
平成27年度 青年・女性建築士の集い中四国ブロック広島大会

・・・ 『人から人、町から町、過去から未来「伝」～文化の遺伝子～』・・・
をテーマに、尾道市で開催致します
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■６月13日（土）13時～　地域実践活動報告会と基調講演
■６月14日（日）８時半～ レクチャー及びフィールドワーク
■６月 7日（日）～20日（土）
「まちづくり活動パネル展」開催
「ひろしま住まいづくりコンクール 2014」同時巡回展示
広島県建築士会 社会活動委員会 青年部会・女性部会が活動を重ねてき
た中で考えたこと、気付いたことを基にテーマを決め、準備を進めてき
ました。また、文化の遺伝子が色濃く残る尾道を知って頂けるよう、い
ろいろな企画を予定しています。土曜日の大会はもちろん、日曜日の
フィールドワークはご家族やお友達と一緒に参加されてみませんか？尾
道再発見の旅ができるかもしれません。ぜひ登録の上、ご参加下さい。
（大会ＨＰ　http://den2015.com/） たくさんの参加をお待ちしています ー スタッフ一同たくさんの参加をお待ちしています ー スタッフ一同
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5月13日現在CPD認定プログラム（6月～8月の広島県内実施分）

受付期間
開始はいずれも　6/1(月)～ 会場コード会　　場開催日

福山
商工会議所

広島県
情報プラザ

広島県
情報プラザ

広島県
情報プラザ

広島県
情報プラザ

広島県
情報プラザ

～9月18日（金）

～10月2日（金）

～10月30日（金）

～11月27日（金）

～平成28年
1月5日（火）

～平成28年
1月29日（金）

６D－０１

６D－０２

６D－０３
（DVD講習）

６D－０４
（DVD講習）

６D－０５

６D－０６
（DVD講習）

10月7日（水）

10月14日（水）

11月18日（水）

12月16日（水）

平成28年
1月20日（水）

平成28年
2月17日（水）

日  時
6／ 9

プログラム名
「実務者のための工事監理ガイドラインの手引き」解説講習会

単  位
4

主  催
建築技術教育普及センター

連絡先
03－6261－3310

6／ 9 徹底解説！事例でみる建設現場のＩＴ活用術 6 インターウェーブ 099－812－0677
6／13 「建築数量積算の実務」講習会（仕上①） 6 日本建築積算協会 082－221－9759 
6／13 H27 青年・女性建築士の集い「地域実践活動報告会」 3 広島県建築士会 082－244－6830
6／13 H27 青年・女性建築士の集い　基調講演「尾道で伝える」 2 広島県建築士会 082－244－6830
6／14 H27 青年・女性建築士の集い　フィールドワーク「歩いてさがそう未来のおのみち」 3 広島県建築士会
6／14 「建築数量積算の実務」講習会（仕上②） 6 日本建築積算協会

082－244－6830
082－221－9759 

6／18 総合評価落札方式対応セミナー【A- 午前コース】 3 建設情報化協議会 03－5294－6200 
6／18 総合評価落札方式対応セミナー【B- 午後コース】 4 建設情報化協議会 03－5294－6200 
6／18 総合評価落札方式対応セミナー【C- 終日コース】 7 建設情報化協議会 03－5294－6200 
6／20 「建築数量積算の実務」講習会（躯体①） 6 日本建築積算協会 082－221－9759 
6／21 「建築数量積算の実務」講習会（躯体②） 6 日本建築積算協会 082－221－9759 
6／23 すぐに実践！建設現場のリスクアセスメント 6 インターウェーブ 099－812－0677
6／23 改正建築士法講習会 3 広島県建築士事務所協会 082－221－0600
7／ 8 徹底解説！ 事例でわかる評価点アップのポイント 6 インターウェーブ 099－812－0677
7／14 平成 28 年度新営予算単価と設計料算定　説明会 3 公共建築協会
7／15 こうして作れば工事成績は上がる！！施工計画書作成のポイント 6 インターウェーブ

03－3523－0381
099－812－0677

7／23 現代建築と瓦　建築セミナー 1 愛知県陶器瓦工業組合 0566－52－1200 
7／24 仮設安全監理者資格取得講習会 8 全国仮設安全事業協同組合 03－3639－0641
8／ 7 建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事改定講習会 5 日本建築学会中国支部 082－243－6605

　当会では、（公財）建築技術教育普及センターが主催

する「定期講習」の受講受付、講習運営を行っております。

今後のスケジュールは以下のとおりです。

◆受講申し込みの受付（郵送可）

　広島県建築士会本部（広島市中区千田町 3-7-47-5F）

◆受講申込書の配布

　配布中（HPからもダウンロードできます）

◆配布場所　広島県建築士会本部・福山支部

　　　　　　広島県建築士事務所協会

＊24年度 (H24年4月～H25年3月 )に受講された方は、

2回目の講習になります。

＊新しく建築士登録をされた方（24 年度 (H24 年 4 月～

H25 年 3 月 ) 登録）で、設計事務所の建築士として登

録している方は、この27年度中に 1 回目の受講義務

があります。（以後 3年度ごとに受講）

＊設計事務所の建築士として登録している者は、3年度

ごとに「定期講習」を受講することが義務付けられて

います。

＊「定期講習」は「管理建築士講習」とは別のものです。「管

理建築士講習」を受講して管理建築士として登録され

ている方も、「定期講習」は受講しなければなりません。

　改正建築士法における契約のポイントをまとめた新た

なプログラムを追加し、建築士事務所の日常業務におけ

る書面による契約の方法、契約書式、契約書の記載方法

などを解説します。お申し込みは、同封のリーフレット

に必要事項をご記入の上、FAXでお送り下さい。

＊この講習会の申込先は、広島県建築士事務所協会です。
ご注意下さい。

日　時：平成27年6月23日（火）　

　　　　13：00 ～ 16：20（受付：12：30 ～）

会　場：広島市商工会議所（広島市中区基町 5-44）

定　員：100名（定員になり次第締め切り）

受講料：建築士会・事務所協会・JIA会員　5,000円

　　　　一般　8,000円

平成27年度 定期講習について

改正建築士法の解説 講習会について

表紙写真について
三次市民ホール　きりり

●設　　計

◆設計監理／㈱青木淳建築計画事務所

◆構造設計／㈲金箱構造設計事務所

◆設備設計／㈱森村設計

◆舞台音響コンサルタント／㈱永田音響設計

◆舞台設備コンサルタント／㈲空間創造研究所

●施　　工

◆建築主体機械設備工事／鹿島建設㈱・㈱加藤組ＪＶ

　◆電気設備工事／㈱中電工・共和電設㈱ＪＶ

　◆舞台特殊設備工事／三精テクノロジーズ㈱

●所 在 地／三次市三次町

●構造規模／鉄筋コンクリート　一部鉄骨造　地上 5階

◆最高高さ／ 34.52ｍ

●敷地面積／ 14,805 ㎡

●建築面積／ 5,040 ㎡

●延床面積／ 10,892 ㎡（駐車場 3,474 ㎡を含む）

●竣　　工／平成 26年 11月

　 本施設のコンセプトは、「地上から５m持ちあげる」「回廊

を設ける」「空間を使い切る」の３つです。メインとなる階を

前面道路より約５m持ちあげることで、狭い敷地に無理なく駐

車場を計画。万が一の水害時にも、一次避難所として有効に活

用できる計画としています。

　ホール部門と創造支援部門を回廊でつなげ、「表」と「裏」

の区分けを流動的にし、施設全体を使いきれるようにしまし

た。創造支援部門とはExp.Jで構造的に分離することで遮音に

配慮し、創造支援部門とホールの同時利用においても支障のな

い計画としています。

　施設のメインとなるホール部分は、２・３階席にバルコニー

席を設けたシューボックス型で、舞台との距離が近く、臨場感

のある客席となっています。また、客席上部にはハイサイドラ

イトを設け、メンテナンス時・停電時を考慮し、自然採光を取

り入れる計画としています。 
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（左）情報交換セッションイメージ
（右）全国へリテージマネージャー
　   大会イメージ

長町武家屋敷（写真提供…石川県観光連盟） 主計町茶屋町金沢21世紀美術館

変更届けは提出していますか？

■図書一覧

図　書　名 販売価格（税込）

工事請負契約約款 一般：1,723 円・会員：1,651 円 平成 23 年 5月改正

建築設計・監理業務等委託契約書類 一般：1,296 円・会員：  972 円 平成 27 年 2月版

小規模建築物・設計施工一括用

工事請負等契約書類（書式・約款） 一般：1,864 円・会員：1,777 円 平成 27 年 4月改正

（小規模向け）建築設計・監理業務委託契約書類 一般：1,080 円・会員：1,864 円 平成 27 年 2月版

リフォーム工事請負契約書類（書式・約款） 一般：1,540 円・会員：1,486 円 平成 27 年 4月販売開始（H26.10月制定）

構造図集　擁壁 一般：2,160 円・会員：1,944 円

重要事項説明のポイント 一般：1,338 円・会員：1,204 円

　ご自宅の住所や勤務先が変更になられた方、登録事項

の変更手続きをお忘れなく行って下さい。（士法では変更

から30日以内に届け出ることが定められています。）建築

士法の改正もあり、建築士としての正確な登録要件は非

常に重要となります。

●建築士としての手続き

住所・勤務先の変更のみ→「○○建築士住所等の届出」

を提出（郵送可）。お仕事を辞められた方も「勤務先

無し」で手続きを行って下さい。

＊一級建築士／二級・木造建築士（広島県登録の方のみ）

広島県建築士会ホームページから書式が取り出せます。

http://www.k-hiroshima.or.jp/index.html

＊二級・木造建築士（他県で免許登録されている方）

登録されている都道府県で手続きを行って下さい。

★提出先：広島県建築士会・本部事務局

　　　　　〒730-0052　広島市中区千田町 3-7-47

　　　　　　　　　　　　広島県情報プラザ 5F

　　　　　TEL：082-244-6830（代）

●建築士会会員としての手続き

　建築士の免許登録の申請・変更をしても、広島県建

築士会会員の登録内容が変更されませんので、広島県

建築士会の変更も行って下さい。本部事務局まで

FAX（082-244-3840）でお知らせ下さい。

●建築士の方が亡くなられた場合

　建築士死亡届を戸籍法による死亡の届出義務者が提

出することになっております。（添付書類：戸籍謄本（抄

本）、建築士免許証原本）詳しくは、本部事務局まで

お問い合わせ下さい。

　「建築士」5 月号に掲載されておりましたが、今年

の全国大会は 10 月 30 日（金）に石川県金沢市で開

催されます。参加申し込みは、各所属地域の支部か、

直接広島県建築士会事務局にお申し込み下さい。「建

築士」5月号28ページの大会申込書を、7月24日（金）

までにご提出下さい。費用のお支払いは、申し込み

後にご連絡します。

　ご家族やご友人等の同伴者も大歓迎ですが、大会

登録料は必要です。

　北陸新幹線が開通した石川県での大会のテーマ

は、「百万石の地で触れよう　未来につなぐ　まち

づくり」。数多くの「歴史的建築物」と「現代建築」

が共存・調和するまちとして知られています。

　翌日のエキスカーションは、歴史と現代、そして

未来を感じられるコースが用意されています。奮っ

てご参加下さい。

（士会会員には若干の費用補助があります。但し、「大会式典」

には必ず参加して下さい。）

7/24（金）
締め切り参加者 事務局 又は

各所属地域

第５8回 建築士会全国大会「石川大会」のご案内図書を販売しています
●新たにリフォーム工事の契約書類が発刊になりました。

●書類の改正に伴い価格改定を行いましたが、会員価格

を設定しています。是非、ご利用下さい。

●本部事務局にて販売しておりますが、在庫が無い場合

がございますので、「お電話」又は「メール」にて、

事前にお問い合わせ下さい。

●発送も致します。品名・部数・送付先を明記したもの

を「FAX」又は「メール」でお送り下さい。折り返

し請求書を添えて送付致します。（広島県内送料480円。

県外及び大量発注の場合はご相談下さい。）

本部事務局

TEL：082-244-6830（代） FAX：082-244-3840

e-mail：info@k-hiroshima.or.jp

皆様に、より良いサービスの提供に努めてまいります
すまい給付金関連業務
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