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建築士会全国大会に出席してきました
ハイライト:
· 全国大会に2名参加
· 「ぐるっと本耶馬渓」開催

10月24日（金）福島県郡山市で開
催された、「第57回 建築士会全国大会
ふくしま大会 ~ ふくしまで語ろう 建
築・絆・再生 ~」に中津支部から山村、
是本の２名が参加しました。

· 釣りクラブの歴史に幕
· 建築基準法が改正
· 新規に２名の会員が入会

大会前日の23日に行われた青年
フォーラムでは、各ブロックの代表が
地域実践活動を発表し、質疑応答を行
いました。そこでは、空家の活用の関
する活動が多くみられたことが印象的
でした。
大会当日は会場である「ビックパ
レットふくしま」へ少し早目に行きま
した。 再来年の全国大会は大分県で開
催予定なので、準備段階を見たかった
からです。

会場には様々な看板やブースが設置
されていました。これらを再来年私た
ちが担当することになります。
私達は、復興に関するセッションに
参加し、建築士会連合会の青年委員 女
性委員 まちづくり委員それぞれの復興
に向けた活動事例を聞きました。 九州
で耳にする被災地の情報と、実際の現
地の人の声との違いに驚きと悲しみを
感じました。
今回、二泊三日のスケジュールを計
画し、大会参加以外にも時間にゆとり
があり東日本大震災の津波被災地へ足
を運びました。ここに本当に町があっ
たのかと、辺りに残っている建物の基
礎や面した道路から、当時の町の形跡
が何となく想像できる程度で、想像を
絶する光景でした。仙台湾南部海岸 ⇒
相馬市の北 ⇒石巻漁港岸沿いに見渡す
限り続く防潮堤、訪れた場所の高さ
は、大凡5ｍ。東北と関東の沿岸で総延
長約400キロもの計画。土工事車両の
トラックが途絶えなく走っていまし
た。

大会に参加した感想ですが、岩手建
築士会員の方達が「風化させない」た
めの思いを熱く語っていたのがとても
印象に残る全国大会で、初参加の貴重
な経験となった三日間でした。
青年部長

是本

昭善
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史跡と浪漫を探訪する会 開催
平成２６年１１ 月９日（日）に、「ぐ
るっと本耶馬渓（ちょこっと院内）」と
題して、史跡と浪漫を探訪する会が開催
されました。
秋の恒例行事となったこの歴史散策は
、今年で９回目。参加者は一般１８人、
まちなみ会・建築士会８人、市役所２人
で、今回は本耶馬渓・院内地区をバスで
見学しました。
当日は、小雨が降ったりやんだりのあ
いにくの天気で、足元の悪い中での見学
でしたが、ボランティアガイドの皆さん
の説明に熱心に耳を傾け、歴史に思いを
馳せながら興味深く見学していました。

青の洞門周辺を散策（観光ガイド付き）
---中津市役所到着
青の洞門周辺の案内は、本耶馬渓地区
の観光ボランティアガイドの方にお世話
になりました。
ありがとうございました。

【見学コース】
中津市役所出発---枌（へぎ）の洞窟--院 内 道 の 駅（ト イ レ 休 憩）--山戸邸（鏝絵等見学)---耶馬渓風物館--レ ス ト ハ ウ ス 洞 門（昼 食）---

新年会 開催
平成27年1月16日（金）に建築士会中
津支部の新年会が開催されました。
参加人数総勢33名、中華料理の円卓を

囲みながらのたのしい懇親会が行われま
した。

釣りクラブ 34年の歴史に幕
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今年が30回のキス釣り大会で、キスを
清浄園に持参した時にこれで最後ですと
言いましたが。以前はドンボスコや豊寿
園などにも持って行った事も有りまし
た。
思い起こせば、釣りクラブは34年ほど
前に中津市の今は亡き西野建築課、課長
（当時）から「是本さん釣りの同好会よ
り、建築士会の釣りクラブを作ったらど
うな．．．」と言われて、亡くなった阿
部さんや上川さん、現在療養中の冨部信
一さんにも相談して＜建築士会中津支部
釣りクラブ＞を起ち上げたのが始まりで
した。
以来34年様々な出来事もあり楽しい事
や、船に酔ってゲエゲエ言う人や「もう

降ろしてくれ」と言って、船を途中から
引 き 返 さ せ た 人 も 居 ま し た。保 戸 島 に
行った時など、矢永さんは、椛田さんが
横でゲエゲエ言っているのに「もう握り
飯はねえんかな」とパクパク食っていま
した。県職の後藤周三さんと一緒に腹を
抱えて笑いました。
然し最近は、参加者も減少し高齢化し
ててしまい先日、協議委員会に諮ったと
ころ、廃部とし、３４年の幕を閉じる事
に致しました。
長い間ありがとうございました。
釣りクラブ 会長
是本正昭
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約８年ぶりに建築基準法が改正 ！！
構造計算適合性判定制度を導入した平
成18年の改正以来、約８年ぶりに建築基
準 法 が 改 正 さ れ ま し た。今 回 の 改 正 で
は、より合理的かつ実効性の高い確認検
査制度を構築するため、構造計算適合性
判定※２制度の見直しや仮使用制度の民
間開放など、建築主・設計者の皆さまが
行う建築確認の申請手続き等も変更され
ます。 これら建築確認の申請手続き等
の変更は、平成27年６月１日から施行さ
れます。
詳しい内容は国土交通省のＨＰで見る
ことが出来ますが、改正後の運用につい
ては、これから建築士会やその他建築団
体によって講習が行われると思います。
法改正後のスムーズな業務が出来るよう
に準備しておきましょう。

法改正の概要
■木造建築関連基準の見直し
・木造利用を促進するため、３階建て
の学校等について一定の防火措置を
講じた場合には準耐火構造等にでき
る。
■実効性の高い建築基準制度の構築
1.定期調査・検査報告制度の強化
2.建築物の事故等に対する調査体制の
強化
■合理的な建築基準制度の構築
1.構造計算適合性判定制度の見直し
2.指定確認検査機関等による仮使用認
定事務の創設
3.新技術の円滑な導入に向けた仕組み
4.容積率制限の合理化

概要
■木造建築関連基
準の見直し
■実効性の高い建
築基準制度の
構築
■合理的な建築基
準制度の構築

月一回ペースで 「水曜喫茶室」 を開催
昨年末から月一回のペースで水曜喫茶
室を開催しています。
基本的に毎月第２水曜日の夜ですが、
変更することもあります。その時は建築
士会中津支部のＨＰで告知しますので、
士会ＨＰをたまに覗いてください。
今後は、勉強会や街に出ての活動など
も視野に入れて「楽しく学ぶ場」をみん
なで創りたいと思っています。
水曜喫茶室に参加してみたい方や、検
討してほしいテーマや問題、開催してほ
しい勉強会などありましたら、建築士会
中津支部事務局まで連絡お願いします。

「避難所運営体験」に参加
平成27年2月17日 中津・宇佐・豊後
高田地域の自治委員や民生委員など１３
０名が集まって行われた「避難所運営体
験」に建築士会の会員として参加しまし
た。

この日は、実際に大分県北部で震度６
強の地震が起こり、被災した地域住民が
避難所へ集まった時にどのような問題が
起きるのか、どのような対処の方法があ
るのかを体験しました。

避難所運営体験は４０分程度でした
が、何の準備もしていないことの恐ろし
さを痛感しました。一番怖いと感じたの
は、この状態がいつ終わるのか分からな
いことでした。そんな状態にならない為
にも今回のような疑似体験は大切です。
避難所運営体験に参加することで、避難
所として機能させるために必要な準備
や、地域での人とのコミュニケーション
の大切さ、インフラが止まった時に必要
な知識と道具などが見えてきました。
今後、日本全国でこのような避難所運
営体験をすべきだと感じます。

青年部

山村

増治
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11月に建築セミナーに参加してきました
平成２６年１１月８日（土）１２：０
０〜「第２回 おおいた建築セミナーＩ
Ｎ豊後大野」が豊後大野・竹田支部共同
で豊後大野市庁舎にて行われ、中津支部
も第二分科会の「木造文化の過去・現
在・未来」に参加してきました。
大分県立三重総合高校にて田中先生に
よる説明して頂きながら見学、つづい
て、大分プレカットにて日頃見れない加
工の流れ・継手等の多様性など説明して
頂きました。
最後の講演では田中先生よりこれまで
の日本の木材について経過やこれからの

木質・木材の新たな利用方法（LVL・
CLT）やそれに伴う工法等、今後取り入
れたいや知らなかった事等、今後取入れ
たい話や自分自身にとっても有意義な分
科会となりました。
青年部 松山 桂嗣

わたしの作品
【如水コミュニティーセンター(仮称)】
この建物は、如水校区の地域コミュニ
ティ活動の拠点として建設されました。
地産材をふんだんに使用し、木の温も
りに溢れた建物は、外部には桧板を張
り、内部には木軸組を意匠的に見せてい
ます。特に、玄関ホール部のボックス梁
と集会室のトラス梁が象徴的な空間を創
り出しています。

公益社団法人
大分県建築士会中津支部
大分県中津市中央町１丁目５−２４
（株）中津建築会館内
電話: ０９７９（２４）３５９７

・発 注 者：中津市市長 新貝正勝
・設計・監理：㈱松山設計 松山忠幸
・建
築：高野建設㈱
・電
気：㈱隆電設
・機
械：㈱つねひろ
・構造・階数：木造平屋建て
・延べ床面積：６６７．３９㎡

FAX: ０９７９（２４）７３２０
電子ﾒｰﾙ:n-shikai@estate.ocn.ne.jp

新規会員紹介
この度、2名の会員が入会しました 。ご
紹介します。（H27年5月現在）

建築を通して豊かな社会づ
くりを目指して日々活動し
ております

ホームページもご覧ください
http://kentikusi-nakatu.net/

会員名 ： 山本 寛泰
会社名 ； 伸和建設株式会社
住所
： 中津市三光成恒294-1
電話
： 0979-43-2122
会員名 ： 津崎 太児
会社名 ； ㈱白石総合コンサルタント
住所
： 中津市中央町1-2-35
電話
： 0979-23-0136
これからもよろしくお願いいたします。

事務局より
皆様いかがお過ごしでしょうか？
今年度より午前中のみの業務になりま
す。おいしいコーヒーを入れて待ってお
りますので、事務局に気軽によってくだ
さい。
事務局 原 より
今後の予定
６月２７日
８月 ２日
１０月 ３日
１０月３０日

建築士の集い（佐賀市）
職人ﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ（ﾀﾞｲﾊﾂ九州ｱﾘｰﾅ）
建築セミナー（宇佐市）
建築士会 全国大会（金沢市）

まだ、まだありますが、決定次第順次報
告いたします。
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