
1

大分県建築士会　大分支部

差出人: 大分県建築士会大分支部 <info2@oita-shikai.or.jp>
送信日時: 2022年5月31日火曜日 10:37
宛先: info2@oita-shikai.or.jp
件名: ★事務局ニュース★No.97

 

大分県建築士会大分支部メールマガジン令和４年5月31日発行第97号 

  
 

 

  

 

 

    

 

 案内  「新型コロナウイルス感染症関連情報」について  

 

  

連合会のHPに「新型コロナウイルス感染症関連情報」が掲載されています。 

ご覧ください。 

内容は順次更新されております。最新の情報をご確認ください 

http://www.kenchikushikai.or.jp/torikumi/news/2020/2020-00-00.html 

【内容】 

 １．各種講習会に関する情報 

 ２．建築士試験・建築士制度に関する情報 

 ３．各団体等への要請等に関する情報 

 ４．新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応 

 ５．関連情報 

 

※大分県の新型コロナウイルスに関するお知らせは、以下をご覧ください。 

      https://www.pref.oita.jp/site/covid19-oita/ 
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※大分市の新型コロナウイルス感染症特設ページは、以下をご覧ください。 

      https://www.city.oita.oita.jp/o029/coronavirus.html   

 

  

 

 案内  「本部 総会及び永年会員表彰式・懇親会」の開催について  

 

  

 

 本部総会及び永年会員表彰式・懇親会を下記により開催します。 

        記 

【総会】 

    日時：令和４年６月10日（金）14時30分～ 

    場所：コンパルホール多目的ホール 

    議事：①令和３年度事業の報告 

       ②令和３年度決算の承認 

       ③令和４年度事業計画及び収支予算の報告 

       ④役員改選について 

       ⑤その他 

【永年会員表彰式・懇親会】 

    日時：総会終了後 18時～（予定） 

    場所：大分センチュリーホテル  

 

  

 

 案内  九州ブロック研究集会「建築士の集い」長崎大会について  

 

  

 「建築士の集い」長崎大会が下記のとおり開催されますので、お知らせ 

  します。 

                  記 

  開 催 日：令和４年６月25日（土） 受付    11時～12時 

                    研究集会  12時～17時 

                    意見交換会 19時～21時 
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  大会テーマ：「長崎今昔物語」 

  会   場： ○研究集会 出島メッセ長崎 101会議室 

          〒850-0058 長崎市尾上町4-1  電話 095-801-0530 

         ○意見交換会 長崎出島ワーフ 

          〒850-0058 長崎市出島町1-1-109  

          電話 095-828-3939 

   

  ※申込期限は５月19日（木）となっておりました。 

   なお、本県建築士会を代表して、大分支部青年部の市野瀬康平さんと、 

   野口浩平さんが「団地の中心でつながりを生む」と題して、地域実践 

   活動の発表を行います。  

 

  

 

 案内  「既存住宅状況調査技術者講習（新規・更新講習）」のご案内  

 

  

 改正宅建業法の重要事項説明の既存住宅状況調査をするには、この講習を 

 修了し、登録されることが必要です。 

【新年度の開催日程について】 

 令和４年度の「既存住宅状況調査技術者講習（新規・更新）の開催日程は 

 （公社）日本建築士会連合会のHPに掲載されています。 

 以下開催予定の日程をお知らせします。 

 〇新規講習 

  日 程：令和4年10月 5日（水） 

 〇更新講習（年2回開催） 

  日程➀：令和4年11月11日（金） 

  日程➁：令和5年  1月26日（木） 

 

【オンライン学習（新規講習・更新講習）のご案内】 

  インターネット環境の整ったご自宅のパソコンや職場のパソコンにて 

  受講可能です。修了考査の解答までオンラインで完結します。 
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※申込方法等詳細は、(公社)日本建築士会連合会のＨＰをご覧ください。  

 

  

 

 案内  「建築士定期講習」について   

 

  

 

【開催日程について】 

 ・令和４年６月21日（火）実施分 定員に達した為受付終了 

  （受付窓口）事務所協会  会場 大分職業訓練センター 

 ・令和４年９月14日（水）実施分 受付中～定員次第 

  （受付窓口）事務所協会  会場 大分職業訓練センター 

 ・令和４年12月13日（火）実施分 ９月15日受付～定員次第 

  （受付窓口）建築士会   会場 大分職業訓練センター 

 ・令和５年３月15日（水）実施分 12月14日～定員次第 

  （受付窓口）建築士会   会場 大分職業訓練センター 

  

 ★申込については、窓口申込の他、郵送での申込を受付ています。 

 ★令和４年度の受講対象者には4月上旬に（公財）建築技術教育普及 

  センターより「プレ印字版」の受講申込書がご自宅宛てに送付されて 

  います。（前回３年前の講習を、（公財）建築技術教育普及センター 

  で受講した方のみ） 

 ★WEB申込、申込書のダウンロードについては、（公財）建築技術教育 

  普及センターのホームページをご覧ください。 

  https://www.jaeic.or.jp/koshuannai/teikikoshu/kteiki/index.html 

  ★（公財）建築技術教育普及センターでは、講義から修了考査まで全て 

   をオンラインで完結する「オンライン講習」も実施しています。 

   詳細は、こちらをご覧ください。 

  オンライン講習(WEB講義＋WEB修了考査) 建築技術教育普及センター 

  ホームページ (jaeic.or.jp)   
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 案内 「監理技術者講習」について （監理技術者以外の方も受講可能）  

 

  

 

 大分県建築士会では毎月建築工事の事例を多く採りあげた内容で「監理技術者

講習」を開催しています。特に、一級建築士、1級建築施工管理技士、1級電気工

事施工管理技士、1級管工事施工管理技士等の「建築工事の分野で活躍されてい

る監理技術者」にとりましては、実務に役立つ充実した内容のテキストを使用して

講義を行います。講習会日程は下記のとおりです。ＣＰＤ６単位が付与されます。 

 なお、監理技術者以外の建築士や技術者の方も受講可能です。日頃の工事監

理業務に役立ちますので、是非ご受講ください。  

 ＜講習会日程＞                                          

  令和４年  ６月  8日(水)  ７月13日(水)   ８月10日(水) 

        ９月14日(水) 10月12日(水) 11月 ９日(水) 

       12月14日(水) 

  令和５年  １月11日(水) ２月８日(水) ３月８日(水)  

 ※日程は、日本建築士会連合会HPにも掲載されております。 

    ○時 間：8：50～16：40 〔 受付8：30開始 〕 

  ※8:45～8:50の5分間に講習の運営説明があります。 

  ○会 場：（公社）大分県建築士会会議室 

  ○形 式：DVD講習 

  ○定 員：各回３名程度 

  ○受講料：WEB申込 9,500円／窓口・郵送申込 10,000円   

※受講申し込みは日本建築士会連合会HPよりお申込ください。  

 

  

 

 案内 「建築士法による重要事項説明のポイント」(第4版)ご案内に 

     ついて  

 

  

 ○ 標記図書の第４版が発行されましたのでご案内いたします。 

 １．発行日 令和３年11月24日 
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 ２．改訂内容 

  １）令和３年９月１日施行の建築士法等の改正に対応 

    法改正された部分の修正、法改正の内容を追記、新旧対照表の掲載 

  ２）ITによる重要事項説明への対応 

    ITによる重要事項説明の内容を追記、ITによる重要事項説明の実施 

    マニュアルを掲載 

  ３）四会推奨「重要事項説明書様式」の改訂 

    押印、書面に係る制度が見直されたことをうけ、四会推奨「重要 

    事項説明書様式」の説明をした建築士、説明を受けた建築主の 

    押印欄を削除。 

 ３．販売価格 

    定価   1,540円（税込） 

    会員価格 1,386円（税込） 

    ＊ページ数の増加に伴い、定価が引き上げられました。 

 ４．体裁 

    A4版 126ページ 

 ○申込は、事務局までご連絡ください。  

     電話 097-532-6607  メール info@oita-shikai.or.jp  

 

  

 

 案内  「各種契約書類及び契約約款」の改正版の発刊について  

 

  

連合会発行「会報 建築士」令和３年９月号に契約約款の特集記事が 

掲載されております。 

 

民法等の改正を踏まえた以下の改正版（令和２年４月改正）が 

 発刊されました。  

 ○「四会連合協定 設計・監理業務委託契約書類」 

   ・一般価格 1,320円（税込） 

   ・会員価格  990円（ 〃  ） 
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 ○「四会連合協定 小規模向け設計・監理業務委託契約書類」 

   ・一般価格 1,100円（税込） 

   ・会員価格  880円（ 〃  ） 

 ○「民間連合協定 工事請負等契約約款契約書関係書式」 

   ・一般価格  930円（税込） 

   ・会員価格  837円（ 〃  ） 

 ○「小規模建築物・設計施工一括用工事請負等契約約款契約書関係書式」 

   ・一般価格  900円（税込） 

   ・会員価格  809円（ 〃  ） 

 ○「民間連合協定 マンション修繕工事請負契約約款契約書関係書式」 

   ・一般価格  930円（税込） 

   ・会員価格  837円（ 〃  ） 

 ○「民間連合協定 リフォーム工事請負契約書類（書式・約款）」 

   ・一般価格  580円（税込） 

   ・会員価格  522円（ 〃  ） 

 ○ 改正日   令和２年４月１日 

 【図書問合せ先】士会事務局まで 電話 097-532-6607  

 

  

 

 案内  「建築士 6月号」について  

 

  

【主な記事の目次を掲載します。】 

 ○特集     福島―ふるさとを耕す     

 ○この人に聞く 浮世絵と地形・水脈で解く画期的な近代化論 

         竹松 公太郎 氏 作家 

                  日本水フォーラム代表理事               

 ○CPD講座   設計図書整合性向上ガイドブックの解説 第5回 

         建築物と内装のデザインの意匠権 第4回          

 ○連載コラム  建築施工におけるBIMを考える  第5回 
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 ○NewsClip      総人口、最大の落ち込み 

         異形棒鋼、H型鋼、鉄スクラップの価格が急激に上昇 

         2021年度の建設業倒産状況 ほか        

 

  

 

 案内  「まちづくり・建築よろず相談会」の開催について  

 

  

■本年度の公益事業として、大分市まちなみ企画課と大分支部の協働により、 

 下記のとおり「相談会」を開催いたします。 

          記 

  場所：Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分「まちづくり情報プラザ」 

  日時：原則毎月第３木曜日 10時～12時 13時～15時 

     ・６月開催 ６月16日（木） 

     ・７月開催 ７月21日（木） 

  相談員：○まちづくり相談～大分市職員 １～2名/回 

      ○建築よろず相談～大分支部会員 ２名/回 

  

 ※大分市住宅課の「空き家相談会」も同時に開催されます。  

 

 

  

■また、県内一斉に各支部で「県内一斉よろず建築相談会」を「建築士の日」 

 の記念事業として開催いたします。 

          記 

  場所：Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分「まちづくり情報プラザ」 

  日時：6月26日 日曜日 10時～16時 

  相談員：建築よろず相談～大分支部会員 ２名 

  

 ※「建築士の日（7月1日）」は1987年（昭和62年）に日本建築士連合会 

   が制定。 
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   1950年（昭和25年）のこの日、「建築士法」が施行されました。 

   この日を記念して、全国各地で記念事業を開催するもので、大分県建築 

   士会は、県内一斉に各支部で「県内一斉よろず建築相談会」を開催しま 

   す。  

 

  

 

 案内  「しきどP：ベンチ塗替えワークショップ」について  

 

  

 

 しきどプロジェクトの一環として、「ベンチ塗替えワークショップ」を 

 下記のとおり開催します。 

         記 

  場所：敷戸名店街ビル1階 しきどベース（旧橋本新聞店） 

  日時：6月18日 土曜日 9時30分～11時 

 

  ※チラシがありますので、こちらをご覧ください。  

 

  

 

 案内  「第6回 しきど青空マルシェ」への参加について  

 

  

 大分支部青年部まちづくり班が7月９日（土）に敷戸名店街広場で開催 

   されます、「第６回しきど青空マルシェ」へ参加します。 

 大分大学理工学部柴田研究室、県住宅公社、敷戸団地名店街、NPO法人 

 小さな手と協力し、昨年11月に開催されました第5回には、 

   ①「よみがえる敷戸の記憶 パネル展」 

   ②「木製スマホスタンドのDIY工作」 

   ③「ガーランドの作成、展示」 

   ④「竹のバッタづくり」を催し、大変好評でした。 

 今年度の企画も現在検討中です。みんなが主役の地域共生社会実現のため、 

 建築士として、建築士会大分支部まちづくり班としての活動のさらなる可能 
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 性をこの企画をとおして探って行きます。 

 会員の皆様も、是非参加いただき一緒に楽しみましょう。  

 詳細は、改めてお知らせします。  

 

  

 

 報告  「令和4年度大分支部通常総会」について  

 

  

 

 令和４年４月28日（木）に、Ｊ：ＣＯＭホルトホールにおいて令和４年度 

 大分支部通常総会が開催されました。 

 総会に先立ち、熊本県建築士会所属の黒岩裕樹氏により「構造家・黒岩裕 

 樹の営み」のレクチャーがありました。 

 その後、下記の議案をご審議いただき、いずれもご承認をいただきました。 

             記 

  第1号議案 令和３年度事業報告及び収支決算の承認について 

        会計報告 

  第2号議案 令和４年度事業計画(案)及び収支予算(案)の決定について 

  第3号議案 支部役員等の選任と本部理事候補者の推薦について 

   

  ※総会次第はこちらを、議事概要はこちらをご覧ください。   

 

 

 

 

 

 

 報告   「アートプラザと大分支部連携事業」について  
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■アートブラザとの連携事業として、「折り紙建築ワークショップ」が、5月 

 21日（土）10時から開催されました。 

 小学生14名とその保護者が参加し、青年部造形班の指導の下、アートプラ 

 ザの制作に挑戦してもらいました。 

 楽しく会話しながら製作する親子や、黙々と製作し、用意した由布院駅や 

 岩田学園等いくつも製作する子もいました。  

 

 

 

 

 

 

■また、同日14時から「磯崎建築を学ぶ講座」が開催されました。 

 高校生18名と引率の先生3名、一般2名が参加し、青年部造形班による磯崎 

 新のプロフィールや、プロジェクターによる作品解説があり、その後、アー 

 トプラザの外部～内部を解説を交えながら、見学をしました。  
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 報告  「しきどP：プロジェクト」について  

 

  

 

 しきどプロジェクトの一環として、「コンセント設置ワークショップ」が、 

 5月21日（土）9時から開催されました。 

 青年部まちづくり班はじめ、敷戸地区の親子や大学生が参加し、コンセント 

 配管工事のドリル削孔、ビス止めをワークショップとしておこないました。 

 作業途中で、電気工事士からの作業ポイント等の解説もあり、電気工事の基 

 礎的な事を学びました。 

 

 次回開催は、6月18日（土）に、「ベンチ塗替えワークショップ」を開 

 催予定です。（本号「案内」に掲載）  
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※いずれの行事も、新型コロナウイルス感染及び拡大防止の観点から中止や延期の 

 場合があります。 

６月 

 ●  ８日（水） 監理技術者講習 ＠事務局会議室 

 ● １０日（金） 本部通常総会、理事会、永年会員表彰式ほか 

          ＠コンパルホール・大分センチュリーホテル 

 ● １６日（木） 大分支部「建築よろず相談会」 ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

 ● １８日（土） 建築相談員養成セミナー ＠コンパルホール 

 ● ２１日（火） 建築士定期講習(協会) ＠大分職業訓練センター 

 ● ２５日（土） 建築士の集い 長崎大会 ＠長崎市 

 ● ２６日（日） 建築士の日 県内一斉建築相談会  

          大分支部「建築よろず相談会」＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

７月 

 ●  ３日（日） 二級建築士学科試験 ＠県立芸術文化短期大学 

 ●  ９日（土） 第6回しきど青空マルシェ ＠敷戸名店街広場 

 ● １３日（水） 監理技術者講習 ＠事務局会議室 

 ● ２１日（木） 大分支部「建築よろず相談会」 ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

 ● ２３日（土） 柞原八幡宮清掃活動 ＠柞原八幡宮 

 ● ２４日（日） 一級・木造建築士学科試験 ＠県立芸術文化短期大学 

 ● ２９日（日） 支部長・事務局・委員長会議 ＠コンパルホール 

８月 

 ● １０日（水） 監理技術者講習 ＠事務局会議室 

 ● ２１日（日） 大分市空き家相談会 ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

９月 

 ● １１日（日） 二級建築士設計製図試験 ＠県立芸術文化短期大学 

 ● １４日（水） 監理技術者講習 ＠事務局会議室 

          建築士定期講習（協会） ＠大分職業訓練センター 

 ● ２０日（火） 柞原八幡宮お神輿手伝い ＠柞原八幡宮 

 

  

 

 大分支部 賛助会員一覧   
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・日本製鉄(株)九州製鉄所・(株)佐伯建設・梅林建設(株)・平倉建設(株) 

・東九州設計工務(株) ・後藤建設(株) ・鬼塚電気工事(株) ・協栄工業(株) 

・日本暖房鉄工(株) ・(有)中山建材店 ・野内硝子(株) ・(株)三高産業 

・(株)総合資格大分支店 ・(株)江藤建設工業 ・(株)建築資料研究社大分支店  

・(株)飯田建築設計事務所 ・(有)佐藤建築設計事務所 ・(株)熊野建設 

・柴田建設(株) ・(株)平和建設 ・東洋建販(株) ・(株)大分電設  

・柳井電気工業(株) ・(株)エンワ ・庄司工業(有) ・(株)古城  

・オリエント産業(株)大分支店 ・ＹＫＫＡＰ(株)大分支店 ・(株)栄工社  

・(株)松村硝子店 ・(株)テノックス九州大分出張所 ・(株)大分住宅研究室 

・豊國建設(株) ・新日本法規出版(株) ・日本加除出版(株) ・新成建設(株) 

・(株)ピーエス三菱 九州支店 ・積水ハウス(株)大分支店 

・（株）シーピーユー九州支店 ・大分県インテリアコーディネーター協会 

・個人会員  岡本様・佐藤様・(株)清電社７名・（株）安部電業社１名 

       山下様 

※順不同 

  賛助会員とは、士会定款第6条第4項に「個人又は団体で本会の事業を賛助 

  するものとする。」と定められた会員の方です。 

  本会の活動の趣旨に賛成して、助力をいただいております。 

  法人会員の住所等は、 こちら をご覧ください。  

 

  

 

 mini 歴史散歩   今月はお休みです  

 

  

 

 

 

 

皆さまにおかれましては、行動制限のない連休を如何お過ごしでしたか？ 

前号でもお知らせがありましたが、長年「事務局ニュース」の編集をされていた安 
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倍さんが、４月末を持ちまして、退職されました。５年の長きにわたりお疲れ様で 

した。本当にありがとうございました。 

安倍さんには、支部青年部の相談役として、今後とも建築士会に関わっていただく 

事となりました。変わらずのご指導・助言をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

   

 

さて、今月号より阿南が担当する事となりました。よろしくお願いいたします。 

職域も年齢も異なる建築士が集い「人とともに、暮らしとともに、地域と共に」の 

スローガンのもと、公益事業を主体とした活動をされる会員の皆様方のささやかな 

お手伝いができればと思います。 

私は、これと言った趣味もなく、ネタの引き出しもありません。前号まで紹介され 

た「今月の映画」等も、楽しみにされていた方も多いと思いますが、残念ながら紹 

介できません。そこで、会員の皆様方にお願いです。親しみのある「事務局ニュー 

ス」づくりのため、話題提供、ご意見、ご感想等をお寄せください。お待ちしてい 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

大分県建築士会大分支部メールマガジン 令和４年5月31日発行 第97号 

事務局：〒870-0045 大分市城崎町1丁目3番31号 富士火災大分ビル3階 

TEL：097-532-6607 FAX：097-532-6635 
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