公益社団法人

2019年度 第10回高校生の建築甲子園

広島県建築士会

広島県代表 広島県立宮島工業高等学校がベスト8に選ばれました
広島県審査員

細見

2019 年度第 10 回高校生の「建築甲子園」は 10 年目を迎え、今回のテーマは 地域のくらしーこれからの地区センター となり
ました。3 年続いた空き家問題から離れ、このテーマの概要としては「自分たちが興味を持つコミュニティー、その核となる施設
を自由に描いてほしい。様々な機能構成や思いがけない施設との併設などもあり、また新築、増築、リノベーション、コンバーショ
ン様々なケースがあって良い。設計で勝負してほしい、 かっこいい建築 を目指してほしい。」とのことでした。
36 都道府県から 64 校 117 作品の応募があり、各都道府県から 1 作品ずつ選ばれ全国大会へいく事になります。広島県は例年に比
べ少ない 4 作品でしたが、選考ではそれぞれについて丁寧な議論を重ね、広島県立宮島工業高等学校の「子ども見守り隊〜 Children
are core 〜」が代表として選ばれました。さらに全国の 1 次審査でベスト 8 に選ばれることになります。
作品はタイトルから予測されるように、地域の子供達をその地域
全体で育みその成長を見守る環境づくりを、背伸びせず高校生らし
い感性で素直に表現していて、分かりやすく爽快です。周辺との関係
を捉える上ではさらに深く考察する余地があり、物足りなさを感じ
るところはありましたが、計画には様々な可能性が広がっていると
感じました。
最終審査はベスト 8 によるプレゼン動画での選考で、優勝は、緻
密で濃い内容が評価され、群馬県立桐生工業高校の「桐生新町に建
つ地区センター」準優勝は、山形県立新庄神室産業高等学校の「わ
たしたちのまちの中心をつくる」に決まりました。他に 4 つの特別
賞が決まり、それぞれ賞状、賞金が授与されました。
これまで広島県の代表選考に参加して思うのは、高校生がこうい
う非常に具体的なテーマのコンペに参加することで、建築の社会的
側面を深く理解し設計に生かす経験をすることができるということ
です。与えられた要件に沿ってテーマを読み解き表現していくこと

発

12

は、建築が単に図面を描くことだけでなく、社会との関わりや人と
人との関係などを自らの問題として取り組むことが今後の大きな
糧となるでしょう。今日、様々な問題が発生し社会のありようが変
わっていき複雑になる中、若いときにこそ経験して欲しいと思います。
是非、積極的に参加してほしいと思います。
広島県の伝達式は 2020 年 3 月 3 日広島県建築士会事務局で行われ
表彰状と記念品が贈呈されました。

〈写真左から〉岡原賢三先生、末松琴美さん、安平貴世子さん、加藤日菜さん、末次維月さん
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表紙写真について

会長就任のごあいさつ

GRANODE 広島
●設 計監 理
建
築／株式会社フジタ広島支店一級建築士事務所
設
備／ダイダン株式会社大阪本社一級建築士事務所

（公社）広島県建築士会

井本

会長

健一

※ PM、基本設計、監修（実施設計・監理）：株式会社安井建築設計事務所

●施
工／株式会社フジタ広島支店
●所 在 地／広島市東区二葉の里 3 丁目 5 番 7 号
●用
途／店舗、事務所、ホテル、駐車場
●構 造 規模／RC 造、SRC 造、S 造（CFT）、地下 2 階、地上 20 階、塔屋 2 階
●敷 地 面 積／6,339.23㎡
●建 築 面 積／3,209.13㎡
●延 床 面 積／49,749.21㎡
●竣 工 日／2019 年 3 月 29 日
「GRANODE 広島」は、JR 広島駅北口の二葉の里地区に建つ複合施設
です。本施設は、約 200 室のビジネスホテル、中四国最大級のフロア面積
をもつオフィス、商業施設、及び地下駐車場で構成されています。
本建物の外観は、主にソリッド感のある高層のホテル部分と、周囲の
景観と調和した低層のオフィス部分で構成されます。デザインを分節し

この度、令和 2 年度の役員

がり、幅広い情報を共有できることは、建築士会の持つ大

改 選 に お き ま し て、会 長 に

きなポテンシャルであると思います。この日頃の活動の

就任することとなりました。

ベースとなるのが、地域活動団体としての各支部活動であ

（公社）広島県建築士会の果

り、本部に設置された各委員会活動であります。これらの

たすべき社会的責任と、引き

活性化こそが、建築士会が本来もっている魅力や可能性を

続き対応していくべき多く

引き出す原動力になります。本来であれば本年は建築士

の課題に対し、微力ながら全

会全国大会が広島にて開催される予定で、これまで、着々

力で取り組んで参ります。同

と準備を進めてまいりました。冒頭にのべた、感染症の影

時に選任されました、新理事

響で、開催が来年に延期されることになりましたが、この

一同、会員の皆様からのご協

大会を起爆剤として、会員活動の活性化につなげてゆけれ

力、ご指導をよろしくお願い申し上げます。

対比することにより、二葉の里地区でのシンボル性を形成し、併せて街並み

近年の建築業界は、ようやくバブル崩壊以降の長期不況

への調和を図っています。

を脱し、本年度に予定されていた東京オリンピック開催に

インテリアは、オフィス・商業エリアは二葉山の自然
（木）をテーマとした、

熱いご協力をお願い致します。
これらのことを踏まえ、本年度は次の事業に取り組んで

機能性とやすらぎが共存する空間、ホテルエリアは、広島の伝統工芸を

向け、好調な景気が維持されてきました。しかし、本年パ

参ります。

モチーフとした、和モダンなイメージでまとめています。

ンデミックを起こした新型コロナウイルスの感染予防に向

1．省エネ住宅・建築物の整備に向けた体制整備事業

技術面では、大臣認定による高度な防災安全対策
（国内初の貸事務所

け、国の緊急事態宣言が発動される中、多くの業界におい

無排煙）
、制震構造採用等によるBCP 対策、環境対策によるCASBEE-A

て、世界的規模で業績の悪化がみられ、完全に景気の腰を

ランク取得などを実現しています。
また、1、2階の商業施設と一体に整備された、大規模なオープンスペース

折られた状況になっています。日本の実質 GDP は前年比

である「エキキターレ」では、頻繁にイベントが催され、エキキタの賑わい

5.2％減、建築業界では建築物着工床面積が同じく 23％減と

の創出に貢献しています。

予測されています。テレワークやウェブ会議の活用など働

今後も地域の賑わい中心施設として益々発展することを願っています。

き方にも多くの影響を与えており、今後の社会の在り方も
これを契機に大きく変化していくことが予想されます。
こうした不安定な状況の中でありますが、広島県建築士
会としては、基本業務である、建築士法に基づく建築士資
格の付与、登録に関する事業は粛々と遂行してまいりま
す。一方、各種定期講習会、技術研修や市民向け公開講演
会の開催、あるいは会員向け各種交流イベントの実施、地
域貢献活動団体への支援等、従来から引き継がれている各
種事業を通し、その社会的役割を果たしてまいります。
又、近年建築士会がかかえる主な課題の一つとして、会
員数の減少、高齢化があります。これまでの会員増強推進
会議の成果として、年ごとの減少幅は縮小してきてはおり
ますが、まだ増加に転じるところまでは行っておりませ
ん。今後の活動の中で、建築士会のもつ魅力をしっかりと
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いか、又、未入会の建築士の皆さんにそれをどう伝えてい
くかを考え、行動してゆきたいと思います。

本年の省エネ講習は新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から WEB 講習になる予定。
2．法定講習の実施
建築士定期講習を 10 月〜 3 月まで 7 回、監理技術者講
習を 7 月〜 3 月まで 9 回実施。
3．歴史的文化遺産の保存推進
広島県ヘリテージマネージャー養成講習会（第 8 期）
の実施。10 日間の講習によりヘリテージマネージャー
として登録。
4．既存住宅インスペクション推進
既存住宅状況調査技術者講習は本年度から更新講習
も実施。新規講習と併せて 9 月〜 2 月まで 5 回。また、空
き家活用推進チームへ会員を専門家として派遣。
5．建築行政（広島県）への協力
判定士として広島県の認定を受ける要件となる被災
建築物応急危険度判定士講習会の実施、行政と関係団体
が協力して活動するひろしま住まいづくり支援ネツト
ワークへの参画及び「たてものがたり」フェスタ実行委
員会への協力。
6．2021 年建築士会全国大会広島大会への取組み
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から来年度
に延期となり、今後コロナ禍の中での開催のあり方につ

9

建築士会は他の建築関連団体と違い、その構成員の多彩

2020 年度 新たに理事に就任された方々です。 ………… 5

賛助会員紹介 ………………………………………………… 10

さが特徴です。設計分野をはじめ、施工管理、教育、行政

いて検討。

第 63 回建築士会全国大会広島大会を延期します！ ……… 6

建築甲子園……………………………………………………… 12

等、会員の職業分野は産学官の多岐に亘っています。建築

広島県建築士会の各事業につきましては、今後もホーム

士会の活動を通じて、こうした様々な分野の会員とつな

ペーシや会報誌をご覧いただき是非活動にご参加ください。

退任のごあいさつ ……………………………………………… 4

CPD 認定プログラム
（7 〜 8月の広島県内実施分）………… 8
2

ばと思っております。来年の開催に向けて、会員の皆様の

「# カミハチキテル」−アクションファーストからビジョンへ−

3

（公社）広島県建築士会

退任のごあいさつ

平成 26 年度から、3 期 6 年

2020 年度 新たに理事に就任された方々です。
（公社）広島県建築士会

元会長

元廣

清志

ない財政作りができています。委員会の充実については、

間、錦織会長の後を引き継い

少し肥大化し活動に支障が出てきた社会活動委員会を、ま

で、会長職を務めさせていた

ちづくり委員会、青年委員会、女性委員会、住宅委員会に

だきました。

再編することで、活動の停滞防止と、内容に沿った活動が

その間本当にたくさんの出

できる様取り組んだ処です。

来事がありましたが、会員の

公益法人の設立の次の年に、会長に就任させていただ

皆様のご協力の下、無事その

き、公益法人として役割を果たす一方で、その取り組みも

任を終えることができました。

進めてまいりました。公益性が高い法人としての特色が、

心よりお礼を申し上げます。

県内で認められる様になりました。

私は、就任時、共に生きる社

さて、令和 2 年 11 月には、日本建築士会連合会全国大会

会において建築は、施主あるいは、地域社会で個々の思いは

広島大会を開催することで、平成 30 年 6 月に実行委員会

違っても、それに応える事に努力する、そのことを団体とし

を立ち上げ、23 回目の実行委員会を持ちました。前年 9 月

ても求めていかなければならないとして、次の 3 点を当面の

には、北海道ブロック函館大会に、次期開催地として、100

大きな課題として最優先で取り組むことを挙げました。

名弱の会員が、本会議や大交流会に、広島のアピールに出

１．会員の減少に歯止めをかける

かけ、大いに盛り上げました。今年の 5 月建築士連合会会

２．活動単位である地域活動団体（支部）の活動を活発に

報誌には「いざない」として、広島の全日程について募集
をかける処までになりましたが、この度のコロナウイルス

していく
３．委託事業の拡大で財政基盤を確立し、委員会の充実を

感染拡大防止の観点から、次年度に順延することとなりま
した。これについては、引き続き会員の皆様にご協力をい

図る
会員減少は、高齢化と、試験対策の課題により続いてお
りましたが、会員増強委員会の取り組みなどにより、近
年、底を打った感があり、微増に転じました。又、今年度
試験から、学卒と同時に受験ができ、実務経験の後、資格
登録できるように、士法が改正されました。これによる入
会者の増加が期待できることとなりました。
活動単位である支部活動は、それぞれの支部が、独自の取
り組みを工夫することで、各支部の特色が生まれています。
委託事業拡大は、年によって多少の変化はあるものの、

ただかなくてはなりません。
会員、一般建築士、県民が、窓口に訪れやすい様、事務
局の取り組みや、ホームページなどの改変に努め、県民に
開かれた窓口を志しました。
皆様には、本当にお世話になりました。今後は、会員の
一人として、皆様にご恩をお返しできればと考えていま
す。引き続きよろしくお願い申し上げ、言い尽くせません
が。今後益々、公益社団法人広島県建築士会が、ご発展で
あります様祈念して、退任のあいさつとします。

公益法人となり増加いたしました。結果、会費のみに頼ら

まちづくり委員会担当理事……………… 増谷 昌則

今年度から委員長を務めさせていただくことになりました。
まちづくり委員会は景観まちづくり、防災まちづくり、
歴史まちづくり、街中（空き家）まちづくり、福祉まちづ
くりの各委員で構成されています。
地域で行われているまちづくり活動に参加し、問題や情
報を共有する事で、各支部で活躍されている方々への情報
提供、人的支援等ができればと思い活動していきたいと思
います。
また、中四国ブロック、全国会議で広島県の活動状況の
報告が求められますので皆様の活動の情報提供よろしく
お願いいたします。

女性委員会担当理事……………………… 長岡みゆき

今年度より理事に選任されました長岡です。女性委員
長という大役を受けることになった矢先、常務理事のお話
をいただきとても大変なことになってしまったと思って
おります。新しい生活様式が求められる中、微力ではあり
ますが、諸先輩方のお力をお借りしながら、会員の皆様の
ご協力をいただきながら、2 年間勤めたいと思います。今
後ともよろしくお願いいたします。

青年委員会担当理事……………………… 長島 周平

この度、青年委員長となりました広島支部の長島です。
青年委員会では 45 歳以下の会員を対象に地域の公益と
なる活動や建築についての学びなどを通して楽しく交流
を深めております。コロナ禍ですが、県として支部毎だけ
ではない青年会員が一堂を会した企画など模索中です。2
か月に一度各地域を持ち回りで定例会や勉強会を開催し
ており、対象の方はお気軽にご参加いただければと思いま
す。一緒に楽しい士会を作っていきましょう！

広島支部担当理事………………………… 香川 寛治

広島市スポーツ協会の香川です。名前の通り、今の仕事
は建築との縁は薄く、今回、建築士会のお手伝いをさせて
いただくことに感慨深いものがあります。

少し建築の世界を離れていたおり、先輩に誘われ、暫く
ぶりに士会の行事に参加させていただくうちに、 やはり
建築の仲間はいいな と今更ながら実感しました。いつで
も仲間が立ち寄れる建築士会となるよう尽力します。ど
うかよろしくお願いします。

福山支部担当理事………………………… 河相 充宏

本年度より、理事を拝命しました。現在 62 歳で、ほぼ高齢
者に入ってます。2 〜 30 年前でしょうか、青年部での活動の
際、本部へは出向いていた記憶がありますが、しばらくは、
ご無沙汰していました。折角の機会をいただいたので、魅力
のある建築士会構築の一助になり、会員増強につながればと
思っています。また、本部の情報を福山の会員へ伝えること
も使命と心得ております。よろしくお願いします。

県北支部担当理事………………………… 竹中 哲成

今年度北部地域選出の理事に就任いたしました。理事に
就任するのは 4 年ぶりのことです。昨年度までは、現会長
の井本氏の下、会員増強推進チームに関わらせていただい
ておりました。現在は、コロナ禍で県北地域会の運営も暗
中模索の状況ですが、広島県建築士会の運営が円滑に行え
る一助になるように協力をしていきたいと思っています。

県北支部担当理事………………………… 廣田 昌治

県北支部の理事を拝命し、併せて支部の事務をお引き受
けすることになりました長岡商事㈱の廣田昌治です。
長岡商事㈱は県北、庄原・三次を中心に建材・住宅設備
の販売やプロパンガス販売、住宅の新築・リフォームを手
掛ける会社です。
私個人は、地元庄原市に帰郷し建築士会に入会して 17
年になります。
思い返せば、その間に、士会に入らないと知り合えない
方々と出会い，士会活動と仕事上でも助けていただいてい
ます。若い建築士の皆様にこの体験を伝え、会員を増強の
一助になればと考えています。

6 年間 ありがとうございました。これからも宜しくお願いいたします。

全国大会旗授与

4

多門亭の保存活動

5

第63回建築士会全国大会広島大会を延期します！
〜令和3年11月20日・21日の開催となります〜
世界中に感染拡大している新型コロナウィルス感染
症の終息は予断を許さない状況にあります。

安全で安心な住まいづくりを
私たちがサポートします！

このため、
「第 63 回建築士会全国大会広島大会」は、
今年度の開催を延期し、令和 3 年 11 月 20（土）
・21 日（日）
に開催することが決定しましたので、お知らせします。

【平和記念公園】

なお、来年度の広島大会の開催概要や宿泊等につきま
しては、令和3年5月号の会誌「建築士」にて改めてご案内
させていただきます。
皆さまにおかれましては、引き続き新型コロナウィルス
感染防止対策を実施され、来年開催の「第 63 回建築士会
【宮島：嚴島神社】
大鳥居保存修理工事：令和 3 年 7 月完了予定

全国大会広島大会」会場で、お元気でお目にかかれます
よう、心よりお待ちしております。

《広島大会イメージ》 ※各種行事は再調整いたします

養老昆虫館（写真：増田彰久）

【大会式典：BMX（アーバンスポーツ）】

【記念対談：養老孟司×藤森照信】

【ひろしままちづくりセッション】

（公社）
広島県建築士会と
（一社）
広島県建築士事務所協会会員をはじめ、
銀行、
電力会社、
弁護士、
会計事務所など、
多くの方々のご賛同をいただき設立した会社です。

株式会社 広島建築住宅センター
業務内容
【エクスカーション：西条酒造施設】

【エクスカーション：鞆の浦】

【エクスカーション：鉄のくじら】

コロナに負けるな！
元気じゃけん！ひろ

しま

主催：（公社）日本建築士会連合会
共催：建築士会中国四国ブロック会
【牡蠣料理】

6

【アナゴ飯】

主管：（公社）広島県建築士会

建築確認・検査

住宅性能評価

フラット35

長期優良住宅

低炭素建築物

住宅かし担保責任保険

省エネ関連業務

すまい給付金サポート

リフォーム評価ナビ

地域型住宅グリーン化事業

ベターリビングリフォーム審査業務

（株）
広島建築住宅センター 本社

福山営業所

〒730-0013 広島市中区八丁堀15-10
TEL（082）228-2220 FAX（082）228-2231
E-mail info@hkjc.co.jp

〒720-0034 福山市若松町8-22
TEL（084）928-3979 FAX（084）928-3974
E-mail fukuyama@hkjc.co.jp

ホームページ http://www.hkjc.co.jp
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CPD 認定プログラム
（7 〜 8 月の広島県内実施分）
日 時

プログラム名

単 位

2020 年 6月 8 日現在

主

催

連絡先

「# カミハチキテル」−アクションファーストからビジョンへ−
紙屋町八丁堀公共空間活用社会実験実行委員会

7／ 9 電気設備保全担当者 基礎講習会 (1 日目 )

5

日本電気協会 中国支部

082−243−4237

7／10 電気設備保全担当者 基礎講習会 (2 日目 )

5

日本電気協会 中国支部

082−243−4237

2020 年 3 月、紙屋町交差点と八丁堀交差点との中間地

充実も図った。ビジネスパーソン中心のこの通りに、A エ

7／16 監理技術者講習

6

広島県建築士会

082−244−6830

点、相生通りの東急ハンズ前バス停で公共空間活用社会実

リアにはコンテナを使った飲食店舗、C エリアにはキッチ

7／22 【第 2 回】労働安全衛生特別教育 ( 低圧電気 ) 講習会 ( 広島会場 )

8

日本電気協会 中国支部

082−243−4237

験「＃カミハチキテル」が実施された。

ンカーによる飲食スペースを設け、日常の食の充実を図っ

8／20 監理技術者講習

6

広島県建築士会

082−244−6830

女性委員会からのお知らせ

女性委員会委員長

長岡みゆき

広島市と広島県が策定した「ひろしま都心活性化プラ

た。また、アフター 5 の新たなスタイルを創るべく、週替

ン」の中で 歩行者や自転車を優先する交通環境の整備

わりでクラフトビールのブルワリーの出店を行った。さ

が謳われており、歩道が整備されているにもかかわらず、

らに、B エリアと C エリアでは、新たな公共空間のあり方

本通りと比較すると歩行者の少ないこの場所が、
「＃カミ

の提案として、ジャズの演奏やアウトドアセミナーなども

ハチキテル」の実践地として白羽の矢が立ったのである。

企画した。

全国各県の女性委員会で作成しています「魅力ある和の
空間ガイドブック」
（WEB 改訂版）を日本建築士会連合会女性

なんのための社会実験か

委員会活動のページに掲載いたしました。

実行委員会の母体となったのは、紙屋町八丁堀エリアマ

我々実行委員会として最も大きな成果の一つは、アク

ネジメント実践勉強会である。その勉強会の対話の中か

ションファーストを実践できたことである。
「# カミハチ

ら、紙屋町地区と八丁堀地区、そして両者をつなぐ相生通

キテル」の主旨に賛同いただいた多く協力企業や公募市民

りを「人のための空間」とするビジョンの仮説がまとまっ

サポーターが加わり、日に日に実施体制が強化された。ま

た。同時に、アクションの 1 つとして ビジョン検証のた

た、沿道店舗や出店者・出演者の皆さんも単に売り上げや

めの社会実験 の必要性の指摘もあり、それが今回の実践

宣伝効果のために参加されるだけではなく、地域の価値

につながった。

を高めるためのご提案などもいただいた。いずれもアク

●魅力ある和の空間ガイドブック WEB 改訂版●

http://www.kenchikushikai.or.jp/torikumi/jyosei-iinkai/
guidebook.html
中国四国ブロックだけでも 35 件が紹介されています。旅に
出る前にワンクリック、調べてみてはいかがでしょうか。

ションファーストを実践した結果、そのアクションに触れ
90×127mm

美味しいけんちく

13

パンケーキがおいしい WILLOWS NURSERY
広島支部

神岡

8

公共空間活用社会実験「＃カミハチキテル」
紙屋町の「カミ」、八丁堀の「ハチ」、いい感じである／
その場に来ているの意味を込めた「キテル」、それらから
「＃カミハチキテル」と命名された。
空間構成は、八丁堀バス停の切込み部分（道路空間上）

千春

にコンテナとウッドデッキ、ロングベンチを設置した A

尾道市向島、サイクリングロード「ブルーライン」沿い―
立花海岸にあるオープンカフェを紹介します。県外移動が
解除された6月下旬の月曜日、お昼過ぎに到着、大きな樫の
木の下でお勧めのパンケーキをいただきました。生地は少
し薄目であっさりタイプ、ココナッツクリームソースの甘さが
引き立ち、何枚でも食べられますよ！全て屋外席で、お願い
すれば目の前の砂浜でも食べる事ができます。ドライブやサ
イクリングの際に是非立ち寄ってみてください。

エリア、民地内空地に新たな客席を設置した B エリア、コ

住所／尾道市向島町立花250−4 TEL 0848−51−7773
営業日／木曜〜月曜日
営業時間／11時〜17時
ココナッツクリームソースパンケーキ 850円

「＃カミハチキテル」を実施して

インパーキングに物資輸送用のパレットや足場板、植栽等
で滞留スペースを作った C エリアの 3 タイプの空間とし、
どのようなアクティビティや関係性が生まれるかを記録
した。それぞれのエリアは、協賛企業から提供された植栽
や資材で構成され、それらは広島県産材の PR や照明器具
のオープンショールームなど、新たな形の広告媒体とし
ても機能していた。ロゴや企業広告は、景観にも配慮し、
目立たせつつも空間に調和させながら社会実験空間に配
置した。
「人のための空間」として欠かせないソフト面の

た人に起こった変化である。
さらに特筆すべきことは、諸事情により、実験名、空間
の仕様、資金繰りなど具体的なことがわずか 2 ヶ月間で決
まったことである。このようなスピード感で実践できた
のは、この社会実験の意義をご理解いただきご協力いただ
いた各団体の皆様のおかげである。
今後は「＃カミハチキテル」でできたつながりを生かし、
実験結果や醸成された勢い、空気感をしっかりビジョンに
反映させていきたいと考える。またアクションファース
トの実践の動きが周辺にも拡散し、相生通り沿道だけでな
く、都心、ひいては広島市全体での地域の価値向上を目指
す動きにつながることを期待したい。
文：紙屋町八丁堀公共空間活用社会実験実行委員会
木原一郎：広島修道大学 国際コミュニティ学部 地域行政学科
中村

聡：広島市都市整備局 都市機能調整部 都心空間づくり担当

山中佑太：一般社団法人地域価値共創センター
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賛助会員紹介

㈱総合資格学院

大成建設㈱

広島支店

賛助会員を紹介します

岸

学院長
〒730-0037

中国電力㈱

中国支店

隆司

吉野雄一郎

支店長

広島市中区中町7-35
和光中町ビル4F
☎082-542-3811

管財部門（建築）

〒730-0041

広島市中区小町2-37
☎082-242-5335

㈱ウッドワン
井本

取締役社長
〒737-0814

健一

代表取締役社長

呉市山手1-1-33
☎0823-23-2506

〒738-8502

https://imoto-build.jp/

大之木建設㈱
〒737-8502

〒550-0003

知哉

㈱ KI works
〒733-0815

〒532-0011

〒730-0042

町

隆行

安芸郡坂町平成ヶ浜1-1-1
☎082-820-1512

代表取締役

広島市中区国泰寺町1-8-30
☎082-243-2751

中国エリアをすっぽりカバーしています

〒730-0012

杉田

輝征

広島市中区上八丁堀7-5
☎082-228-2345

http://www.saburosugita.com/

濱本

代表取締役
〒731-0135

〒733-0012

敏則

広島市西区中広町2-14-21
☎082-532-3067

ケイミュー㈱

代表取締役
〒730-0036

長

辻本

〒730-0037

恵一

広島市中区中町7-1
☎082-245-0354

〒730-0013

佐東

政明

広島市中区八丁堀15-8-6F
☎082-836-3300

https://www/jesupport.jp

日建学院広島校
代表取締役
〒730-0016

仲西

毅

広島市中区幟町14-11
ウイング八丁堀ビル8F
☎082-223-2751

http://www.ksknet.co.jp/

〒734-0014

代表取締役社長

広島市南区宇品西4-1-36
☎0570-03-7771

〒730-0042

和司

〒730-0013

〒733-0821

向井

芳典

〒722-0037

清志

尾道市西御所町6-15
☎0848-23-5300

http://motohiro-arc.com

桟敷

〒733-0841

家庭用エネルギー営業部長

長

柴萩

裕一

広島市南区皆実町2-7-1
☎082-252-3020

代表取締役社長
〒730-0013

宮地

正人

広島市中区八丁堀
15-10-3F
☎082-228-2220

http://www.hkjc.co.jp

㈱ミヤジ

多田

〒733-0035

広島市西区井口明神
1-14-43
☎082-270-3700

http://www.panekyo.or.jp

http://www.hiroshima-gas.co.jp

所

重和

㈱広島建築住宅センター

家庭用エネルギー営業部

広島営業所

広島市西区庚午北2-16-4
☎082-500-8391

元廣

営業所長

丸大食品㈱

https://www.marimohouse.co.jp/

代表取締役

敏彦

広島ガス㈱

http://www.jutakuhosho.com

代表取締役

西日本支所広島営業所

広島市中区八丁堀14-4-3F
☎082-211-5500

〒734-8555

広島市西区観音新町1-7-24
☎082-233-5600

http://www.nagasakitoso.co.jp

http://www.j-eri.co.jp

広島市中区国泰寺町1-3-32
☎082-545-5607

㈱マリモハウス

〒733-0036

邦彦

日本住宅パネル工業㈿

新上

支店長

長崎

代表取締役

広島支店

毅

広島市中区小町4-33
☎082-544-2519

http://www.energia.co.jp

http://www.toto.co.jp/

広島市中区袋町6-14
☎082-248-2501

竹原

徹

日本 ERI ㈱

㈲元廣建築設計事務所

㈱セイブコーポレーション

田中

支社長

http://www.naganuma.co.jp

http://www.kmew.co.jp/

代表取締役

長沼

〒730-8701

倫範

㈱長崎塗装店

中国支社

広島市安佐南区長束
4-16-2
☎082-238-1511

ハウスプラス中国住宅保証㈱

広島営業所

TOTO ㈱

http://www.ts-h.co.jp

http://kiyouyama.jp

所

利寿

㈱長沼電業社

三田

代表取締役

http://www.town.saka.lg.jp

㈱杉田三郎建築設計事務所
亮雄

江田島市大柿町大原505
☎0823-43-1647

㈱ジェイ・イー・サポート

吉田

長

〒731-4393

http://www.shinhiro-sekkei.co.jp
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大阪市淀川区西中島7-5-25
新大阪ドイビル6F
☎06-6838-3080

建設部産業建設課

耕三

周作

㈱ティーエス・ハマモト

http://www.city.etajima.hiroshima.jp

http://www.graphisoft.co.jp/

広島市西区己斐上2-69-16
☎082-881-1321

錦織

明岳

〒737-2297

広島市南区東雲本町
2-15-7
☎082-282-1461

ベンツェ コバーチ

代表取締役社長

http://www.kiworks.info

代表取締役

昭文

坂町役場

㈱新広島設計

長

http://www.kishikogyo.co.jp

大阪市西区京町堀
1-12-20
☎06-6445-6700

井手口

岸

〒734-0023

https://www.kumalift.co.jp

代表取締役

廿日市市木材港南1-1
☎050-9000-3330

グラフィソフトジャパン㈱

クマリフト㈱

市

㈲キヨウヤマ

代表取締役

呉市中央3-12-4
☎0823-26-1523

熊谷

祐昌

https://www.woodone.co.jp/

http://www.onoki.co.jp

代表取締役

中本

岸工業㈱

大之木 洋之介

代表取締役社長

江田島市都市整備課

河野

長

http://www.taisei.co.jp

http://www.shikaku.co.jp

井本建設㈱

部

隆史

広島市西区南観音6-11-32
☎082-293-2111

http://www.marudai.jp/corporate/

代表取締役社長
〒722-0051

宮地

宏治

尾道市東尾道9-10
☎0848-20-2111

http://www.e-miyaji.com

㈱夢ハウス
取締役社長
〒957-0122

片桐

教夫

北蒲原郡聖籠町大字三賀
288
☎0254-21-5511

https://www.yume-h.com/

広島本店：広島市中区国泰寺町 1-3-32 国泰寺ビル 1 階
TEL：082-545-5607 FAX：082-545-5608
広島北支店：広島市安佐南区西原 6-9-40-7 TEL：082-832-3310 FAX：082-875-4330
福山支店：福山市西深津町 1-10-1 TEL：084-973-9143 FAX：084-973-9146
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