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令和元年度 広島県ヘリテージ協議会の活動について

令和元年度の各地域部会の活動について各部会長に紹介してもらいます
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令和になって最初の広島県ヘリテージ協議会総会が、6
月25日（火）にホテルセンチュリー 21広島で開催されま
した。出席者は25名で、平成30年度の事業報告と決算、
令和元年度の事業計画と予算、及び協議会の運営などが承
認されました。
平成30年度の地域部会の活動が各地域部会から報告さ
れるとともに、協議会会員の保井様から宮島伝建地区の調
査報告を発表していただき、閉会となりました。

広島地域部会 酒井　俊壮 部会長
会員数　75名
●地域文化的建物の現状を知る。
●各員相互間の親睦を深める。
●各員に情報提供し、知識を広める。

尾道地域部会 半田　敦之 部会長

呉地域部会 橋田　勇人 部会長 県北地域部会 樫原　節男 部会長

東広島地域部会 岡田　文夫 部会長 福山地域部会 徳岡　旭 部会長

三原地域部会 來山　伸彦 部会長
会員数　5名
●地域部会会議「真田家住宅、酔心山根本店について」
●真田家住宅の国登録有形文化財申請作業、「申請書、所見、写真、申請図面の作成と文化庁への申請」
●酔心山根本店事務所調査作図、申請作業

会員数　19名
●昨年度同様、案件があれば協力する。
（H30 年度活動：尾道市よりの委託業
務として録文化財候補建造物調査業
務（向商店）を行いました。

会員数　10名
●ヤマモトロックマシン旧自治寮関係
（国登録有形文化財）
●庄原市内の文化財見学会開催（庄原
市教育委員会文化財係、庄原市観光
協会と連携）
●東城市街地魅力ある街道づくり事業
推進の手伝い

会員数　17名
●歴史的建造物等に係る見学会・講習会・
勉強会の開催
●各地の先進事例の調査
●地域内に現存する歴史的建造物等の調査
●歴史的建造物の活用・保全に関する検討
●本部事業への参加・協力及び他地域部会
との交流や共同事業の検討・実施など
●保存修理への県産財の活用検討

会員数　32名
●年複数回の定例会の実施
●各種勉強会開催（現場研修等）
●行政との連携強化
●各地域で活動する民間のまちなみ保
存団体、研究会との連携強化

会員数　17名
●活動報告会の開催
●地域の情報交換、勉強会の開催
●講習会、研修会、見学会の開催
●東広島市西条地区伝統的建造物群保
存対策調査にかかる調査への参加

公益社団法人

広島県建築士会

建築士

201910

146No.

/

MONTHLY IROSHIMA



指定確認検査機関（中国地方整備局長指定第1号）登録住宅性能評価機関（中国地方整備局長登録第5号）登録省エネ判定機関（中国地方整備局長登録第3号）

中国エリアをすっぽりカバーしています中国エリアをすっぽりカバーしています

ハウスプラス中国は

安全、安心をサポートします。
迅速、的確な審査で、皆様の建物の
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東広島支部
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エクスカーション（地域交流見学会）は、全国の建築士
会会員と地域の有名建築物などを共に見学しながら会員
相互の交流を図る事業であり、全国大会の主要な行事の一
つとなっています。
広島大会では、会場から1時間圏の福山支部、尾道支部、

東広島支部、呉支部の参加を得て、県内7つの見学コース
を計画しています。
広島での全国大会は、第10回に開催されて以来、第63

回の広島大会まで半世紀以上も経過しており準備に参加
した経験者はほとんどいません。従って手探り状態では
ありますが、各支部とも故郷のすばらしさを全国に伝えよ
うと熱意をもって準備作業に取り組んでいます。

全国大会の常連者から、エクスカーションの企画内容
によって、大会者数にも影響するとの話も伺っており、プ
レッシャーを感じながらも沢山の会員の皆さんに参加し
て頂けるような魅力のあるエクスカーションにするため
一同、意気に燃えて取り組んでいます。
また、準備作業においては、エクスカーションという建

築士の興味のある見学コースを検討していく中で、地域の
新しい発見や故郷の魅力を再認識するなど楽しいことも
沢山あります。
現在のメンバー数は、総勢15名程度ですが、今後、実施

に向けて現地での協力スタッフや地元会員のエクスカー
ションへの参加への募集などによって多くの建築士会会
員を募集していくことにしています。
会員の皆さんのなかで興味をお持ちの方の参加をお待

ちしています。

第63回建築士会全国大会
広島大会実行委員会の活動紹介－2
　－エクスカーション部会－

CPD認定プログラム（10～11月の広島県内実施分） 2019年9月11日現在

日  時 プログラム名 単  位 主　催 連絡先
10／12 令和元年度 広島県ヘリテージマネージャー養成講習会④ 6 広島県建築士会 082－244－6830
10／16 イメージ分析を活用したデザイン計画論～物件イメージに合う形状と素材の選び方～ 2 株式会社サンゲツ インテリア事業本部 プロモーション課 052－564－3310
10／16 イメージ分析を活用したデザイン計画論～物件イメージに合う形状と素材の選び方～ 2 株式会社サンゲツ インテリア事業本部 プロモーション課 052－564－3310
10／23 一級／二級／木造建築士定期講習（6D－02） 6 広島県建築士会 082－244－6830
10／25 令和元年度けんちく講演会「建築物の省エネルギ－性能評価・表示の導入に向けて」 2 広島県建築士会呉地区支部 0823－25－0230
10／26 令和元年度 広島県ヘリテージマネージャー養成講習会⑤ 6 広島県建築士会 082－244－6830

10／29 中国地方建設技術開発交流会（広島県会場） 5 中国地方建設技術開発交流会 実行委員会
（事務局 国土交通省中国技術事務所） 082－822－2340

10／29 第6回「建築構造用鋼材と利用技術セミナー」 3 日本鉄鋼連盟 03－3669－4815
10／30 事例でわかる！工事成績アップの最新技術とその活用 6 インターウェーブ 099－812－0677
11／ ６ 一級／二級／木造建築士定期講習（6D－03） 6 広島県建築士会 082－244－6830
11／14 監理技術者講習 6 広島県建築士会 082－244－6830
11／16 令和元年度 広島県ヘリテージマネージャー養成講習会⑥ 6 広島県建築士会 082－244－6830

ぷろじぇくと
PROJECT NEWS

ニュース

今年も、いよいよ「酒まつり」の季節が近づいてきました。
街なかで、お酒が堂々と飲めるということで、お酒を愛

する方々には、幸せを感じる祭りではないでしょうか。
東広島支部は毎年恒例で酒まつりの初日に「漆喰手形イ

ベント」を、お越しいただく皆様と楽しみながら、和気あい
あいと行っております。

必ず楽しい時間になると思いますので、酒まつりにお越
しの際は、酒蔵だけでなく、支部のイベント会場にも是非、
お立ち寄りください。
■開催日時：10月12日㈯10時～15時
■開催場所：東広島市西条西本町9-3
西条駅南口ロータリーから
最初の交差点を、西方面に
まっすぐ直進（西国街道に
なります）し、400mくらい
のところです！

安全で安心な住まいづくりをサポートします。
◆
◆
◆
◆
◆

建築確認・検査
住宅性能評価
フラット35適合証明
長期優良住宅技術審査
低炭素建築物技術審査

◆
◆
◆
◆
◆
◆

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申請窓口
ベターリビングリフォーム審査業務

指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関

URL:http://www.hkjc.co.jp

本社

営業所

〒730-0013  広島市中区八丁堀15-10
TEL（082）228-2220  FAX（082）228-2231
〒720-0034  福山市若松町8-22
TEL（084）928-3979  FAX（084）928-3974

株式会社 広島建築住宅センター
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表紙写真について
Ｎ邸

●設計監理／株式会社小西建築設計事務所

●施 工／株式会社未来建築

●所 在 地／広島県尾道市

●用 途／住宅

●構造規模／鉄骨造平屋建て

●敷地面積／276㎡

●建築面積／99㎡

●延床面積／90㎡

●竣 工／2019年6月

御施主さんが子供の頃に遊んだ思い出のある海と離れ小島を一望できる

一戸建て住宅。目の前には瀬戸内海、裏手にはみかん畑が広がり、自然豊かな

土地である。

一方で浸水、土砂崩れ等、昨今多くみられる自然災害の危険もある中で、

床を高くして波返しを付け、風が抜けるよう海側の庇を低くし、斜面側の外壁は

RC造の壁を設けて被害を抑えるデザインとした。

夫婦二人で過ごすため、コンパクトな平屋建てとし、将来車椅子にも対応

できるようにスロープを設け、ゆったりと生活ができる間取りとし、友人や

家族で海を見ながらくつろいで過ごすことのできる空間とした。


