連の指

摘でした。指摘部位別では、照明 35件、空調

は 26件と、この２つ併せてほぼ半分です。 

この内、設備関係の機器仕様・台数等の不整

合が 73件（71.2％）を占めています。 

 

③ 具体的な指摘事項の例 

1) 外皮 :断熱材自体の変更や断熱の施工範

囲の変更がある指摘。 

2) 建具 :ロールスクリーンやブラインドの

設置が確認できないとか、ガラス仕様の

変更など 

3) 空調 :機器等の台数、能力、消費電力が

省エネ計画書と不整合。空調機メーカー

の機種のモデルチェンジで、仕様が変更

になったものなど(モデルチェンジのケ

ース) 

4) 換気 :機器の台数や能力等の不整合が指

摘を受けています。 

5) 給湯 :給湯機の仕様の不整合ですが、こ

れは空調機器・換気機器と同様な指摘で、

配管の保温仕様や給湯水栓の仕様も省エ

ネ適判に関連していますので注意が必要

です。 

6) 照明 :機種や台数の変更です。 

 

④ 検査申請時や変更申請後の新たな変更 

稀に、完了検査申請時や変更申請後に新た

な変更が見つかる場合があります。このよう

図 20 完了検査物件の変更手続き件数の比較 
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なケースは現場での対応も大変です。このた

め、現場では、「すべての変更箇所のリスト化

や設計変更指示書の確実な運用等変更内容の

文書化、見える化」を行うことが肝要です。 

 変更が生じた場合を想定して、各種事務手続

きにかかる時間をプロジェクト毎に事前に把

握しておく事も大切です。 

いずれにしても、時間的余裕を見ておくこと

にこしたことはありませんし、工程管理の中

に変更対応の時間も組み込んでおく必要があ

ります。 

 

⑤ 完了検査時の注意点 

1) 施工管理上で必要な書類や写真の準備 

省エネ適合性判定の申請図書通りに現場

ができているか確認できる書類や写真を準

備して下さい。 

 例えば、断熱工事の施工範囲、仕様等が

確認できる図面や写真などです。 

また、省エネ基準工事監理報告書や、所

定の性能を有していることを証明する書類

は準備する必要があります。 

2) こまめな相談 

制度ができたばかりですので、何か問題

が発生した場合は、確認検査機関や省エネ

判定機関にこまめにご相談いただくのがよ

いと思います。 

 

4．おわりに 

 以上、当社の実績と分析を踏まえ実務に役立つ

事項を記載しました。今回のテーマについては、

当社が実施した「建築物省エネ適判対象拡大(詳

細)WEBセミナー」を基に作成しました。 

紙面の関係から割愛した部分もありますが、

皆様の質の高い建築物の設計と今後の良質な社

会資本整備に少しでも寄与できれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************************ 

※ 資料等が御覧になりたい方は、以下のホームページからアクセスしてください。 

なお、「@ERI倶楽部」への登録(無料)が必要です。 

https://www.j-eri.co.jp/ 
省エネ⇒申請書作成ツール⇒@ERI倶楽部への登録(無料)⇒申請ツールダウンロード 

 

日本 ERI株式会社広島支店では、5月に Zoomウェビナーを活用した『省エネ適判の実務者向け

申請・検査の対応ポイント』詳細勉強会を開催いたします。 

 

<開催予定> 

1. テーマ : 『省エネ適判の実務者向け申請・検査の対応ポイント』 

2. 開催日時 : 2021年 5月 20日(木) 13:30～16:00 

3. ツール : Zoomウェビナー 

(1) ご案内は、ERIホームページの「広島支店からのお知らせ」に掲載しております、以下のｱﾄﾞﾚ

ｽ 

「省エネ適判対象拡大 Zoomウエビナーの御案内(2021/5/20開催)」からアクセスください。 

https://www.j-eri.co.jp/siten/hiroshima/index.html 

(2) 受講希望の方は、別添のチラシを参照の上、QRコード又は、以下のアドレスからも 

お申込みできます。 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_shnxx-bTTri5WdcOFy5jcg 

(3) 詳細をお知りになりたい方は、日本 ERI株式会社 広島支店 E-mail: hiroshima@j-eri.jp 

又は電話番号: 082-211-5500までご連絡ください。 
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省エネ適判申請前チェックリスト(日本ERI株式会社　広島支店)
※申請前に提出書類等を確認いただくのにご利用ください。このチェックリストは提出の必要はございません。

■提出書類

計画書（計画通知の場合「計画通知書」）

設計内容説明書

設計図書

計算書（計算根拠資料含む）

委任状兼同意書

2部（非住宅建築物の場合）

3部（複合建築物（住宅＋非住宅）の場合）
※住宅部分が300㎡以上の場合に限る。
※住宅と非住宅はファイルを分けてくださ
い。

■求積方法

OK

■設備の性能値の規格の記載

ERIの設備規格一覧表を添付
※記名が必要です

申請図（特記、リスト等）に記載

■計画書の記入について

□第一面

計画書　※計画通知ではない

計画通知書　※記名・押印が必要です。

□第二面

□第三面

□第四面

OK

□第五面

OK

□第六面、第七面

■その他
①入力シートへの入力値が設計図書で確認できるようにしてください。

②入力値は、一覧表の作成や設計図書の該当箇所へのマーキング等、明示していただけると審査がスムーズに行えます。
　モデル建物法の場合は、設計内容説明書（詳細版）を用意しております。当社HPよりダウンロードの上、ご利用ください。

③軽微変更該当証明申請や計画変更の際は「軽微変更該当証明申請書」（計画変更の場合は、「変更計画書」）に「変更後の
　計算書」、「変更後の図面（変更がある図面に限る）」を添えてご提出ください。さらに当社の作成する「変更概要書」を作成し

　ご提出いただくと審査がスムーズに行えます。

④完了検査時に省エネに係る軽微変更を確認検査機関へ届出る場合、省エネに係る軽微変更説明書に次の書類を添えて提
　出してください。

　　　1）ルートA
　　　　変更後の図面（変更がある図面に限る）

　　　2）ルートB
　　　　変更後の図面（変更がある図面に限る）、ルートB適用確認シート、変更後の計算書

　　　3）ルートC
　　　　判定機関で交付された軽微変更該当証明書の写し（当社で交付した場合は添付不要）

⑤書類ダウンロード

　　省エネ適判申請書類DLページはこちら

　　完了検査申請書類DLページはこちら

https://www.j-eri.co.jp/gyoumu/shoenetekihan/shoruidl.html

https://www.j-eri.co.jp/gyoumu/kenchikukakuninkensa/shoruidl_main_kanryokensa.html#shoenetekihan

省エネ計算に考慮する設備機器の性能値及び規格が設計図書に記載さ
れている

※設備機器の性能値は所定の規格に基づく必要があります

必要提出書類が揃っている
※省エネ適判の申請には右記の書類が必要です

提出する申請書類の部数は揃っている

CAD求積の場合、図面に「CAD求積」であることが記載されいる

※当社では効率的に計画書を作成できる省エネ計画書作成ツールをご提供しています。ご利用には＠ERI倶楽部への入会が
必要です（入会費無料）。

所定の様式を使用している
※計画通知の場合は、計画通知書を利用します

【４．確認の申請】が記載されている
※申請済・未申請いずれの場合も申請先/申請予定先の名称とその所在
地を市町村レベルまで記載して下さい

【５．備考】に物件名が記載されている。
※確認申請の物件名と整合させてください

【3.建築面積】【４.延べ面積】【５.建築物の階数】【７.工事種別】【８.構造】に
適判対象となる棟の情報が記載されている
※確認申請上の情報と整合させる必要があります

付近見取り図、配置図が記載されている　※別図添付も可です

【１.非住宅部分の用途】が確認申請書第四面の用途と整合している

添付されてる
※非住宅建築物のみの場合でも書式を添付して下さい（記入は不要）
※複合建築物（住宅及び非住宅）の場合は、記入が必要です

OK

OK

OK

OK

20210101日本ERI株式会社
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設計内容説明書

適用する計算 □ 標準入力法 □ 主要室入力法 □ □ 適

方法 □ モデル建物法 □ 国土交通大臣が認める方法 □

標準入力法及び主要室入力法 □ 面積表

□ 事務所等 □ ホテル等 □ 病院等 □ 百貨店等 □ 学校等 □

（該当する全て） □ 飲食店等 □ 集会所等 □ 工場等 □

モデル建物法 □

□ 事務所モデル □ ビジネスホテルモデル □ シティホテルモデル

□ 総合病院モデル □ 福祉施設モデル □ クリニックモデル

□ 大規模物販モデル □ 小規模物販モデル

□ 学校モデル □ 大学モデル □ 講堂モデル □ 幼稚園モデル

□ 飲食店モデル

□ 集会所モデル （ ）

□ 工場モデル

□ 無

□ 有 （既存部分の面積 ㎡）

□ 一次エネルギー消費量計算プログラムの出力票による □ □ 適

□

□ 一次エネルギー消費量計算プログラムの出力票による □ □ 適

□

□ 有 □ 無 □ □ 適

□ 有 □ 無 □

□ 有 □ 無 □

□ 有 □ 無 □

□ 有 □ 無 □

□ 有 □ 無 □ □ 適

□ □ □

（ ）区分 □

コージェネ ・コージェネレーションの有無 □ 有 □ 無 □ □ 適

レーション □

事項 項目

 計算条件 出力票 建物等

申請の対象

となる用途

建築物の名称

建築物の所在地

設計者氏名

確認欄

 の概要 概要書

【設計内容】

確認 確認 設　計　内　容　説　明　欄

項　目 設　計　内　容 記載図書

 既存部分(非住宅)

 のﾃﾞﾌｫﾙﾄ値利用

 外皮の  外壁等の  計算手法等 出力票

 概要  性能

 窓の性能  計算手法等 出力票

 設備の  各設備の  対象の有無 ・計算対象空調設備の有無 出力票

 概要  仕様等 ・計算対象換気設備の有無 機器表

・計算対象照明設備の有無 集計表

・計算対象給湯設備の有無

・計算対象昇降機の有無

 太陽光発電 ・太陽光発電の有無 出力票

出力票

有りの場合 全量自家消費 売電有り 設備図

年間日射地域区分

日本ERI株式会社 広島支店
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日本 ERI ㈱ 広島支店からのお知らせ 

開催方法 

 
Chapter1 申請 編  

(1)省エネ適合性判定と建築確認の関係(約 10分） 
(2)増改築時の注意点(約 10分） 
(3)判定の適用外になる建築物や対象面積の算定から
除外される部分(約 10分） 

(4)建築確認申請との連動(約 10分） 
(5)図面作成上の注意事項(約 60分） 

<休憩> 
Chapter２ 完了検査 編  

(1)軽微変更申請時の留意点(約 15 分） 
(2)検査前の留意点(約 5分） 
(3)完了検査の留意点(約 5分） 
(4)検査時の進め方(約 5分） 
(5)指摘対応と注意点(約 5分） 
(6)指摘事例と注意点（約 5分） 

※(〇分)は概ねの講座時間です 

省エネ適判の制度など次の解説を行います。 

・省エネ適判制度の実務に役立つ事項 

・省エネ適判申請上の注意点 

・完了検査前に知っておきたい情報 等 
 

左の QRコードからもご登録
申し込みが可能です。 

改正建築物省エネ法2021年4月1日施行 

【お問い合わせ先】 
日本ＥＲＩ株式会社 広島支店 担当：新上、藤田 

 TEL：082-211-5500    Mail：hiroshima@j-eri.jp 
 

  

 

WEB会議システム: 

Zoomウェブナーにより実施  

（会議室と WEB会議システム開催併用可能） 

省エネ適判の申請や完了検査に係る主要な実務上のポイントを解説します。 

『省エネ適判の実務者向け申請・検査の対応ポイント』 
詳細勉強会の御案内 

建築物の計画から完了検査までのスムーズな対応に役立つポイント解説をご用意いたしました。 
実務に役立つ内容ですので、是非ご用命ください！ 

改正建築物省エネ法により、建築物の省エネ基準への適合と適合性判定義務の対象となる非住宅建築物の対象範囲
が300㎡以上に拡大され2021年4月1日から施行されました。 

詳細勉強会 
省エネ適合性判定の申請や検査の対応ポイント 
 

個別開催 基本編:約 140分 

開催日時:  2021年 5月 20日(木) 
13:30～16:30 
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     （裏面に見本があります。） 
 
 
 

【お問い合わせ先】 
日本ＥＲＩ株式会社 広島支店 担当：石木、藤田 

       ＴＥＬ：082-211-5500  Mail：hiroshima@j-eri.jp 

『設計内容説明書詳細版（モデル建物法用）』のご案内 
』のご案内 

省エネ適判等審査における申請者様とのやり取りを簡素化できるツールです。 
 手続きの迅速化にお役立ていただけますので是非ご利用ください。 
 

取 得 方 法 
 弊社の HPより次のとおりダウンロードして下さい。 
 
 
                        
 
 
 
 

      
       “省エネ適判”をクリック          “申請書類ダウンロード” 

をクリック    
 
 
※ 通常の「設計内容説明書」の記載項 
目よりも更に詳細に記載頂く書面です。 
これを使用していただければ、審査 

担当者からの質疑への対応手間の削減 
が図れます。 
また、BELS評価の申請にも利用でき 

ますのでご活用ください。        
  

                         ここでダウンロードして下さい。          
 

 
 

  
ここでダウンロードしてください。 

           
 

                                           
AAA広島 2021.516



 
【設計内容説明書 見本】 
 

 
 
 
※ このシートを申請図書に添付して頂ければ「設計内容説明書 通常版」の添付は必要ありません。 
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【お問い合わせ先】 

日本ＥＲＩ株式会社 広島支店 担当：石木、藤田 
       ＴＥＬ：082-211-5500  Mail：hiroshima@j-eri.jp 

『設備機器規格一覧』のご案内 

省エネ適判の計画書作成に役立つツールです。 
 この一覧表をご使用いただくと省エネ関連の設備機器の規格が簡単に検索出来て、そのまま
申請図書とすることができます。皆様の申請図書作成の効率化にお役立ていただけますので是
非ご利用ください。 
 

取 得 方 法 
 弊社 HPより次のとおりダウンロードして下さい。 
 
 
                        
 
 
 
 

     
       “省エネ適判”をクリック          “申請書類ダウンロード”を

クリック    
 
 
※ この「設備機器規格一覧」では、 
日本国内市場に出回っている大部 
分の設備機器の規格を掲載してお 
ります。                  

 （裏面に見本があります。） 
  
ここでダウンロードしてください。  
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【設備機器規格表 見本】 

 

 
 
※ 「選択」の□をクリックすると■の表示となって「選択機器名」から右側のセルが白字となります。 
この一覧表を申請書に加える事で、白地のセルの機器の規格を明示したこととなります。 
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令和3年度 県内主要官公庁役付職員配置

広　島　県

（事）事務職　（建）建築職　（土）土木職　（電）電気職　（機）機械職
【R3 . 4 . 1】

国土交通省 中国地方整備局

〒730-8511　広島市中区基町 10－52　　TEL（082）228－2111

〒730-8530　広島市中区上八丁堀 6－30　TEL（082）221－9231
（　）内は前職です

 《本　庁》 土木建築局　　　　　　
都市建築技術審議官　 【建　築　課】
　上田　隆博（土）　　課　　　長　　河野　　龍（建）　　　建築安全担当　　　主　　査　道方　厳男（建）
　　　　　　　　　　参　　　事　　宮本　洋一（建）　　　建築指導ＧＬ　　　主　　査　坪郷　一也（建）
総括官（建築技術）　　参　　　事　　蒲原　克兒（建）　　　構造審査ＧＬ　　　主　　査　荒谷　俊介（建）
　的場　弘明（建）　　参　　　事　　土肥　武彦（電）　　　建築士ＧＬ　　　　主　　査　前安井精次（事）
　　　　　　　　　　参　　　事　　加藤　義和（機）　　　宅建業ＧＬ　　　　主　　査　若山　哲朗（事）

　　　　　　　　　　 【住　宅　課】
　　　　　　　　　　課　　　長　　川畠　　満（建）　　　住宅総務ＧＬ　　　主　　査　荒谷　明範（事）
　　　　　　　　　　住宅管理担当監　有村　泰宣（事）　　　住宅企画ＧＬ　　　主　　査　益永　英治（建）
　　　　　　　　　　参　　　事　　北䑓　幸祐（建）　　　住宅指導ＧＬ　　　主　　査　廣谷　沙知（建）
　　　　　　　　　　参　　　事　　奥野　功貴（建）　　　住宅調整担当　　　主　　幹　佃　　義晴（建）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住宅管理ＧＬ　　　主　　査　清水富士美（事）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住宅収納ＧＬ　　　主　　幹　西川規功枝（事）
　　　　　　　　　　 【営　繕　課】
　　　　　　　　　　課　　　長　　吉田　勝則（建）　　　営繕企画ＧＬ　　　主　　査　原田　慎治（建）
　　　　　　　　　　耐震工事担当監　兼原　浩樹（建）　　　一般営繕ＧＬ　　　主　　査　田原　　修（建）
　　　　　　　　　　設備工事担当監　古土井正道（電）　　　庁舎営繕ＧＬ　　　主　　査　保本　尚久（建）
　　　　　　　　　　参　　　事　　平川　伸行（建）　　　住宅修繕ＧＬ　　　主　　査　平田　　衡（建）
　　　　　　　　　　参　　　事　　小鳥田博夫（機）　　　学校営繕第一ＧＬ　主　　査　横川　裕一（建）
　　　　　　　　　　参　　　事　　三好　弘泰（建）　　　学校営繕第二ＧＬ　主　　査　日高　昌文（建）
　　　　　　　　　　参　　　事　　新矢　晃子（建）　　　警察営繕ＧＬ　　　主　　査　長崎　　聖（建）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電気設備第一ＧＬ　主　　査　柴﨑　　稔（電）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電気設備第二ＧＬ　主　　査　山本　邦博（電）

【営繕部】  営　繕　部　長　　　　中　山　義　章
  営 繕 調 査 官　　　　久保田　裕　二（(一財)建築コスト管理システム研究所研究部主席研究員）
  営繕品質管理官　　　　大　江　昭　仁（四国地方整備局　営繕部　計画課長補佐）
  設備技術対策官　　　　小　林　輝　雄（中国地方整備局　営繕部　調整課長）
  官庁施設管理官　　　　新　山　勝　也（中部地方整備局　営繕部　整備課長補佐）
  官庁施設防災対策官　　森　本　哲　朗（中国地方整備局　建政部　都市・住宅整備課長補佐）
  計　画　課　長　　　　山　下　雅　文
  調　整　課　長　　　　吉　村　和　晃（九州地方整備局　営繕部　保全指導・監督室長補佐）
  整　備　課　長　　　　築　地　孝　弘
  技術・評価課長　　　　吉　田　和　隆（四国地方整備局　営繕部　整備課長補佐）
  保全指導・監督室長　　武　居　直　幸
  岡山営繕事務所長　　　岩　村　正　一
【建政部】  建　政　部　長　　　　村　上　威　夫
  建設産業調整官　　　　井　上　義　典
  都 市 調 整 官　　　　吉　田　純　土（国土技術政策総合研究所　都市研究部　都市施設研究室　主任研究官）
  住 宅 調 整 官　　　　山　内　和　則（中国地方整備局　道路部　高規格道路管制官）
  事業認定調整官　　　　山　﨑　　　生（広島西部山系砂防事務所　副所長）
  建設業適正契約推進官　米　田　正　裕（広島運輸支局　首席運輸企画専門官）
  不動産業適正化推進官　大　星　秀　夫（三次河川国道事務所　副所長）
  計画・建設産業課長　　佐々木　　　優（関東地方整備局　建政部　建設産業第一課長補佐）
  都市・住宅整備課長　　濵　田　賢太郎（北海道開発局　地政課　開発専門官）
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広　島　市 〒730-8586　広島市中区国泰寺町1－6－34　　TEL（082）245－2111

《本　庁》
【都市整備局】
　　都市整備局長　　　　　　　都市計画担当部長　　　　　都市デザイン担当課長　清　水　由　明
　　　中　村　　　純　　　　　　阿

あ
舎
せ
利
り
　孝　之

　　指導担当局長　　　　　　　指　導　部　長　　　　　　建築指導課長　　　横　山　太　造
　　　谷　　　康　宣　　　　　　芝　　　啓　造
　　　　　　　　　　　　　　　営繕部長（兼）営繕課長　　　施設整備担当課長　橋　本　浩二郎
　　　　　　　　　　　　　　　　萬ヶ原　伸　二
　　　　　　　　　　　　　　　住　宅　部　長　　　　　　住宅政策課長　　　西　村　博　基
　　　　　　　　　　　　　　　　金　澤　正　裕　　　　　基町住宅担当課長　外　垣　誠　治
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住宅整備課長　　　宮　本　佳　彦

《区役所》
中 区 役 所　　　　建築担当部長（兼）建築課長　　山　根　健　治
東 区 役 所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建　築　課　長　　丸　岡　憲　一
南 区 役 所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建　築　課　長　　登　立　　　哲
西 区 役 所　　　　建築担当部長（兼）建築課長　　石　井　哲　郎
安佐南区役所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建　築　課　長　　中　島　崇　秀
安佐北区役所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建　築　課　長　　宮　下　一　成
安芸区役所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建　築　課　長　　藤　井　敬　三
佐伯区役所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建　築　課　長　　山　内　辰　憲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機械設備第一ＧＬ　主　　査　菊田　敬一（機）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機械設備第二ＧＬ　主　　査　小松健一郎（機）

《地方機関》
西部建設事務所
所　　　長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【建　築　課】
　宮本　通孝（土）　　次長（兼）政策監　　　戸野　雅生（事）　　　建 築 課 長　　　　　　　北本　拓也（建）
　　　　　　　　　　次　　　長　　　　寺田　清明（事）　　　審査第一係長　　　　　　河野　郁子（建）
　　　　　　　　　　次　　　長　　　　北山　　忍（土）　　　主幹（兼）審査第二係長　　田坂　敦志（建）
　　　　　　　　　　次　　　長　　　　伊達　雅弘（土）　　　検査指導係長　　　　　　谷口　享子（建）

東部建設事務所
所　　　長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【建　築　課】
　蒲原　幹生（土）　　次長（兼）政策監　　　中本　和弘（事）　　　建 築 課 長　　　　　　　松井　　稔（建）
　　　　　　　　　　次　　　長　　　　山口　謙二（土）　　　審 査 係 長　　　　　　　久留嶋正昭（建）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住 宅 係 長　　　　　　　山野内孝宏（建）
北部建設事務所
所　　　長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【建　築　課】
　菅島　章文（土）　　次長（兼）政策監　　　小西　正記（事）　　　建 築 課 長　　　　　　　濵井　寿光（建）
　　　　　　　　　　次　　　長　　　　後藤　裕司（土）　　　主　　　査　　　　　　　戸田　恭子（建）
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土　木　部 　  営　繕　課
　部　　　長　吉本　正秀 課　　　長　前田　康彦 営繕第1G　課長補佐（ＧＬ）　東　　克俊
　副　部　長　永田　幹夫 　　　　　　専門員　　　大田　玲子
　　　　　　   （営繕担当） 　　　　　　専門員　　　三浦　隆志

営繕第2Ｇ　課長補佐（ＧＬ）   山口　宗久
　　　　　　専門員　　　桐木　淳子
設備第1Ｇ　課長補佐（ＧＬ）　笹川　信治
　　　　　　課長補佐　　西下　宏満
　　　　　　専門員　　　古谷　勝幸
設備第２Ｇ　課長補佐（ＧＬ）   厚井　一史
　　　　　　専門員　　　上本　成夫
　　　　　　専門員　　　山根　誠史
　　　　　　専門員　　　井手原　勲

都　市　部 建築指導課
　理事兼部長　　近藤　昭博 課　　　長　上東　剛慈 建築確認G　課長補佐（ＧＬ）　垣中　太郎
　参事兼副部長　檜垣　昌宏 　　　　　　主　査　　　原　　恵里
（建築指導担当） 　　　　　　専門員　　　井原　真琴

　　　　　　専門員　　　川本　　亮
空家対策Ｇ　課長補佐（ＧＬ）　山川慎太郎
　　　　　　課長補佐　　山田　和重
　　　　　　専門員　　　藤井　大樹
　　　　　　主　査　　　長重　忠昭

呉　　　市 〒737-8501　呉市中央4丁目1－6　　TEL（0823）25－3100

建　設　局
建 築 部 長
　渡邉　桂司（建） 営　繕　課　長　石川　康信（建） 　　次長（営繕第1担当）  川ノ上智喜（建）

　　次長（営繕第２担当）  渡辺　早苗（建）
　　次長（営繕第3担当）  竹井　聖貴（建）
　　次長（営繕第4担当）  河村　　亮（建）

設　備　課　長　藤井　秀憲（電） 　　次長（設備第1担当）  河野　昌彦（機）
　　次長（設備第２担当）  濱野　清詞（電）
　　調整員（政策担当）  小林　良弘（機）

住　宅　課　長　太田　良成（事） 　　次長（住宅政策担当）  竹内　智久（事）
　　次長（管理担当）  塩見　洋平（事）

建築指導課長　　貴山　高行（建） 　　次長（建築相談窓口担当）  豊田　智秋（建）
　　次長（審査・検査担当）  芝　　雅浩（建）
　　次長（指導・査察担当）  宮坂　政宏（建）

福　山　市 〒720-8501　福山市東桜町3－5　　TEL（084）921－2111

都　市　部 建　築　課 営繕担当主幹兼
部長 課長　 建築係長事務取扱
　河本　達男（主事） 　笠井　壮一（技師） 　青山　真士（技師）

主幹（営繕担当） 指導係長
　青山　真士（技師） 　横山　雅一（技師）

尾　道　市 〒722-8501　尾道市久保1丁目15－1　　TEL（0848）38－9111（代表）
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三　原　市 〒723-0015　三原市港町3丁目5－1（市庁舎）
　　　　　　建築課TEL（0848）67-6121（直通）　建築指導課TEL（0848）67-6122（直通）

都市部 部　　長 建　築　課　　課　　長　　山本　裕章 建 築 係 長  那須　真治
　崎土居　章 課長補佐兼設備係長  髙橋　和幸

住宅対策係課長補佐兼係長  宗近　誠治

建築指導課　　課　　長　　白須　浩和 建築指導係長  段　　和徳
開発審査係長  古島　克彦

三　次　市 〒728-8501　三次市十日市中２丁目8－1　　　TEL（0824）62－6385

建設部長 秋　山　和　宏
都市建築課長  大　前　安　史
　都市計画係長 新　谷　一　馬
　建築指導係長 山　田　真　司

廿 日 市 市 〒738-8501　廿日市市下平良一丁目11－1　　TEL（0829）20-0001

建設部 営　繕　課　　課　　長　石　田　将　久 営繕第1係長（兼）　泊　野　利　海（技）
　部　　　長 　TEL（0829）30-9175（直） 営繕第２係長（兼）　中　田　晋太郎（技）
　　前　田　勝　也 　　　　　　　課長補佐　泊　野　利　海 技術支援係長　　星　野　篤　史（技）
　都市建築担当部長 　　　　　　　課長補佐　中　田　晋太郎
　　久　保　伸　治 建築審査係長　　　齊　藤　　　誠（技）
　次　　　長 建築指導課　　課　　長　坂　本　一　孝 建築指導係長　　　濱　田　大　介（技）
　　中　谷　朋　子 　TEL（0829）30-9191（直）
　次　　　長
　　横　瀬　文　彦 住宅政策課　　次長兼課長　中　谷　朋　子 住宅企画係長　　　大　江　芳　貴（技）

　TEL（0829）30-9187（直）

東 広 島 市 〒739-8601　東広島市西条栄町8－29　　TEL（082）422－2111（代表）

都市部 建築指導課　課　　長　大髙下　利　彦 建築指導係長 山　脇　琢　巳
　部　　長 　TEL（082）420-0956(建築指導課直通) 建築審査係長 加　藤　　   薫
　　鎌　田　裕　介
　建築調整監 営　繕　課　課　　長　河　野　洋　介 課長補佐兼営繕第1係長 佐　古　智　之
　　橋　本　憲　政 　TEL（082）420-0951(営繕課直通) 営繕第２係長 赤　松　　　塁
　次　　長 営繕第3係長 福　島　健　志
　　河　野　洋　介

開発指導課　課　　長　金　原　律　雄 専門員 藤　野　誠　治
　TEL（082）420-0959(開発指導課直通) 課長補佐兼開発指導係長 山　本　茂　樹

課長補佐兼開発検査係長 定　棟　　　浩
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＜月　間　行　事＞
� 令和3年３月１日～令和３年４月30日　

⃝３月２日　　日事連総務・財務委員会（WEB会議）� 豊田副会長出席

⃝３月３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

⃝３月10日　　日事連中四国ブロック協議会会長会議（WEB会議）
� 衣笠会長・豊田副会長・河原専務理事出席

⃝３月11日　　情報・編集委員会

⃝３月18日　　ひろしま住生活月間実行委員会運営委員会（WEB会議）� 大木主任出席
　　　　　　　総務渉外委員会

⃝３月23日　　マンション計画修繕部会

⃝３月25日　　住宅委員会
　　　　　　　広島市住宅相談　於：広島市役所� 立石指導委員長出席
　　　　　　　ひろしま住まいづくりコンクール2020表彰式　於：広島県庁� 豊田副会長出席

⃝３月26日　　三役会・理事会　於：広島YMCA本館
　　　　　　　第三回日事連青年部会連絡会議（WEB会議）� 村田理事出席

⃝３月27日　　令和３年「岸田文雄後援会新春互礼会」
　　　　　　　　　於：広島国際会議場� 衣笠会長、豊田政研会長出席

⃝４月７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
　　　　　　　会員交流委員会

⃝４月８日　　広島商工会議所建設業部会正副部会長会議・通常総会・講演会
　　　　　　　　　於：広島商工会議所� 衣笠会長出席

⃝４月13日　　情報・編集委員会

⃝４月14日　　広島県建築士事務所政経研究会監査

⃝４月16日　　（一社）広島県建築士事務所協会監査

⃝４月22日　　住宅委員会
　　　　　　　総務渉外委員会
　　　　　　　日事連会誌編集専門委員会（WEB会議）
　　　　　　　　　於：CREATORE�with�PLUS� �福山理事出席

⃝４月28日　　三役会・理事会　於：広島YMCA本館

＜今後の行事予定＞

⃝５月27日　　広島県建築士事務所政経研究会　通常総会
　　　　　　　（一社）広島県建築士事務所協会　定時総会　於：リーガロイヤルホテル広島

⃝６月16日　　既存住宅状況調査技術者講習（更新講習）　�於：建築サロン

⃝６月23日	 建築士定期講習　於：広島商工会議所
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法律相談窓口（無料）が、 
ますます便利に！ 

 

これまでは、建築設計・工事監理業務に限定 
 
これからは、なんでも相談ＯＫ！ 

 
 

 
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、大竹市）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。 

※ 相談については法律事務所限りとし、事務所名や相談内容の詳細については事務所

協会への報告はありません。 

 

 

 

 

≪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 

お伝えください。 
 

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！ 

正会員の皆様に朗報！ 
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「旅が大好き。」という方はたくさんいらっしゃると思
いますが、私もその一人です。「趣味」と呼べるほどでは
ないのですが、「旅そのもの」と「旅を企画すること」の
どちらも大好きな私の妻のおかげもあって、仕事で、二人
で、あるいは家族全員で、いろいろな旅をしてきました。
過去の記録を紐解いてみたら、仕事を含めると87回も渡航
していたことに自分でも驚いていますが、私のお気に入り
はそんな「旅の様々な思い出」です。その中でも特にお気
に入りの旅の思い出をいくつかご紹介したいと思います。
そんな私の旅の思い出を記事にしても読者の皆様には興味
を持っていただけないとは思いますが、「旅が大好き。」な
のに、コロナ禍で旅に出掛けられずストレスを抱えておら
れる皆様にとって、この記事がご自身の旅を思い出すきっ
かけになってくれるとうれしいです。

■学生時代のバックパック
初めて行った海外旅行は1989年、大学の同級生と二人で往復の航空券だけを購入して、憧れのヨー
ロッパを約１カ月間放浪した旅でした。当時はまだ航空券がとても高価な時代で、アルバイトで貯め
た資金に加え、両親からもらったお小遣いを投入して、トラベラーズチェックとヨーロッパ内の列車
が乗り放題のユーレイルパスをリュックの底に厳重にしまいこんで、格安ホテルを探しながら巡る旅
でした。イギリス→ベルギー→オランダ→ドイツ→イタリア→スイス→スペイン→フランスと一周
し、私の旅好きの根幹になった旅でした。ベルリンの壁が崩壊する前で、東ドイツを横切ってベルリ
ンに入る列車の中では機銃を抱えた兵士が厳重に見張りをしていたこと。当時はパソコンもデジカメ
もない時代ですので、旅の記録はネガフィルムのカメラとスケッチブック。そんな中、スイスのジュ
ネーブで置引に遭遇し、スケッチブックと撮影済みのフィルム、コンパクトカメラ入りのショルダー

第110回

「旅」

出身地：愛知県名古屋市
好きなスポーツ：バスケ、サッカー、
　　　　　　　　スノーボード、釣り

大成建設㈱中国支店
一級建築士事務所

	 恒川　真一

初めて行ったヨーロッパ旅行
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バックを盗まれてしまい、スイス警察にお世話
になったこと。同時期にヨーロッパを巡ってい
た友達と、イタリアのベネチアのリアルト橋の
上で感動的な再会を果たした瞬間のうれしさな
ど、今でも鮮明に思い出す旅の一つです。

■南イタリアの城郭都市巡り
1994年のGWに数日間の有休休暇を加えて16
連休を確保し、妻と二人で南イタリアへ行きま
した。ローマに住んでいた友達にお願いして、
現地でレンタカーを借りてもらい、ナポリから
パレルモはフェリーで渡り、南イタリア約2000
㎞のドライブ旅行に行きました。ローマ→ナポ
リ→（フェリー）→パレルモ→シラクサ→タオ
ルミーナ→レッチェ→マテラ→ナポリ→ローマ
と回り、途中にある城郭都市を巡る旅です。訪
れた城郭都市は、全部で13都市。それぞれ非常
に個性的で、濃紺の空や海、真っ白な壁、ドラ
イな空気、石畳の狭い道など、とても魅力的で
美しい街並みを形成しています。中でもオス
トゥーニ、ロコロトンド、マテラ、アルベロ
ベッロなど他に類を見ない街は皆様にもぜひ訪
れてみていただきたい場所です。当時はカーナ
ビもありません。妻と二人で地図を広げ、迷い
ながら旅を続けました。パレルモの狭い路地で
道に迷い、車を止めて地図を広げていると、職
が無いのでしょうか、平日の昼間でもどんど
ん人が集まってきて、ワイワイガヤガヤと地元
のイタリア人たちにとり囲まれてしまいます。
日本人が珍しかったのだと思います。彼らは勝
手に盛り上がり、しばらくするとその中の一
人が無理やり車に乗り込んできて（おいおい、
ちょっと待って！ここはマフィアの住むシチリ
アだよね。と、正直怖かったのですが）、目的
地まで人間カーナビをやってくれました。相当走ったのちに、そのおじさんは車を降り、チャオ！と
手を振って歩いて帰っていきました。きっと地元に戻ったら、「方向音痴の日本人を助けてやった！」
と、数日間は盛り上がるのだろうなと思います。南イタリアの人たちのおせっかいで温かい人柄に触
れた瞬間でした。

南イタリアの城郭都市巡り

アルベロベッロの特徴的な建築

ロコロトンドの街並
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■イタリアでのスノーボードと
　ベネチアのカーニバル
1997年と98年の２年続けて妻と二人でイタリ
アとフランスの国境近くのアルプスへ行きまし
た。クールマイユールやボルミオ3000という標
高3000ｍ級のスキー場で、私はスノーボード、
妻はスキーを満喫しました。イタリアのスキー
場は日本のスキー場とは違い、リフト待ちなど
の混雑もなく、高揚感をあおる様な音楽も流れ
ていません。山小屋で食べるイタリア料理も
ホットワインもとても美味しくて、最高の冬の
リゾート地でした。98年には、スノーボードの
帰りにベネチアに立ち寄り、ベネチアのカーニ
バルを見ることもできました。ベネチアの街中
が仮面舞踏会になってしまった様な幻想的で美
しい世界に足を踏み入れて、ヨーロッパの歴史
の深さや文化の素晴らしさに心打たれた旅行で
した。

■また自由に旅に行きたい！
上記の他にも次男坊が小学生の時、二人でト
ルコに行ったり、ボルネオ島に行った時には
野生の象に遭遇したり、地元のレンジャーの案
内でオランウータンやカブトムシを探しに行っ
たり、スペインの友人の家に滞在しながら地中
海で魚釣りをしたり、バーゼルからレンタカー
を借りてロンシャンの礼拝堂を見に行ったり、
私のお気に入りは「旅の思い出」でいっぱいで
す。これらの旅のほとんどは妻が企画をしてく
れたものですが、最近のコロナ禍のおかげで私
たち家族も新しい旅を企画することもできず、
ストレスのたまる日々が続いています。一日も
早くコロナが収束し、自由に旅ができる日が来
ることを心から待ち望んでいます。

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。

ベネチアのカーニバル

イタリアでスノーボード

ロンシャンの礼拝堂
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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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（正会員）
　　○稲上幸生建築設計事務所
　　　事務所所在地変更　　　　　新：〒731-0153　広島市安佐南区安東３－１１－１５－２０１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL082-909-2642　　FAX082-909-2642
　　　　　　　　　　　　　　　　旧：三原市中之町３－２２－１１－２０３

　　○株式会社ハジメ積算コンサルタント
　　　事務所・申請者所在地変更　新：〒730-0051　広島市中区大手町３－２－１９
　　　　　　　　　　　　　　　　旧：〒730-0015　広島市中区竹屋町３－８

　　○平原建設㈱設計事務所
　　　代表者変更　　　　　　　　新：代表取締役　大武　麻吏那
　　　　　　　　　　　　　　　　旧：代表取締役　平原　秀則

（賛助会員）
　　○富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社
　　　会社名変更　　　　　　　　新：富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社広島支社
　　　　　　　　　　　　　　　　旧：富士ゼロックス広島株式会社

 正会員
事	務	所	名 所　在　地 開　設　者 管理建築士 ＴＥＬ

高橋工務店㈱
〒737-0936
呉市焼山東3－4－13

高橋　正人 高橋　正人

（0823）   
34-5585
ＦＡＸ
（0823）   
34-1423

呉市焼山を拠点とし、車で１時間以内を目安に、主に木造戸建て住宅の設計、施工
を行っております。お客様にとっての家造りは業者選びからと言っても過言ではな
いと思います。家造りのプロとして私達の選択はお客様の選択となります。地域の
人が暮らす家造り、それは、地域を知る私達が大量生産ではなく、お客様のこだわ
りや個性を形にしていきたいと思います。

 賛助会員
事	務	所	名 所　在　地 ＴＥＬ 営	業	品	目

ナイス㈱
〒738-0034
廿日市市宮内六本松
917－13 2階

（0829）   
39-3333 木材・建築資材の販売、

住宅の供給、木造建築物の
推進

ＦＡＸ
（0829）   
39-3390

広島県建築士事務所協会に入会させて頂きました。
これからも当社の理念に基づき、当社グループの総合力を最大限に生かし、「お客
様の素適な住まいづくりを心を込めて応援」してまいります。

高橋正人
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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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編　集　後　記

　会員の皆様にご愛読いただいている「建築士事務所会報」ですが、今年度から隔月の発刊にな�
ります。
　現在のような形で会報誌をお届けし始めたのが1983年（昭和58年）です。以来、40年近くたちます
が、その間、紙面はＢ５サイズからＡ４サイズに変わり、表紙はモノクロからカラー紙面とし会員の
方の建築作品を掲載するようになりました。そして、今回、毎月の発刊から２カ月に一度の発刊とな
ります。目的は掲載内容の更なる充実です。例えば、建築士事務所の皆様にとって有益でかつ広島な
らではの特集記事を親しみやすいカラー版で掲載します。また、会員の皆様の交流の場となれるよう
な紙面づくりを目指しています。会員の皆様にも楽しいアイデアをいただければ幸いです。これから
も、会員の皆様と共に進化成長を続けていける会報誌でありたいと思います。
� 専務理事　河原　直己　 　　

【事務局だより】
　事務局職員の異動
　長く協会を支えてくれていた吉村和美さんが２月初め、山内あやさんが３月末で退職し、４月から
は三宅涼子さんが勤務しています。また、育休中でしたパート職員の烏田真由美さんが４月から復帰
しました。どうぞよろしくお願いいたします。

昨年２月から出産・育児のため休暇を頂いていましたが、４月中
旬に復帰いたしました。
精一杯取り組んで参りますので、よろしくお願いいたします。（烏田）

３月末に主人の仕事の都合で岡山県から引っ越して来ました。
仕事にも広島にも早く慣れようと日々奮闘しています。
これからどうぞよろしくお願いいたします。（三宅）
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❒　広告料(税込)

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。

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 会員外会　員

660白　黒 33,00019,800

カラー 49,50033,000

申込者 会　員 会員外

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) 令和　　　　年　　　　月　　　　日申　込　日

ご　住　所

担当者ご氏名

Ｔ　Ｅ　Ｌ Ｆ　Ａ　Ｘ

□　6　回 □　5月 □　3月□　1月□　11月□　9月□　7月

□　白黒 □　カラー

e-mail

広告の名称（表題）

広告サイズ □　1/4 □　1/2

【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

　　　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：１１，０００円（税込）/１回

11,000

11,000

16,500

13,200 22,000

22,000 33,000

希望掲載月
※１／４サイズは、年６回の継続契約となります

広告料金額

※広告の希望欄に✓を付けてください。

□　１ページ

カ　ラ　ー

会報誌への広告掲載を募集しています

随時募集



好
  評

建築士事務所協会会員の皆さまへ

賠償責任保険日事連・
建築士事務所〈建築家賠償責任保険〉

建築士事務所のお悩み解決をサポートします！
施主とのトラブルや従業員とのトラブル・・・
弁護士相談 サービス

建賠保険は
建築士事務所を賠償事故から

お守りする保険です。

2021年度 新規加入受付中

　消費者
保護を形に

　すれば・・・

ネットで
お手続き

クリック日事連サービス

中途加入は翌月1日より補償開始

無料

20-T04199　2020年12月作成

発注者から
 大きな信頼

団体割引で
加入可能 選べる5タイプ 保険料は

 損金処理可能

▶日事連・建築士事務所  賠償責任保険とは・・・

安心❶  構造設計業務ミスによる「構造基準未達」時の賠償事故を補償
安心❷  建築基準法等における「法令基準未達」時の賠償事故を補償
安心❸  建物調査業務（耐震診断等）中の賠償事故を補償
安心❹  事業活動中（テレワークを含む）のサイバーリスクを補償

特約（オプション）プランで安心をプラスさらに

New

有限会社  日事連サービス
日事連・建築士事務所賠償責任保険  取扱指定代理店 〒104-0032  東京都中央区八丁堀4-9-4  東京STビル3階  

TEL.03-3551-6633（建賠保険専用ダイヤル）   FAX.03-3552-1066
E-mail : njs-q@nichijiren-service.com

資料請求、お問い合わせは下記にお申し付けください。

●この広告は、日事連・建築士事務所賠償責任保険の概要についてご紹介したものです。保険の詳細はホームページ（https://
　njs-ins.com/）に掲載のパンフレットをご覧ください。ご加入（同じ内容で更新する場合を含みます。）にあたっては、必ず「重要

事項説明書」をよくお読みください。「重要事項説明書」には、ご加入または更新される保険の商品内容をご理解いただくために
重要な情報、および、お客様にとっては不利益となる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しております。詳細は保険約款
によりご確認ください。なお、ご不明な点等がある場合には、日事連サービスまでお問い合わせください。

（＊）自動口座引落しは更新契約に限ります。新規ご契約に関しましては、指定口座へのお振込みをお願いいたします。

〈幹事引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社〉

事務所協会（会員）の
ための制度

国内建築物の設計業
務のミスを包括的に
カバー

基本補償プランの支払
限度額は事務所の実態
に合わせて選択可能

保険料は経費として損
金処理可能、お支払いは
便利な自動口座引落し（＊）

会員のみ加入可能、別途
特約保険料が必要






