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                   ＠襟江亭の開催 

  ➍ 建築物グリーン化促進事業 第２回ネットワーク会議の開催 

  ➎ まちづくり・建築よろず相談会の開催 

  ❻ 建築模型製作体験の開催 

  ➐ 令和４年度 第３回本部理事会の開催 

             

 案内   

  ➀ 今後のイベント 

    ★➊．建築物グリーン化促進事業「第２回技術者向け研修」の開催  

    ★➋．しきどベース棚作成ワークショップの開催 ＠しきどベース  

    ★➌．おりがみ教室の開催   ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

    ★➍．罹災証明に必要な住家の被害認定調査研修会の開催 ＠竹田市 

  ➁ 定期スケジュール 

    ☆➀．監理技術者講習の開催 

    ☆➁．建築士定期講習の開催 

    ☆➂．既存住宅状況調査技術者講習（新規・更新講習）の開催 

    ☆➃．まちづくり・建築よろず相談会の開催 

  ➂ 連合会からのご案内 

    ▲１．新型コロナウイルス感染症関連情報 

    ▲２．建築士賠償責任補償制度（けんばい） 

    ▲３．民間（七会）連合協定工事請負契約約款の改正 

    ▲４．NEW！ 民間（七会）連合協定 小規模建築物工事約款、 

        マンション修繕工事約款、 

        リフォーム工事約款の改正について（お知らせ） 

     ▲５．免状型の一級建築士登録証明書の発行 



3

 

  ➃ 図書・書式のご案内 

    ▲１．建築士法による重要事項説明のポイント（第4版）の発刊 

    ▲２．各種契約書類及び契約約款（改正版）の発刊  

 

 NEW！ まっちゃんの伝建地区を巡る旅   

      ➊ プロローグ 

 NEW！ ザキヤマさんの秘境奇行   

      ➊ 桃源郷 上木場（かみこば）集落跡へ 

 NEW！ 交流ひろば   

      ● 小林優加さん（建築士会事務局職員）の 新任ご挨拶 

      ● 私のほっと、Hotタイム  「木工」 

        江藤邦雄さん（一級建築士事務所 木の花工舎） 

  掲 示 板    

  大分支部青年部「班員の募集」について   

  大分支部 賛助会員一覧    

   ➡事務局よりお知らせ    

 

  

 

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽  

 

  

 

 必見➊！会員増強特別期間について「先ず、誘う声掛け」から始めましょう‼  

 

  

先日の大分支部「第２回常議委員会」および「第３回理事会」でも決議されましたが、例年

どおり１月から３月末までを、「会員増強特別期間」と位置付けて、新規建築士及び非会員

の建築士会入会を集中的に実施します。 

「先ず、誘う声掛け」から始めましょう‼ 会員増強のため皆さんの周りにいる建築士等の

方に、入会のお声がけをお願いします。会員の皆さんの絶大なるご協力をお願いします。 

 

【参考：特別期間中の新規入会者の特典等】 

○特別期間  令和５年１月～３月末 
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○入会者特典 特典① 新規入会金の免除 

       特典② 入会から3月まで会費の免除 

       特典③ 大分支部で特典企画＝入会後の新規会員補助対応 

          ・青年部新規入会会員交流会 

                    参加補助 3,500円/既会員補助なし 

          ・九州建築士の集い 参加補助 3,000円/既会員1,000円 

          ・県内建築女子会  参加補助 3,000円/既会員2,000円 

 ○支部特典  特典④ 入会者1名につき支部活動費3,000円の助成  

 

 

 

 

勧誘用パンフレットです。（事

務局にありますので、 

   ご活用ください。） 

 

 

◀表面（二つ折・外） 

詳しくはこちらをご覧くださ

い。  

 

 

 

 

 

 

 

◀裏面（二つ折・中） 

詳しくはこちらをご覧くださ

い。  
 

 

 

 必見➋！令和4年度会費の納入について   
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令和４年６月２０日付け「令和４年度会費納入」のお願い文書を送付し、８月３１日（水）が納

入期限となっていましたが、１２月末で約７５％の納入となっていますので、未納の方はお

忙しいところ恐縮ですが、納入をお願いします。 

  

なお、先日の本部通常総会におきまして、 

「当該年度の４月１日において７５歳以上でありかつ会員歴が１０年以上である会員の本部

年会費を、現行9，600円から4，000円とする。」と、 

本部年会費の改正が承認されました。 

また、支部年会費については、各支部で検討する事となっています。 

お間違えの無いようにご注意ください。  

 

  

 

 報告  ➊ 令和４年度 第２回大分支部常議員会の開催  

 

  

令和４年１２月５日（月）１８時３０分より、コンパルホールにて、大分支部の「第２回常議委

員会」が開催されました。 

会場出席者２０名、オンライン出席者３名、委任状２０名の出席者総数４３名により、下記の

議案をご審議いただき、いずれも承認をいただきました。 

 

             記 

 議 事： 

 １号議案．令和４年度上半期事業及び予算執行状況について 

 ２号議案．令和４年度支部公益事業の実施状況について 

 ３号議案．大分県建築士会大分支部 会計業務について（案） 

 

特に３号議案で、本年度の「本部総会」で承認されました、７５歳以上の年会費の減免措置

を、各支部でも検討する事になっていました。大分支部も年会費現行６，０００円から３，００

０円に改正する事を、会費の事でもありますので、次年度支部総会での承認をいただき、

次年度より改正年会費を適用する扱いにする事となりました。 

 

支部常議員会終了後、支部会員の皆さんにご案内しました久々の支部懇親会ですが、１１

名の参加により、コロナ対策を採りながら開催されました。 
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※お詫び：大変申し訳ありませんが、常議員会の様子を写真撮影できませんでした。  

 

 

 

 

 

 

 報告  ➋ しきどベース家具づくりワークショップの開催  

 

  

 

１２月１０日（土）しきどベース（大分市敷戸団地商店街）で移動式小上がり作成ワークショッ

プを、大分支部青年部まちづくり班が開催し、全部で約２０名の小学生から大学生及び大

人が交流しました。 

側板に根太掛け、根太、座板、車輪を取り付けて、紙やすり、ランダムサンダー掛けをし

て、最後に畳をはめ込んで完成です。宇佐支部から参加いただいた光井智棟梁による緻

密な設計のおかげでスムーズに２体完成しました。 

初めてインパクトを使ったというお母さん、子供も多くいい体験となりました。完成後、囲碁

盤をおくと小学生、高齢者が座ってくつろいでいました。畳の高さは400mmと腰掛けやすい

高さとなっており、畳の居心地の良さからか自然と座る方が多かったです。 

同時に大分大学の学生が中心となってクリスマスツリー、室内飾りつけも行いました。しき

どベースもクリスマスモードです。 

 

これからも毎月第２土曜日にワークショップを行っていきます。来月は棚を作る予定です。 

 

【参加者のアンケートより】 

●初めてインパクトを使ったけど楽しかった。（小学生） 

●あぁ。ちょうど良い高さや。（お母さん）  
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 報告  ➌ 第７回ヘリテージマネージャーステップアップ研修 

                   ＠襟江亭の開催  

 

  

令和４年度の「ヘリテージマネージャースキルアップ研修」の第７回が１２月１１日（日）に日

出町で開催されました。２０名の受講があり、大分支部からも１３名の方が受講されました。 

１３時に「日出町中央公民館」に集合して研修が始まりました。 

「日出町の歴史について～木下家、深江、襟江亭～」の演題で、日出町教育委員会社会教

育課 文化財係長 中尾征司氏による講義がありました。日出町の概要・地理的特徴の説

明があり、古代から中世、近世、近代へと変化する日出町の歴史を説明していただきまし

た。そして、襟江亭調査報告書のダイジェスト版で、特徴や歴史的評価の説明があり、瓦と

家紋の関連を考古学の観点から解説していただきました。 

引続き、熊本大学 伊東龍一教授により「『襟江亭』について」の講話がありました。「地引」

されて現地に移動した事や、一部は再利用材での建設、釘隠しが建設当初からのモノで意

外と古い事、藩の迎賓館の機能を有していた事などの説明がありました。 

さらに、伊東龍一先生を囲んで自由討論・意見交換会があり、参勤交代を巡る話や、襟江

亭の今後について意見交換があり、１５時３０分頃に解散となりました。 
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【参加者の声】 

●襟江亭は県指定以上の価値のある建物なので、今のうちに何か手を打った方が 

 いいが・・・・（伊東教授） 

●復旧には予算が絡む。増して個人の所有ならその辺が一番大変。 

●文化財は残せ、残せと言っているが、我が家の修理はどうなっているの？と 

 家人から言われます。（笑 伊東教授）  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 報告  ➍ 建築物グリーン化促進事業 第２回ネットワーク会議の開催  

 

  

大分県の委託事業として「省エネ建築物の普及促進への体制を整備し、住宅・建築物の環

境品質の向上を目指す」ことを目標に小委員会を組織し検討を重ねています。 

令和４年１２月１５日（木）１４時から、J:COMホルトホール大分 ３階 ３０２、３０３会議室に

おいて１４関係団体・機関との意見交換を進める「第２回ネットワーク会議」が開催されまし
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た。 

事業の進捗状況の報告、各団体・機関からの情報提供及び、開催予定の「技術者向け研

修会」、「県民フォーラム」についての意見交換を行いました。  

 

 

 

 

 

 

 報告  ➎ まちづくり・建築よろず相談会の開催  

 

  

 

大分市まちなみ企画課・住宅課との協働により大分支部公益事業として、第６回の「まちづ

くり・建築よろず相談会」が、１２月１５日（木）午前１０時から午後３時まで、Ｊ：COMホルトホ

ール大分のまちづくり情報プラザで開催されました。大分支部の江藤邦雄さん、杉山禎さ

んの相談員２名が対応いたしました。 

次回開催は、１月１９日（木）です。 

 

なお、よろず相談員を募集していますので、事務局（阿南・山田）までお気軽にご連絡くださ

い。 お待ちしてます！ 

  電話：097-532-6607    メール：info2@oita-shikai.or.jp  
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 報告  ❻ 建築模型製作体験の開催  

 

  

昨年も好評でした「建築模型製作体験」が、令和４年１２月１８日（日） ９時３０分より、コン

パルホール ３階 ３０９会議室で開催されました。 

１０歳から７１歳の小学生、中学生、高校生、大学生、一般の外国人や親子など幅広い１０

名の参加です。「住吉の長屋（安藤忠雄）」、「塔の家（東孝光）」に、今回は新たに「スカイ

ハウス（菊竹清訓）」も加わって、どれかの模型を６時間程かけて製作する体験研修でし

た。 

製作に先立ち、「建築模型を活かした設計プロセス」と題しまして、ＳＭＡＡ 松田周作建築

設計事務所 代表 松田周作氏が多数の模型を使って丁寧な解説の特別講座をしていた

だきました。実際に設計業務で使用している大きな模型もあり、模型製作の実演も、分かり

やすくて好評でした。 

その後、参加者の希望する各模型の製作に取り掛かりました。長時間コツコツと製作に取

り組み、時間内に完成させました。 

それぞれ、建築が好きだったり、模型に興味があったり、建築の道を目指そうとしていたり、

思惑は様々でしたが、皆さん最後は笑顔で制作した模型を持って帰っていました。楽しんで

いただけたようで何よりです。 
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【参加者の声】 

●アッという間に時間が過ぎて、とっても楽しかったです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 報告  ➐ 令和４年度 第３回理事会の開催  

 

  

令和４年１２月２１日（月）１５時より、アートホテル大分にて、本部の「第３回理事会」が開催

されました。 

２７名の会場出席者により、下記の議案をご審議いただき、いずれも承認をいただきまし

た。 

 

             記 

 議 事： 

 １号議案．令和４年度事業執行状況（１１月末）（報告） 

 ２号議案．令和４年度収支決算見込について（１０月末）（報告） 
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 ３号議案．令和４年度支部公益事業執行状況について（１０月末） 

 ４号議案．代表理事及び業務執行理事の活動報告について（報告） 

 ５号議案．公益事業役務費・報償費（内規）について（決議） 

 ６号議案．大分県建築士会の財務・会員数の状況と今後の対策について（協議） 

 ７号議案．令和５年度通常総会日程について（決議） 

 ８号議案．会員会費規約の改定について（決議） 

 ９号議案．その他について（協議・報告） 

 

理事会終了後、久々の懇親会がアートホテル大分で開催されました。２１名の参加により、

コロナ対策を採りながらの開催でしたが、心行くまで親交を深めていました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 案内  ➀ 今後のイベント  

 

  

※いずれの行事も予定です。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。 
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【凡例】 

★➊（黒塗潰し星・数字）：「案内➀今後のイベント」で詳細案内 

☆➀（白抜き星・数字） ：「案内➁定期スケジュール」で詳細案内  

 

 １月 会員増強特別期間（３月末まで） 

●１１日（水）☆➀.監理技術者講習 ＠事務局会議室 

●１４日（土）★➋.しきどベース棚作成ワークショップ ＠しきどベース 

●１９日（木）☆➃.まちづくり・建築よろず相談会 ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

●２０日（金）★➊.建築物グリーン化促進事業 第２回技術者向け研修 

                ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

●２２日（日）★➌.おりがみ教室   ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

●２４日（火）★➍.罹災証明に必要な住家の被害認定調査研修会 ＠竹田市 

●２６日（木）☆➂.既存住宅状況調査技術者講習（更新講習）の開催  

 

 ２月 会員増強特別期間（３月末まで） 

● ８日（水）☆➀.監理技術者講習 ＠事務局会議室 

●１１日（土） しきどベース津久見しっくい工場見学 ＠津久見 

●１９日（日）★➊.建築物グリーン化促進事業 県民向けフォーラム 

                 ＠トキハ会館 

●１９日（日） 大分市空き家相談会 ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール  

 

 ３月 会員増強特別期間（３月末まで） 

● ８日（水）☆➀.監理技術者講習 ＠事務局会議室 

●１１日（土） しきどベースしっくい壁ワークショップ ＠しきどベース 

●１５日（水）☆➁.建築士定期講習（士会） ＠大分職業訓練センター 
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●１６日（木）☆➃.まちづくり・建築よろず相談会 ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

● 中旬    第３回大分支部常議委員会 

 

  

 

 

★➊.建築物グリーン化促進事業「第２回技術者向け研修」の開催 

 

大分県の委託事業として「省エネ建築物の普及促進への体制を整備し、住宅・建築物の環

境品質の向上を目指す」ことを目標に小委員会を組織し検討を重ねています。１２月１５日

（木）には「第２回ネットワーク会議」を開催し、関係団体・機関との意見交換を進めてきまし

た。「第２回技術者向け研修」を下記のとおり開催いたします。お誘いあわせのうえ多数の

参加をお願いします。 

 

             記 

 日 時：令和５年１月２０日（金）１４時～１６時 

 場 所：J:COMホルトホール大分 大会議室 

 

【今後の研修・会議の開催予定】 

・令和５年２月１９日（日）県民向けフォーラム  ＠トキハ会館  

 

  

 

★➋.しきどベース棚作成ワークショップの開催 

 

大分支部公益事業「しきどプロジェクト」の一環として、大分支部青年部まちづくり班と大分

大学理工学部柴田研究室が協働で、毎月第２土曜日にみんなで実際に改修を行うワーク

ショップを開催します。 

今回は、「棚作成ワークショップ」です。興味のある方は参加してください。 

 

             記 

 日 時：令和５年１月１４日（土） １０時～１３時 

 場 所：しきどベース（敷戸団地名店街） 
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 参加費：無料 

 参加者：興味のある方はどなたでも参加してください。  

 

 

 

 

 

※今後の内容につきまして

は、こちらのリーフレットをご

確認ください。  

 

 

 

★➌.おりがみ教室の開催 

 

毎年好評の「おりがみ建築教室」を下記のとおり開催します。 

磯崎建築、赤レンガ館、富貴寺など大分県内の名建築を自分の手で作ってみませんか？ 

 

             記  

 日 時：令和５年１月２２日（日） １３時３０分～１５時３０分 

 場 所：J：COMホルトホール大分 ２階 ２０１会議室 
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 参加費：５００円 

 定 員：１５名（どなたでも参加できます）  

 

 

 

 

 

※詳しくは、こちらのリーフレ

ットをご確認ください。  

 

 

 

★➍.罹災証明に必要な住家の被害認定調査研修会の開催 

 

平成28年４月に熊本・大分地震により未曽有の被害が発生し、また、平成29年７月、令和

2年7月には大分県日田市周辺において、甚大な水害も発生しております。 

このうち災害発生後の罹災証明を発行するための住家の被害認定調査については、本来

は被災自治体が調査することとなっておりますが、自治体行政職員の人手不足などや調

査判定の公平性・正確性の観点から行政職員とともに関係する建築士等の参加が強く求

められているところでもあります。   

今般、被害認定調査の基礎知識、調査実務のポイント等について調査員の技術力の維持
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向上を目的に下記のとおり研修会を開催することになりました。 

つきましては、行政職員や建築士をはじめ、大分県建築防災推進協議会の構成員の方々

にも広く参加を呼びかけ、もって大分県における建築物等の総合的な防災対策の推進、被

災者支援策の充実を図ろうとするものです。本主旨をご勘案の上、多くの関係者にご出席

いいただきますようお願いいたします。 

  

             記 

日  時：令和５年１月２４日（火） １３：３０～１６：００ 

場  所：竹田市社会福祉センター 多目的ホール 

       竹田市会々1650 竹田市役所隣接 （℡0974-63-1544） 

研修内容：罹災証明に必要な住家の被害認定調査研修会《水害編》他 

講師予定：渡邊豊基氏(大分市役所職員)、建築士会会員 

受講資格：どなたでも受講できます。（参加費無料） 

申込方法：下記申込書を建築士会事務局宛にＦＡＸ又はメールで送付してください。 

     ＦＡＸ；097-532-6635  メール；info@oita-shikai.or.jp 

申込締め切り日 : 令和５年１月１３日（金）  

 

  

 

 案内  ➁ 定期スケジュール  

 

  

 

☆➀.監理技術者講習の開催 （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。 
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【令和４年度の開催予定】 

 毎月「第２水曜日」の開催予定です。 

 〇日 程：令和４年  

           ４月１３日(水) 済 

           ５月１１日(水) 済 

           ６月 ８日(水) 済 

           ７月１３日(水) 済 

           ８月１０日(水) 済 

           ９月１４日(水) 済 

          １０月１２日(水) 済 

          １１月 ９日(水) 済 

          １２月１４日(水) 済 

      令和５年 

           １月１１日(水) 

           ２月 ８日(水) 

           ３月 ８日(水)  

 

 ○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。  

 

  

 

☆➁.建築士定期講習の開催  

 

建築士事務所に属する建築士に３年毎の受講が義務付けられた定期講習です。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
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普及センターで受講した方のみ） 

 

【令和４年度の開催予定】 

 年度４回の開催予定です。受付窓口を建築士会、建築事務所協会で 

 担当していますので、お間違えの無いようお願いします。 

 

 〇日 程：令和４年 

           ６月２１日（火）/４月 １日受付～定員次第   

                   （受付窓口：事務所協会）  済  

           ９月１４日（水）/６月２２日受付～定員次第   

                   （受付窓口：事務所協会）  済 

          １２月１３日（火）/９月１５日～定員次第     

                   （受付窓口：建築士会）   済    

      令和５年 

           ３月１５日（水）/１２月１４日より受付中～定員次第 

                   （受付窓口：建築士会） 

 〇会 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。 

※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)   

 

  

 

☆➂.既存住宅状況調査技術者講習（新規・更新講習）の開催 

 

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
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されることが必要です。 

 

【令和４年度の開催予定】 

 〇新規講習（年１回開催） 

  日 程：令和４年１０月 ５日（水） 済 

 

 〇更新講習（年２回開催） 

  日程➀：令和４年１１月１１日（金） 済 

  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。 

   

※申込方法等詳細は、日本建築士会連合会HPをご覧ください。  

 

  

 

☆➃.まちづくり・建築よろず相談会の開催 

 

本年度の大分支部公益事業として、大分市まちなみ企画課・住宅課と（公社）大分県建築

士会の協働により、まちづくりや住宅等に関する身近な相談を受ける場を定期的に開催し

ています。 

今月は、下記のとおり開催しますので、皆様の周囲でお困りの方がいましたら周知いただ

き、お気軽にご相談ください。 

 

 ❖都市計画や、区画整理事業、地域の活性化、まちの景観向上などのまちづ 

  くりに関することは、大分市まちなみ企画課が、空き家問題に関すること 

  は、大分市住宅課（空き家相談出張窓口）が相談を受けます。 

 

 ❖木造住宅の耐震化や、住宅等の設計･増改築、工事、トラブルなどでお 

  困りの相談に、大分県建築士会大分支部会員（建築士資格を持った会員） 

  が建築専門家としての立場から適切な意見やアドバイスを行います。 
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  （現在係争中の案件は相談対象外となります。） 

 

【令和４年度の開催予定】 

 毎月「第３木曜日」の開催予定です。 ※開催しない月もあります。 

 （大分市まちなみ企画課・空き家相談出張窓口と同時開催） 

 

 〇日 程：令和４年 

           ４月２１日（木） 済 

           ５月 未開催     

           ６月１６日（木） 済  

           ７月２１日（木） 済  

           ８月 未開催      

           ９月１５日（木） 済 

          １０月 未開催     

          １１月１７日（木） 済 

          １２月１５日（木） 済 

      令和５年 

           １月１９日（木） 

           ２月 未開催 

           ３月１６日（木） 

 

 〇時 間：１０時～１２時（休憩）１３時～１５時  

 〇会 場：J：COMホルトホール大分 

      １階 まちづくり情報プラザ（ 図書館入口横） 

 〇相談料：無料 

 〇その他：相談内容がわかる資料（図面、写真、契約書など）があれば 

      お持ちください。  

 

  

 

 案内  ➂ 連合会からのご案内  
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▲１.新型コロナウイルス感染症関連情報 

 

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/ 

※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   

 

  

 

▲２.建築士賠償責任補償制度（けんばい） 

 

耐震偽装事件以降、国民の建築業界への不信が高まる中、建築物の安全性を確保するた

めに重要な役割を担う建築士として、日々適正な業務遂行のために力を注いでおられるこ

とと思います。 

一方で、品質管理をどんなに徹底しても、不測の事故が発生してしまう可能性を完全に排

除することができないのも現状です。 

このような事態に備え、公益社団法人日本建築士会連合会を契約者とし、建築士会会員

が経営・勤務または所属する事務所の方を加入者とする建築家賠償責任保険、請負業者

賠償責任保険、サイバーリスク保険の団体契約のご案内です。 
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建築士としての業務の安定化を図り、不測の事態への賠償資力を確保するために、より多

くの会員事務所が本制度にご加入されますようご案内申し上げます。 

※概要につきましては、こちらのチラシをご覧ください。 

※詳しい内容や保険料、お申込みについては日本建築士会連合会HPをご覧 

 ください。 

 

  

 

 

▲３.民間（七会）連合協定工事請負契約約款の改正について 

 

令和5年1月1日付で民間(七会)連合協定工事請負契約約款が改正となります。 

1月1日以降現行約款を使用される場合には発注者・受注者間において、工事請負契約約

款の特約として、「変更合意書」を締結の上ご使用くださいますようお願い申し上げます。 

なお、1月1日以降ご購入いただく場合、現行約款での販売となりますので「変更合意書」を

同封して販売いたします。 

ご迷惑をお掛けしますがご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

 〇金額（税込）  会員：８３７円  一般：９３０円 

 

※詳しくは、以下の（公社）日本建築士会連合会ホームページをご覧ください。 

    https://aba-svc.jp/cur/main/index.cgi?mode=detail&iid=4&tm=1669102962  

 

  

 

▲４. NEW！ 民間(七会)連合協定 小規模建築物工事約款、 

   マンション修繕工事約款、 

   リフォーム工事約款の改正について（お知らせ） 

 

民間(七会)連合協定工事請負契約約款（元請契約約款）を令和5年1月1日付で改正する

ことをお知らせいたしましたが、今般、当委員会で発行する「小規模建築物・設計施工一括

用工事請負契約約款」「マンション修繕工事請負契約約款」及び「リフォーム工事請負契約



24

 

約款」につきましても、令和5年（2023年）2月1日付で同様の改正を行うことと致しましたの

で、この旨お知らせいたします。 

 

今回の改正の目的は、反社会的勢力排除のさらなる徹底を図るため暴排条項を充実させ

たこと（三約款共通）並びに危険な盛土等の発生を防止するため建設発生土の搬出先等

を明確化すること（小規模建築物工事約款のみ）にあります。 

 

1．改正内容（新旧対照表） 

  〇小規模建築物・設計施工一括用工事請負契約約款 

    http://www.gcccc.jp/info/microbuilding-r0502-old-and-new-list.pdf 

  〇マンション修繕工事請負契約約款 

    http://www.gcccc.jp/info/condominium-r0502-old-and-new-list.pdf 

  〇リフォーム工事請負契約約款 

    http://www.gcccc.jp/info/renovation-r0502-old-and-new-list.pdf 

 

2．約款改正日 令和5年（2023年）2月1日（三約款共通） 

  （改正約款販売開始日2月20日以降） 

 

3．現行約款への対応 

  当委員会では、上記のとおり令和5年（2023年）2月1日付で当委員会約款を 

  改正することから、その日以降に現行約款を使用される場合には、発注者・ 

  受注者間において、工事請負契約の特約として、別紙「変更合意書」を締結 

  の上、ご使用下さるようお願い申し上げます。 

 

※変更合意書は現行版(令和2年4月改正版)本契約書締結と同時に、別途に双方記名押

印して取り交わすことを予定しています。本契約を補充する文書として、200円の印紙の貼

付が必要です。 

（変更合意書） 

  〇小規模建築物・設計施工一括用工事請負契約約款 

    http://www.gcccc.jp/info/microbuilding-r0502-modification-agreement.pdf 

  〇マンション修繕工事請負契約約款 

    http://www.gcccc.jp/info/condominium-r0502-modification-agreement.pdf 

  〇リフォーム工事請負契約約款 

    http://www.gcccc.jp/info/renovation-r0502-modification-agreement.pdf  
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▲５.免状型の一級建築士登録証明書」の発行 

 

近年、カード型の一級建築士免許証明書の交付を受けた建築士等から、一級建築士の免

許を保有している事を証明するものを、建築事務所に掲示したい要望に対応するため、

「免状型」の一級建築士登録証明書（事務所等掲示用）を発行する事になりました。 

 

 ○発行手数料： １，７８０円 

 ○証明される内容：氏名（フリガナ）、生年月日、登録番号、登録年月日 

          など 

 

※詳しくは、こちらのチラシをご覧ください。  

 

  

 

 案内  ➃ 図書・書式のご案内  

 

  

 

▲１.建築士法による重要事項説明のポイント（第4版）の発刊 

 

１．発行日 令和３年11月24日 

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 
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    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、士会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  

 

  

 

▲２.各種契約書類及び契約約款（改正版）の発刊 

 

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（ 〃  ） 

 ○「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 
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※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。 

※図書の問合せは、士会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  

 

  

 

 NEW！ まっちゃんの伝建地区を巡る旅    

 

 

 

松﨑 和夫さん（建築士会事務局長・専務理事）が、建築士会の

「おおいた地域貢献・まちづくり推進委員会」の委員長や、「町並みと

まちづくりを考える県民の会」にも所属され、伝統的建造物や歴史

的な町並みの奥深さに魅了されて、伝建地区を巡っていると聞き、

寄稿をお願いしました。 

巡り歩いた全国の伝建地区を連載で紹介します。 

 

➊ プロローグ  
 

 

令和に改元された５月１日を契機として、全国で１１８地区（令和４年５月１日現在１２６地

区）ある国選定の「重要伝統的建造物群保存地区」（以下「伝建地区」と呼ぶ）を巡る旅を本

格的にスタートした。 

 

伝建地区の中には京都や金沢、函館など有名な観光地として全国に知られているところも

数多くあり、また、全国町並み保存連盟の主催する全国大会（通称全国町並みゼミ）にも十

年間ほど連続して参加するなかで訪れている地区もあり、カウントしてみると既に三分の一

は踏破しているようである。 

 

「重要伝統的建造物群保存地区」とは、武家町や商家町、在郷町などの町並みについて、

昭和５０年の文化財保護法の改正により、伝統的な建造物群を、これらと一体をなして歴

史的価値を形成している環境を含めて保存する制度として創設され、新しいカテゴリーの

文化財と言えるものである。 
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私は、これまで自治体の都市計画マスタープラン策定や線引き・用途地域指定に関わる一

方、建築士として公共建築物の設計・監理、建築指導行政に主として携わってきたが、一

時期、大分市の南部地区に位置する戸次本町（へつぎほんまち）地区の歴史的町並み再

生に関わる業務を担当したことをきっかけとして、伝統的建造物や歴史的な町並みの奥深

さに魅了されてしまった。また、マニアックではあるが、社寺建築などの風格ある建物の妻

側（側面）の屋根上部から正面・背面へと綺麗な曲線を描いて降ってくる様式である破風

（はふ）や、その頂に屹立する鬼瓦や鳥衾（とりぶすま）などは、何処を尋ねても実に見事な

造形美となっている姿に感動する。 

 

伝建地区の町並みは、前述に加え門前町や宿場町、鉱山町など歴史的・社会的な背景や

地域の産業と深く結びついており、その成り立ちを紐解いていくのも歴史小説を堪能する

のと同じくらい楽しいものである。さらに、これらの地区やその近傍には造り酒屋や大きな

酒蔵が大抵ある。地区を事実上統治する豪商や豪農、大庄屋などには、多くの米が集積さ

れており、献上米を除いてもかなりの貯蔵米が確保されていたようである。昔はいずれの

地区も水質は良好であっただろうから、当然おいしいお酒が造られていたと考えられる。ひ

と通り町や建造物を巡ったのち、これらの造り酒屋を尋ね、試飲して味を確かめ購入する

のもまた、旅（見学）ごころを駆り立てる大きな動機となっている。 

 

次回は、割と近くでありながら、関西へ行くのにいつも素通りしている岡山県の伝建地区に

ついて報告いたします。  

 

 



29

 

 

旧商家の連なる千葉県香取市佐原にて 

 

 

 NEW！ ザキヤマさんの秘境奇行   

 

  

 

山﨑豊史さん（佐伯建設設計部・副支部長）が、廃墟や、秘境を巡るマニアックな？趣味

をお持ちと聞き、寄稿をお願いしました。 

山﨑さんが、「秘境めぐり」や「廃村廃墟めぐり」をしようと思ったきっかけは子供の頃から地

図を見るのが大好きで都会よりも山岳集落や離島集落での暮らしや歴史に興味を持ち始

めたのが始まりで、現地に踏み入り当時の想いを馳せ身をもって体験したいとの思いがあ

ったとのことです。 

「秘境めぐり」「廃村廃墟めぐり」を連載で紹介します。 

  

 

➊ 桃源郷 上木場（かみこば）集落跡へ  
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●被災車両群越しに遠く有明海を見下ろす桃

源郷・上小場集落跡  

 

●わだかまりが解かれ30年ぶりに掘り起こさ

れた各社報道関係者の車両  

 

平成３年６月３日に発生した雲仙普賢岳火砕流により、多くの犠牲者を出した長崎県島原

市上木場集落跡にある「定点」を旅した。 

  

「定点」とは雲仙普賢岳の噴火時に、各報道関係者が噴火の撮影の拠点に定めていた場

所をいう。当時高校生であった私は連日、その撮影拠点「定点」から中継されるテレビのニ

ュースを食い入るように見ていたことを記憶している。 

  

上木場は平家の落人の伝説があり、普賢岳の麓からつづく斜面を美しい棚田や葉たばこ

畑、１００世帯の家屋が点在した桃源郷と謳われた場所であったとのこと。 

集落は火砕流により多くが消滅。現在は大規模な砂防ダムが造られ、遠い有明海までつ

づき、その桃源郷は今、火砕流堆積物により最大１７０m下に眠っている。 

  

「定点」では報道関係者等２０名が犠牲。少し下った農業研修所では規律を守らない報道

関係者を監視する地元消防団や警察の方も１４名が犠牲。その他を含め計４３人の命が奪

われた。これにより地元住民と報道各社に長い年月、大きな溝が出来る。 

災害から３０年を機に、報道各社とのわだかまりを解き、地元の有志により慰霊のモニュメ

ントや被災車両の掘り起こしなど定点の周辺が整備された。 

地元の有志が設置した白い三角錐の目印が「定点」を示し、報道各社の慰霊碑と掘り起こ

された車両越しに有明海を遠く見下ろす。 

  

今回上木場を旅して一番の感動があった。それは砂防ダム脇に自然へ還りつつある上木

場集落の遺構、すなわち廃村風景が奇跡的に残っていたのだ。 

存在したであろう家屋や棚田を縫うように下る村の廃道や水路跡、火砕流に耐えた柿の
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木、廃城の城壁を思わせる家屋の石垣や建物の基礎など、その当時の人々の生活や風

景を感じ、改めて冥福を祈りつつ私なりの原風景として想い描くことが出来た。 

  

※災害遺構「定点」地点は立ち入り禁止区域のため年数回開催されるツアーへの 

 参加が必要です  

 

 

 

 

●地元の消防団が被災した北上木場農業研

究所跡（建物基礎と燃え尽きた消防車が残

る）  

 

●自然に還る集落の石垣と路地  

 

 

●燃え尽きる集落（がまだすドーム内展示写

真）  

 

●定点（ここで２０名の方が犠牲）  
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 NEW！ 交流ひろば   

 

  

 

日本には広場が少ないと、故 村松幸彦先生（元建築士会会長）がよくおっしゃっていまし

た。この場が会員相互を繋ぐ「ひろば」になれば良いと思います。  

 

 

 

   

小林優加さん（建築士会事務局職員）の 新任ご挨拶 
丹生和美さんの後任として１１月２４日（木）付けで建築士会事務局

に採用されました小林優加さんの新任のご挨拶です。  

 

 

 

こんにちは‼ 

このたび、建築士会で主に昇降機の定期点検申請の受付業務を担当することになりまし

た。小林 優加(こばやし ゆか)です。 

 

好きな事は、パンを捏ねて焼くことと、ドラマ鑑賞です。 

外に出るのも良いですが、家でのんびり過ごすのが好きです。 

こちらへ来ることになる前は、一日中映画やドラマを見ながら毎日のようにパンを焼いてま

した。焼きたてのパンはとっても美味しいです。パンの生地を捏ねる時は癒されます。最近

は、お休みの日にパンを焼いています。 

それから、健康の為に毎日１時間程、６キロ歩いていました。 

今は、お休みの日に、天気が良かったら歩いています。 

 

この建築士会で働く事になり、以前働いて居た時にお世話になった懐かしい方たちにもお

会いできて、とても嬉しく、この職場にご縁を感じています。 

昇降機についても、分からない事ばかりで、不安も多いです。これから沢山のことを、覚え

ていくことになります。いろいろとご指導いただけましたら、幸いです。 

不慣れで、ご迷惑をお掛けすることもあると思いますが、みなさまと一緒に日々、学んで共

に、成長していきたいです。 

こちらで働けることに感謝して精進します。よろしくお願い致します。  
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私のほっと、Hotタイム    「木工」 

 

新企画で、趣味や気分転換、息抜き、熱中している事等を語っていただくコーナーです。初

回は、パワフルに活動され多趣味の江藤邦雄さん（一級建築士事務所 木の花工舎・よ

ろず相談員）に寄稿していただきました。 

 

建築士会に、私がいつ入会したのか記憶が曖昧なのですが、先日、永年会員（？）の感謝

状を戴きましたので、それなりの年齢となりました。 

私の趣味は、カメラ・写真撮影・時代小説・木工・男料理・日本酒・アウトドア等々、多種多

様にわたりますが、今回は「木工」について書かせて戴きます。 

 

私の木工歴は１０才くらいからなので、かれこれ６０年ほどになります。これまでの最大の

作品は、昭和４９年に着手して１年がかりで完成させた、自宅の第一期工事（約５５㎡）の

造作・内装工事です。 

以前、木工作業は庭先でやっていましたが、２０年ほど前に１２帖ほどの木工房を構えまし

た。其処でいろいろと造っていましたが、前述のように、男料理も趣味としていますので、此

処を居酒屋風に改装すべく、５年ほど前に木工房の移転整備を行いました。 

多くのお友達にお越し戴きましたが、皆さん曰く「男の隠れ家」。 

この部屋には、３人掛けのカウンターや囲炉裏テーブルを造りました。板厚６０ミリの藪肉

桂の乾燥材を保管していましたので、これを囲炉裏テーブルの天板としました。大きさは８

０ｃｍ✕１８０ｃｍほどありますので、大人８人が座れます。この囲炉裏を囲んで年に数回、

ファミリーパーティをしていますが、皆この部屋でのパーティーを愉しんでくれています。 

ファミリーパーティーでは、私や同居する娘婿が手料理等を振る舞うのですが、時にはベー

コンなどもつくります。以前は市販の燻製器を使っていたのですが、容量が小さいので燻製
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器を手造りしました。これを使ってスモークチーズやスモークサーモンなども造ります。 

 

この部屋とは別に、１３年ほど前に２帖ほどの納戸を応接室に改装しました。この部屋は内

装だけでなく、テーブルやイスも手造りしました。しばらくは書斎として使っていましたが、６

年前に保護司を仰せつかり、今はその面接ルームとして重宝しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 掲 示 板  （他団体の案内や新聞記事等の掲示をします）  

 

 

 

一級・二級建築士試験 設計製図試験の合格者について 

 

二級建築士が１２月１日（木）、一級建築士が１２月２６日（月）に、それぞれの合格者発表があり

ましたので、お知らせします。（木造は製図受験者なし） 
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        一級建築士              二級建築士 

        全国      大分県        全国       大分県 

受験者数 １０，５０９名    ５６名     １０，７９７名     ８６名 

合格者数  ３，４７３名    １２名      ５，６７０名     ４７名 

合格率    ３３．０％  ２１．４％       ５２．５％  ５４．６５％ 

   
 

 

   

アートプラザからのご案内

です 

毎年開催さてていますアート

プラザ企画の「建築キッズ作

品展」のご案内です。 

建築士会も後援していますの

で、会員の皆様のお知り合い

のお子様がいらしたら是非応

募をお勧めください。 

テーマ：ゆめのお家 

応募締切：令和５年１月１１日

（水） 

 

※詳しくはこちらのリーフレット

をご覧ください。 

   
 

   

新聞記事：私の相棒 

建築士会と連携事業していま

すアートプラザの建築士会担

当の大橋さんの記事です。 

【大分合同新聞（GX）：令和４

年１２月１３日（火）掲載】 
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※詳しくはこちらをご覧くださ

い。  
 

  

  

 

   

新聞記事：関埼灯台イベ

ント 

１１月６日（日）に開催された

「『関埼灯台登録有形文化財』

の登録記念イベント」の記事

です。 

【大分建設新聞：令和４年１１

月１７日（木）掲載】 

 

※詳しくはこちらをご覧くださ

い。  

 

   

新聞記事：杵築市との連

携協定 

杵築市に残る歴史的建造物

等をまちづくりに活用するため

の連携協定の記事です。 

【大分建設新聞：令和４年１２

月３日（土）掲載】 
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※詳しくはこちらをご覧くださ

い。  
 

 

 

  大分支部青年部「班員の募集」について     

 

 

 

 

 

大分支部青年部には、情報班、まちづくり班、造形班の三班があります。 

職場も職種も違う同年代が集まり、楽しく活動していますが、より発展的な活動のためにも班員が

不足気味です。 

班員を募集してますので、事務局（阿南・山田）までお気軽にご連絡ください。 

お待ちしてます‼ 

  電話：097-532-6607   メール：info2@oita-shikai.or.jp  

 

 

 

 

 

 大分支部 賛助会員一覧   

 

  

【法人会員】 

・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) 



38

 

・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 ・山下様 ・(株)清電社７名 ・(株)安部電業社１名 

・アトリエ藤原次郎 ・(株)後藤泰幸建築工房 

※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。  

 

  

 

約１２年の長きにわたり、事務局に勤められた丹生和美さんが１２月２日（金）を持ちまして

退職されました。お疲れ様でした。本当にありがとうございました。 

主に、県下に約６，０００台ある昇降機の定期点検報告の受付業務を一手に処理していま

した。関連業界や官庁等の信頼も厚く、頼りにされる存在でした。今がターニングポイントと

定め、新たな世界へ進みます。その決意が花咲く事を願っています。 

後任には、小林優加さんが１１月２４日（木）付けで採用されました。元気いっぱいの明るい

方です。引継ぎ期間を終えて、昇降機定期点検報告受付という馴染みの薄い、慣れない

業務に懸命に取り組んでいます。皆さん‼ 丹生さん同様に可愛がってください。よろしくお

願いします。 
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コロナ新規感染者も相変わらずの勢いで発生しています。コロナで迎えた２０２２年もコロ

ナで暮れようとしてます。気を緩めずしっかりと感染対策をしていきましょう。 

一年間「事務局ニュース」をご覧いただきありがとうございました。 

良いお年をお迎えください。                阿南・山田 

 

 

 

 

 

 

皆さん‼「事務局ニュース」の紙面づくりに参加しませんか‼ 記事投稿、話題提供、ご意

見、ご感想などを、事務局（阿南・山田）までお気軽にお寄せください。お待ちしております‼ 

  電話：097-532-6607   メール：info2@oita-shikai.or.jp 
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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 

  

  

 

 

 

 

 

This email was sent to info2@oita-shikai.or.jp  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  



40

大分県建築士会 大分支部 · info2@oita－shikai.or.jp · Oita, 44 870-0045 · Japan  

 

 
 

 


