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 必見！ 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
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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 

○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  

 

 

 

会員増強特別期間の勧誘用

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（三つ折・外）▶

詳しくはこちらを

ご覧ください。

 

裏面（三つ折・中）▶

詳しくはこちらを

ご覧ください。
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通年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・内） 

詳しくはこちらを 

ご覧ください。  

 

 

 

 報告  ➊ 年末の柞原八幡宮の参道清掃活動の開催  

 

  

 

恒例となっています「年末の柞原八幡宮の参道清掃活動」を１２月２９日（木）午前８時に２

２名が参加して実施しました。 

天候にも恵まれましたが、寒い中参加した３人の子供さんも一生懸命に取り組んでいまし

た。約１時間程の清掃作業でしたが、美しく新年を迎える参道になりました。 

清掃後、宮司さんから「初詣準備で忙しい中、参道の清掃奉仕は助かります。」とのお礼の

挨拶がありました。 皆さん、お疲れ様でした‼  
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 報告  ➋ しきどベース棚作成ワークショップの開催  

 

  

 

１月１４日（土）しきどベース（大分市敷戸団地商店街）でしきどベース内の道具を整理する

ために、棚を作るワークショップを、大分支部青年部まちづくり班が開催し、地元の敷戸小

学生とその保護者、大分工業高校生、大分大学生に加えて、大分市地域おこし協力隊の

泊さんも参加して、総勢約１７名で実施しました。 

２枚の構造用合板（ｔ＝２４）を３０センチ幅でホームセンターで切断したものを買ってきて、

寸法の記入、のこぎりで切断、面取り、ヤスリがけ、ダボレール設置、ドリルでビス穴あけ、

ボンド付け、ビス留め、組立、小さい棚組立、設置、金物で棚固定、隙間にくさび打ち、ゴム

で水平調整の手順で行いました。 

棚を設置したことにより、さっそく大分大学の女性メンバーでベース内を整理し、スポットラ

イトを点けたりと、室内がさらに心地よいものとなりました。 

 

毎月第ニ土曜日にこのように敷戸でワークショップを行っています。興味のある方はどなた

でも参加してください。 

2月１１日（土） 津久見市のしっくい工場見学 

3月１１日（土） 天井改修ワークショップ 

4月 ８日（土） 壁しっくい塗りワークショップ 

 

【参加者の声】 

●参加者からは、ビス打ちがスーッと入って気持ちよかった。 

●曲尺で直角を保つ精巧なところが勉強になった。  
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 報告  ➌ 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７回の「まちづ

くり・建築よろず相談会」が、１月１９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。大分支部の庵崎伸二さん、田邉健司

さんの相談員２名が対応いたしました。 

２月は未開催で、次回開催は３月１６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  ➍ 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。令和５年１

月２０日（金）１４時から約５０名の参加者を迎えて「第２回建築技術者向け研修会」を

J:COMホルトホール大分で開催しました。 

「中小規模建築物の最新の省エネ事例」と題して、（有）ＺＯ設計室の柿沼整三氏の講演が

ありました。失敗例も含めて詳しく、身近な事例を分かりやすく説明していただきました。 

休憩を挟んで、「省エネ適判申請の留意事項」と題して、（一財）大分県建築住宅センター 

企画住情報課の後藤竜太郎氏の講演がありました。省エネ適合判定業務で、指摘の多い

項目や、申請をする上で特に注意する事項について説明していただきました。 

質疑応答も活発に行われ実務に即した研修会となり、１６時３０分に終了しました。 

 

【今後の研修・会議の開催予定】 

●令和５年２月１９日（日）１３時～１６時  ＠トキハ会館 

 からだと家計にやさしい住まいの省エネセミナー（県民向けフォーラム）  
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●新聞記事：【大分建設新聞：令和５年１月２７

日（金）掲載】 

詳しくはこちらをご覧ください。 

 

 

●講師の柿沼整三氏（(有)ＺＯ設計室）  

 

●講師の後藤竜太郎氏 

   （大分県建築住宅センター） 

   

 

 報告  ➎ おりがみ建築教室の開催  

 

  

毎年好評の「おりがみ建築教室」が令和５年１月２２日（日） １３時３０分から、J：COMホル

トホール大分 ２階 ２０１会議室で開催されました。 

小学２年生から８０歳代の１０名が参加し、磯崎建築、赤レンガ館、富貴寺など大分県内の

名建築を作りました。 

講師（会員）による基本的な道具の使い方の説明の後、手始めに全員で「顔」を作成し、お

りがみ建築の基本を習得して、各々好きな建物の作成に取り掛かりました。 

小さな窓の多い「県立図書館」から、キッズ対象の「富貴寺」など自分に合った「おりがみ建
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築」を楽しみながら作成していました。中には、４作品を作成する参加者もいました。皆さん

笑顔で１５時３０分に終了しました。 

 

【参加者の声】 

●平たい紙が建物の形になるのが面白かった。  

 

 

 

  

●完成した「おりがみ建築」を持って 

集合写真 

 

 

 報告  ❻ 建築キッズボランティアガイド研修の開催  

 

 

 

令和５年１月２８日（土）アートプラザとの共催で、大分支部青年部が「アートプラザ建築キッズボ

ランティアガイド」の研修会を開催しました。 

受講対象は小学生です。大分の未来を担う子どもたちに、 アートプラザをはじめとする磯崎建築

や大分の建築文化を 学ぶことで、建築への興味や大分に対する誇りと愛着を深めてもらえたらと

４回の研修会が企画されています。 

１０時に研修生10名と保護者が参加し、野口浩平青年副部長他２名の支部会員が講師を務め、

アートブラザ、医師会館跡地、辛島邸等の磯崎をはじめ、赤レンガ館、若竹ビル、県庁、大分市役

所等の周辺の建物の見学をしました。撤去された建築場所ではタブレットを使いかつての姿を伝

え、また解説の途中でクイズ等も出してなごやかに研修が進みました。最後に振り返りを行い研

修の復習をして、１２時に解散しました。  
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◀募集案内ですが、既に定員

に達しています。詳しくはこち

らをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参加者の声】 

●疲れたけど面白かった。 

●いい取り組みですねぇ。（保

護者） 

 

 

   
 

 

  

 

 

 案内  ➀ 今後のイベント等  

 

  

※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  

 

 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）★➋.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 

●２１日（火）★➌.第２回ヘリテージマネージャーステップアップ研修 

                 ＠柞原八幡宮 

●２６日（日）★➍.住教育実践推進事業「和の住まいをつくろう」 

                 ＠J:COMホルトホール  

 

 ３月 会員増強特別期間（３月末まで） 

● ４日（土）★➌.第６回ヘリテージマネージャーステップアップ研修 

                 ＠毛利空桑旧邸 

● ８日（水）☆➀.監理技術者講習 ＠事務局会議室 

●１１日（土） しきどベース天井改修ワークショップ ＠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 

●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 

●１８日（土） 建築写真の撮り方とその活用方法 ＠アートプラザ 

● 中旬    第９回ヘリテージマネージャーステップアップ研修 

                 ＠姫島村  
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 ４月  

● 上旬   ☆➀.監理技術者講習 ＠事務局会議室 

●１１日（土） しきどベース壁しっくい塗ワークショップ ＠しきどベース 

● 中旬    令和５年度第１回常議員会 

●２０日（木）☆➃.まちづくり・建築よろず相談会 ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

● 下旬    令和５年度支部総会 

 

  

 

 

★➊.建築物グリーン化促進事業「からだと家計にやさしい住まいの 

   省エネセミナー（県民向けフォーラム）」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。１月２０日

（金）には「第２回技術者向け研修」を開催し、建設技術者への建築物グリーン化の認識を

深めてまいりました。 

このたび建主にあたる県民の皆様へ「県民向けフォーラム」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２月１９日（日）１３時～１６時 

 場 所：トキハ会館 ５階 ローズの間  

 

 



14

 

 

 

 

◀開催案内パンフレット 

 です。 

 

詳しくはこちらを 

ご覧ください。  

 

 

 

★➋.しきどベース津久見しっくい工場見学の開催 

 

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、敷戸団地の敷戸名店街ビル１階

の空き店舗「しきどベース」を地域の住民が集える場所にするための改修ワークショップを

開催しています。この度、４月にしっくいを壁に塗るのに先がけて、材料に関する見学会・

研修を下記のとおり行うこととしました。士会員の皆様もご気軽に参加ください。 

 

             記 

 日 時：令和５年２月１１日（土）９時～１５時 

 場 所：津久見市 丸京石灰工場（津久見市徳浦２０５２－５） 

 対象者：大分県建築士会、大分大学、敷戸住民 ※先着２４名程度 

     ※小学生以下のお子さんは保護者同伴でお願いします。 
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 参加費：無料(マイクロバス利用者は昼食代が別途必要です。) 

 昼食代：お一人様1,000～1,500円程度は自己負担となります。 

 服 装：汚れてもよい動きやすい服装でお越しください。(ほこりが舞うため) 

  

＜集合は下記の２パターンです＞ 

 ❶マイクロバスを利用する方 

  9:00までに敷戸団地内のしきどベースに集合してください 

  (裏に商店街用の駐車場あり)マイクロバス(24人乗り)に乗車して移動します。 

 ❷工場に直接来られる方 

  9:50までに津久見市の丸京石灰工場に集合してください 

  （昼食は省略して12:00現地解散でも大丈夫です。） 

  

●申込は下記フォームからお願いします。［申込期限：２月8日（水）］ 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrP0-

LE7fzFe_cEWqAkozMnFava5l7vsXx6D_a0y-dILdSkw/viewform  

 

 

 

 

●開催案内パンフレットです。  

 

詳しくは、こちらをご確認ください。 
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★➌.第２回ヘリテージマネージャーステップアップ研修の開催 

                 ＠柞原八幡宮 

順延されていました、令和４年度の「第２回ヘリテージマネージャースキルアップ研修」を下

記のとおり開催します。 

本研修は、７月～翌年２月までの全９回の研修になります。 

大分支部からも１９名の方が受講されています。 

なお、各回単一受講できます。（単一受講料は１，０００円） 

各回単一受講の申込・支払はその研修日当日にお願いします。 

 

             記 

日  時：令和５年２月２１日（火） １０時集合 

集合場所：柞原八幡宮 宝物殿駐車場 

     （参拝者第一駐車場に駐車して集合してください） 

研修内容：柞原八幡宮の修復工事について 

講  師：（公財）文化財建造物保存技術協会 比嘉 健氏 

 

※講師や内容等の詳細につきましては、こちらのプログラムをご確認ください。 

 

【今後の研修内容（予定）】 

●第６回 ３月４日（土） １０時集合「毛利空桑旧宅」 

●第９回 ３月 姫島村「古庄邸」、「姫島灯台」、 

          「姫島ＩＴアイランドセンター（ジオパーク）」 

※なお、第８回 「保存物件修理工事概算見積の出し方」は本年度は中止します。  
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◀柞原八幡宮の 

 開催プログラム 

 です。 

 

詳しくはこちらを 

ご覧ください。  

 

 

 

 

★➍.住教育実践推進事業「和の住まいをつくろう」の開催 

 

将来の住まい手や住まいづくりの担い手となる子どもの住意識向上を図る事を目的とし、

間取りキットを使って和室の間取りから建物完成まで作成し、その過程を通して「和のすま

い」のすばらしさを解説し建築に興味を持ってもらいます。 

さらにはものづくりの素晴らしさを伝えていきます。 

  

             記 

日 時：令和５年２月２６日（火） １４：００～１６：００ 

場 所：ホルトホール ２０２会議室 

参加者：１５名程度（小学生高学年以上） 

参加費：５００円  
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◀開催案内パンフレット 

 です。 

 

詳しくはこちらを 

ご覧ください。  

 

 

 

★➎.「おおいたの職人リスト」作成についてのお願い 

  

メールでもお願いしていますが、大分県建築士会「大分ヘリテージマネージャーネットワー

ク」（以下、大分ＨＭ）では、本年度より「おおいたの職人リスト」を作成することといたしまし

た。地域づくりに活かす能力を持った人材であるヘリテージマネージャー（地域歴史文化遺

産保全活用推進員）が地域に眠る歴史文化遺産を発見し、保存・活用して歴史的建造物を

修復する際には、伝統的技術を持った職人が不可欠です。 

本年度はアンケート方式で会員他、技能士会や各組合などの協力を得て情報を収集して

まとめていく予定です。これまでに経験がなくても、歴史的建造物の修復工事などに携わる

事を希望される方には記入していただけます。 

お知り合いの方で、ご紹介いただける職人の方がいらっしゃいましたら職種・氏名・連絡先 

だけでも大丈夫ですので、ご紹介いただければ幸いです。 

つきましては、各支部より職人を推薦していただき、「おおいたの職人リスト」にご記入の
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上、ご提出いただけますようご協力何卒よろしくお願い申し上げます。 

なお、ご紹介いただきました方へ本部より資格・現状(後継者等)などお尋ねする事がある

かもしれませんので、ご紹介いただきました方へ建築士会へ紹介した旨お伝え下さい。 

 

              記 

１．詳細については次の資料をご覧ください。 

  ①「おおいたの職人リスト」作成についてのお願い 

              （詳しくはこちらをご覧ください。） 

  ②「おおいたの職人リスト」の記入方法（詳しくはこちらをご覧ください。） 

  ③ おおいたの職人リスト（詳しくはこちらをご覧ください。） 

 

２．ご提出して頂きたい書類 

   ③おおいたの職人リスト  

 

３．提出期限 

   令和５年２月１７日 

  

４．提出先 

  公益社団法人 大分県建築士会 大分支部 事務局  
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◀●新聞記事：【大分建設新

聞：令和５年１月２５日（水）掲

載】 

 

 

詳しくはこちらを 

ご覧ください。  

 

 

 

 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
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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。 

 

【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) 済 

           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。  
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☆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

普及センターで受講した方のみ） 

 

【受講対象者】 

 前回受講年月日が平成３１年４月１日～令和２年３月３１日の所属建築士の方 

【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。 
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 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 

   今年度の対面開催は終了しました。 

 

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。 

 

【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） 済 

 

【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。 
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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。 

  （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５年 

           １月１９日（木） 済 

           ２月 未開催 

           ３月１６日（木） 

 

      新年度 

           ４月２０日（木） 

           ５月 未開催 

           ６月１５日（木） 

           ７月２０日（木） 

           ８月 未開催 

           ９月２１日（木） 

          １０月 未開催 

          １１月１６日（木） 

          １２月２１日（木） 

      令和６年 

           １月１８日（木） 

           ２月 未開催 
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           ３月２１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  

 

  

 

 

▲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   
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▲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。 

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 

 



27

 

※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.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

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・ 
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  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  

 

  

 

 

▲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  
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▲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 

    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） 
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   ・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 

  

※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  

 

  

 

 連載 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。 

 

➋ 岡山県高梁市吹屋地区（その１）  
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倉敷市から中国山地の方角に車で２時間ほど分け入ったところに、江戸時代中期から銅

山とベンガラの産出で栄えた高梁市の吹屋地区がある。 

伝建地区として昭和５２年に選定され、面積は６．４ヘクタール、種別は鉱山町である。  

 

 

 

 

●吹屋地区の町並み 

  

 

●吹屋地区の町並み 

 

 

吹屋地区は、地域一体が中世末期以降銅山で知られ、また、江戸時代中期からはベンガ

ラの生産も新たな産業として起こり昭和４０年頃まで日本で有数のベンガラ特産地として繁

栄した。また当地区は、東城地方（現広島県庄原市）のたたら製鉄で栄えた地区と、高瀬船

が行きかう成羽（なりわ）とを結ぶ吹屋往来として整備され、鉄や米、炭などの物資の中継

地として大いに栄えたとのこと。 

吹屋の町並みは千枚、中町、下町、下谷の四つの地区で構成され、銅山とベンガラの二つ

の産業を背景としてできた問屋や小売商などが軒を連ねている伝統的建造物群保存地区

である。 

建築物の様式としては、屋根は石州瓦で葺かれており、赤褐色を基本として黒から黄色ま

でさまざまな色合いを現出している。外壁はナマコ壁や漆喰塗り、焼き板などであるが、特

に土壁には地元の赤土を使用している。木格子は地元産のベンガラ塗りとしており、全体

的に「朱」を主体とした色調のデザインとなっている。  
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●旧片山家住宅 

  

 

●正面左手腰高格子・右手出格子 

 

 

中町に位置する旧片山家住宅（国重要文化財）は、宝暦９年（１７５９）から２００年余りにわ

たり吹屋ベンガラの製造・販売を手懸けた老舗の商家である。道路に面した正面外観は、

一階左手に腰高格子、右手に緻密で繊細な幅広の出格子が配置されている。 

外壁の漆喰塗りとナマコ壁は主に防火対策を目的にしているが、平瓦の目地部を白い漆

喰で盛り上げているナマコ壁は意匠性も高く、特に旧片山家では主屋といくつかの附属屋

の棟ごとにワザワザ異なったデザインのナマコ壁を多用していた。 

（次回へつづく）  

 

 

 

 

●様々なデザインのナマコ壁 
 

●様々なデザインのナマコ壁 

 

 

 連載 ザキヤマさんの秘境奇行   

 

 



33

 

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。 

  

➋ 土佐の最奥地・湖底遺跡？出現  
 

 

 

●高知県馬路村魚梁瀬集落位置  
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●昭和38年頃の水没前の魚梁瀬地区 

 

 

私のふるさと高知県に馬路（うまじ）村という人口約７００人の村がある。徳島県と接する山

間部に位置し、柚子加工と杉材で活性。他の市町村と合併を行わず独自の運営を営む四

国屈指の小さな優良自治体だ。 

  

１０００m級の山に囲まれた村の中心よりさらに奥の奥に魚梁瀬（やなせ）という平家の落

人が造った秘境集落がある。日本三大美林の一つ「魚梁瀬杉」の産地であり明治時代から

林業で繁栄。とんでもない秘境の谷間に千人以上の集落が形成され、重要文化財「旧魚

梁瀬森林鉄道」により土佐湾まで総延長２５０キロの道程を木材輸送していた。 

  

繁栄当時、魚梁瀬地区には２つの映画館や商店、旅館など森林鉄道線路沿いにひしめく

ように建物が建っていた。車道などない時代、森林鉄道を中心として秘境に賑やかな暮ら

しがあった。 

  

ところが約６０年前、西日本最大のロックフィルダム「魚梁瀬ダム」の完成に伴い、平家の落

人が造った８００年の集落が湖底に沈み、生業である林業が崩壊。多くの住民が集落を去

り、残った住民は高台の代替地に移転。現在の人口は１５０人程度で、その代替地も６０年

経過し高齢化と集落の寂れが加速し、さらに郷愁感が漂う  
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●旧小中学校跡と現在の魚梁瀬地区 

（代替地）  

 

●当時の魚梁瀬駅前の賑わい  

 

 

そんな中、珍しくダムの渇水で６０年前の旧集落跡が現れた。旧集落の上部にあった旧保

育園と旧小中学校である。 

基礎や運動場、厨房のかまどや手洗い場、便所、擁壁や路地跡も顔を覗かせた。実際下

り立ってみると小中学校の基礎が非常に大きい。当時児童数が多くいかに繁栄していたか

がわかる。※ちなみに現在の魚梁瀬小学校の児童数は８名。 

丸い石垣も丁寧に高く積まれ、児童たちが駆け上がった数十メートルの階段や橋、排水管

もそのまま残っていた。 

残念ながら駅前繁華街辺りの跡はまだ遠い湖底で永久にその姿を見ることはないが当時

の繁栄した写真と遺構を見比べ、山の子どもたちで賑わった情景を思い浮かべながら魚梁

瀬を後にした。 

  

※昭和３８年に廃線となった魚梁瀬森林鉄道跡は今も名残があり、土佐湾から魚梁瀬地区

まで遺構を見学することが出来ます。  

 

 

 

 

●旧小中学校 

（見事な石垣と階段、村道が見える）  

 

●旧保育園跡 

（園庭やかまど、手洗い場が見える）  
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●旧魚梁瀬森林鉄道跡（五味隧道）  

 

●旧魚梁瀬森林鉄道跡（立岡二号残道）  

 

 

 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。  

 

 

 

   

石井鏡成さん（(有)石井建築研究所・建築士会副会長）が 
国土交通大臣表彰 を受賞されました。 

 

 

このたび「令和４年度建設事業関係功労者等国土交通大臣表彰」を令和４年７月１１日に

受賞されました。 

ご存じの方が多いと思いますが、石井さんは、長年に渡る設計活動や、県産材の普及・新

技術開発に取り組まれ、地域との関りに於いては、大分市の「戸次本町町並み環境保全

基本構想作成業務」に参画以来、積極的に関り、現在は「戸次本町街づくり推進協議会」

の会長として先頭に立って地域の復興・再生に務めています。 

このたびの受賞について、戸次本町のまちづくりを中心に伺いました。 

  

■このたびは、受賞おめでとうございます。 

建築士会での活動のほか、「戸次本町街づくり推進協議会」の会長として忙しい日々を送ら

れていますが、戸次本町街づくり推進協議会に関わるようになったきっかけをお聞かせくだ

さい。 
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石井さん： 平成６年に大分市が「基本構想作成業務」を大分県建築士会大分支部に委託

され、私は戸次の地元建築士として推薦を受け、策定委員として参画しました。大分支部

会員と大分大学（鈴木副会長）で保存地区内建物の悉皆調査を行い、歴史的建造物の図

面を作成し、そして基本構想の作成に多くの士会会員が協力することになりました。 

 

■まちづくりは、色々と大変でしょうが、苦労された事や、やりがいなどをお聞かせ下さい。 

石井さん： 戸次本町の街づくりは、国の補助事業「街並み環境整備事業」の採択に同意

が得られず、４年間足踏みをすることになります。地域には、様々な歴史があり、街並みへ

の思いの違いを肌で感じました。街並みの保存に賛成の住民は半数以下で、住環境整備

には賛成という人を合わせて70％程度でした。 

５年目に大分市から最後通告を受けました。その後、地元有志が立ち上がり反対住民への

働きかけで、住民が結束し90％以上の同意を取付け、街並み保存が前に進むことになり、

現在に至っています。長年街並み保存活動を続けることができたのも、「心ある人たち」と

の出会いでした。皆さんと街の歴史や文化を掘り下げ、地域の未来について語り合い、

様々な活動を続けてきました。ゴールはありませんが、潤いがあり、生き生きとした暮らしを

送れる街になることを願って、住民の方たちと力を合わせ、まちづくりを継続しています。 

 

■戸次本町街づくりの最終目標（イメージ）などをお聞かせください。 

石井さん： 大分市に唯一残った歴史的街並みや帆足本家酒造蔵（大分市指定有形文化

財）や国登録有形文化財などを次世代に残し、私たちの歴史と文化を継承し、活用していく

事が求められています。 

戸次本町を拠点として、観光振興や地域の活性化、そして帆足本家酒造蔵が市民文化の

振興、そして交流の場となる事を目指しています。 

 

■会員減少等の大問題もありますが、建築士会発展のポイント・方向性などをお聞かせくだ

さい。 

石井さん: 会員は多様な職種の人がいて、活動を通しての交流は視野を広げてくれます。

世代を超えて多くの人と出会い、また異なった職能の会員と意見を交わし、様々な研鑽を

積む事ができ、かけがえのない体験でした。人生が楽しく、より深みのあるものになりまし

た。 

最近の士会活動は目を見張るものがあります。次世代を担う会員が地域コミュニティの再

生や歴史的建造物の調査、また防災の活動に真摯に取り組み評価を得ています。 

私たちの公益事業の活動を県民に広く知ってもらい、「建築士の職能」への理解を深めても



38

 

らう事が大切です。建築士会が地域のまちづくりや建築文化の継承に、建築の職能集団と

して情報発信や提言を行い、希望の持てる地域社会の実現に貢献していきたいと思いま

す。  

 

 

 

今回の受賞は「まちづくり」という地道な活動

が評価された事も一因だと思います。 

大変な活動でしょうが、未来への大きな遺産

をを継承し、活用していく為にも、お元気でご

活躍される事を願っています。 

お忙しい中ありがとうございました。 

 

 

 

◀「基本構想作成業務」の 

一環で作成した戸次本町のまちなみ模型 

 

 

 

●戸次本町のイベント：よいやかがり火 

 

●帆足本家酒造蔵コンサート 
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伊藤憲吾さん（伊藤憲吾建築設計事務所・大分支部長）が 
「たなか邸」で 
ウッドデザイン賞２０２２ を受賞されました。 

 

 

伊藤憲吾さんが「ウッドデザイン賞２０２２」を令和４年１０月６日に受賞されました。このたびの受

賞について寄稿をお願いしました。 

 

大分支部長の伊藤憲吾です。 昨年、設計監理をさせていただいた「たなか邸」がウッドデザイン

賞２０２２を受賞いたしました。 

ウッドデザイン賞とは「木を使うことによって社会問題の解決をめざす活動」として定義付けられて

います。建築だけではなく、木を使ったプロダクトや研究や活動など多岐にわたる取り組みが評

価されています。今後の未来にとって意味のある表彰制度だと考えています。評価を頂いたこと

は大変光栄です。 

たなか邸は、構造材も造作材も全て杉材で構成されています。これはウッドショックを起因として

取り組んだことではありましたが、県産材を中心とした木材利用をすることで輸送エネルギーを抑

えて、本質的に環境問題に向き合えることになりました。杉を梁材にして２間半ほどのスパンを飛

ばすと、梁せいが３３０㎜ほど必要になりました。そこで梁を二重に入れることで応力を分散し、流

通しているサイズの２４０㎜の梁せいに抑えることができました。 

その他、この建築は高潮で浸水する可能性がある為に基礎高さを自主的に高くしたり、準防火地

域による延焼ラインを交わすことで1階を木質空間として地域に開いています。環境に応え、水害

火災に備え、地域とつながる住宅となりました。 

施工は朝来野工務店さん、構造設計はきいぷらんさんです。建築士会の会員さんのチームで造

ることができました。 
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建物概要 

所在地/大分県大分市 

主要用途/専用住宅 

 

設計 

建築設計 伊藤憲吾建築設計事務所 

担当/伊藤憲吾、高田明日香、森悟 

構造設計 きいぷらん 山下智 

施工 株式会社 朝来野工務店 

 

構造・工法 

主体構造 木造在来工法 

     （主たる構造材：杉） 

 

規模 

階数 地上２階建て 

敷地面積 181.69㎡    

建築面積 46.50㎡   

延べ面積 85.97㎡ 

 

工程 

設計期間 

2020年12月～2021年9月 

工事期間 

2021年10月～2022年4月28日 

 

 

ウッドデザイン賞は、木で暮らしと社会を豊か

にするモノ・コトを表彰し、国内外に発信する

ための顕彰制度です。 

 

～新たな顕彰制度として生まれ変わった今

年度は188点が受賞～ 

10月6日（木）、「ウッドデザイン賞2022」の受

賞作品188点が選出されました。 

6月20日から7月31日まで作品を募集し、応

募総数330点が集まりました。本日発表され

た作品は、書類による第一次審査、審査委

員会（委員長：赤池学）による第二次審査を

経て決定されたものとなります。 
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 掲 示 板  （他団体の案内や新聞記事等の掲示をします）  

 

 

 

   

新聞記事：磯崎新さん死

去 

令和４年１２月２８日に９１歳

で死去された磯崎新さんの記

事です。 

【大分合同新聞：令和４年１２

月３１日（土）掲載】 

 

※詳しくはこちらをご覧くださ

い。  

 



42

 

新聞記事：磯崎新さんを

悼む 

令和４年１２月２８日に９１歳

で死去された磯崎新さんへの

追悼記事です。 

【大分合同新聞：令和５年１月

７日（土）掲載】 

 

※詳しくはこちらをご覧くださ

い。  

 

 

 

新聞記事：未来に残したい建築物 

建築士会大分支部青年部が協力（選定）した「未来に残したい建築物」の記事です。 

県下各地に現存する８施設を選定しています。 

【大分建設新聞：令和５年１月１日（日）掲載】 

※詳しくはこちら（上）、（下）をご覧ください。  

 



43

 

 

 

 

 

もくもく塾のご案内 （大分県木造住宅等推進協議会） 

 

日頃より本協議会の運営にご協力いただき誠にありがとうございます。 

標題にあるとおり、下記により２年ぶりにもく・もく塾を開催することとなりました。 

  

◎開催日時：令和５年２月１４日（火）１４：００～１６：００ 

◎開催場所：レンブラントホテル ２階 二豊の間 

◎研修内容：伊藤憲吾建築設計事務所の伊藤憲吾代表 及び 

      ミウラクワノパートナーシップ有限会社の三浦逸朗代表より 

      これからの木造建築の可能性等についてご講演いただきます。 

◎申込方法：記載のURL（https://forms.gle/qbg5Z4Xfbbowz2k9A）又は 

      QRコードから入力フォームに入力 

◎参加料は無料です。 

  

積極的なご参加よろしくお願い致します。 
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※添付ファイルは、下記URL（ギガファイル便）よりダウンロードしてください≫ 

https://2.gigafile.nu/0209-dd17fe8c881efa86b2fddcb5b5f9d1469 

ダウンロード期限：2023年2月9日(木)  
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「大分県地震被災建築物応急危険度判定士養成講習」のご案内（建防協） 

 

今年度の「応急危険度判定士新規登録者向け講習」を開催いたします。 

当日のカリキュラム等詳細は添付の案内をご覧ください。 

なお、大分県地震被災建築物応急危険度判定士の資格認定申請を行う方は、本講習の受講が

必要になります。 

資格要件を有し、登録を希望する方は、本講習を受講していただくようお願いいたします。 

１．日時：令和５年２月１６日（木） １３：００～１６：５５ 

２．場所：土地改良会館５階 大会議室（大分市城崎町２丁目２番２５号） 

３．申込方法：令和５年２月９日（木）までに別紙１を提出してください。 

  

【添付ファイルが開けない方は、下記URL（ギガファイル便）よりダウンロードしてください】 

https://80.gigafile.nu/0208-be7ec8b23b5b9a9c195584f99b7afff0e 

ダウンロード期限：2023年2月8日(水)  

 

  

 

   

図書のご案内：和室礼讃 

「ふるまい」の空間学 

（晶文社 2700円＋税） 

 

和室らしさとは何か？ 

未来のために、和室の魅力

を、言葉とビジュアルから読み

解く。 

 

第三章のⅡ作法の飾る（床の

間）で、大分大学の鈴木義弘

先生（建築士会副会長）が、

別府市に現存する重光葵別

荘の床の間を執筆していま

す。  
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新聞記事：建築模型製作

体験 

１２月１８日（日）に開催された

「建築模型製作体験」の記事

です。 

【大分建設新聞：令和５年１月

６日（金）掲載】 

 

※詳しくはこちらをご覧くださ

い。 

 

 

 

   
 

 

   

新聞記事：おりがみ建築

教室 

１月２２日（日）に開催された

「おりがみ建築教室」の事前

告知記事です。 

【大分合同新聞：令和５年１月

１１日（水）掲載】 

 

※詳しくはこちらをご覧くださ

い。  
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新聞記事：臼杵の斎藤行雄さん「まち

づくり賞」に 

ＮＰＯ法人全国町並み保存連盟副理事長の

齋藤行雄さん（建築士会臼杵支部）が「田村

明まちづくり賞」を受賞された記事です。 

本賞は、街づくりプランナーの田村明さんの

業績を讃え２０１１年に創設され、毎年１～２

名を表彰しています。 

県内からの受賞は初めて。 

【大分合同新聞：令和５年１月５日（木）掲載】 

 

※詳しくはこちらをご覧ください。  

 

   

 

新聞記事：私の相棒 

士会公益事業の「建築模型製作体験」で講師をされている松田周作さん（松田周作建築設計事

務所・支部常議員）の記事です。 

【大分合同新聞（GX）：令和５年１月２４日（火）掲載】 

 

※詳しくはこちらをご覧ください。  
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  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  
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 大分支部 賛助会員一覧   

 

  

 

【法人会員：３９社】 

・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 ・(株)古城  

・柳井電気工業(株) ・(株)エンワ ・庄司工業(有) ・ＹＫＫＡＰ(株)大分支店 

・オリエント産業(株)大分支店  ・(株)栄工社 ・(株)大分住宅研究室  

・(株)松村硝子店 ・豊國建設(株) ・新日本法規出版(株) ・新成建設(株) 

・(株)ピーエス三菱九州支店 ・大分県インテリアコーディネーター協会 

・日本加除出版(株) ・積水ハウス(株)大分支店 ・(株)シーピーユー九州支店  

【個人会員：１６名】   

・岡本様 ・佐藤様 ・山下様 ・(株)清電社８名 ・(株)安部電業社３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。  

 

 



50

 

 

 

明けましておめでとうございます‼ 本年もよろしくお願いします。 

遅ればせながら、新年のご挨拶を申し上げます。 

年末に磯崎新さん死去の訃報が多くのマスコミで報じられました。言うまでもなく大分が生

んだ世界的建築家ですが、建築のジャンルを超えて、多くの県民が知っている超有名人で

しょう。 

常に問題提起を行い、「文化としての建築」を提唱していました。また、若い頃から海外進

出を行い、後進にその道を開いてくれました。県外勤務が多かった私も、ただ同郷というだ

けで、誇らしい思いがしたものです。 

大分には多くの礒崎建築が残され、アートプラザには「磯崎新展示室」まであります。他県

の方が羨ましがるような「磯崎建築」を身近に感じるこの素晴らしい環境下で暮らせる事を

幸せに思います。 

さて、コロナ新規感染者も第８波が終息に向かっていますが、気を緩めずしっかりと感染対

策をしていきましょう。 

 

  

 

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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

大分県建築士会大分支部メール 令和5年1月31日発行 第105号 

事務局：〒870-0045 大分市城崎町1丁目3番31号 富士警報大分ビル3階 

TEL：097-532- 6607 FAX：097-532-6635 
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