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　今回のリニューアルの最大の目玉は、夜間の演出照明であ

る。これまで、昼間しか訪れることがなかったロードに夜多く

の観光客を始め地元住民が足をはこぶ。道路空間を時間軸で

２倍活用した結果である。夜間のよびものの影絵の照射に関

しては交通安全上一定の制約条件はあるものの、これまで、

車両や歩行者の通行目的という生活道以外に活用の方法が

なかった道路空間を見事に有効活用した。

（写真提供：境港市、文：足立收平）
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水木しげるロード
　水木しげるロードの来訪者は平成22年の370万人をピークに
減少傾向にあるもののその後200万人を維持している。将来に向
け持続的な観光地として発展していくためには、好調を維持して
いる今こそ将来に向けた次の一手を打つべきとの考えから、平成
25年12月にリニューアル事業に向けキックオフ宣言がなされ、
４年半の歳月をかけて平成30年７月にオープンした。
　「誰もが訪れたくなるおもてなしとエンターテインメントの
ロードづくり」を基本構想に掲げ、基本理念を、普通道路から質の
高い道路空間の創出、車が主役の道から人が主役の道へ、妖怪の魅
力が堪能できる世界で唯一のロードへなどとし、来訪者は楽しみ
ホスピタリティーを感じていただける空間をめざし計画が進めら
れた。その計画作成にあっては、基本構想段階から東京大学の堀繁
名誉教授を座長に迎え、地元関係者とともに検討委員会で約３年
におよぶ議論を重ね作り上げた。
　その結果、水木しげるロードは道路という公共空間を有効に活
用した事例として注目を集めている。人にやさしい道として一車
線一方通行化を実現し、歩道空間を大幅に拡張、そこには妖怪オブ
ジェやベンチ等のストリートファニチャーが配置され多くの滞留
スペースを創出している。このことがホスピタリテイーの向上に
つながっている。　　　　　　　（写真提供：境港市、文：足立收平）

表紙のことば

【空き家問題の現状】

　人口減少や高齢化に伴って、県内においても、住む
人のいない空き家、シャッターが降りたままの空き店
舗・事務所など使われない空き家が出現し、街の賑わ
いや地域のコミュニティが失われていくことが危惧
されています。
　これらは、適切に管理がされず放置されたものが多
く、一部には倒壊の危険性があったり、ゴミ屋敷や鳥
や小動物の巣となって、不衛生な状況となるなど、周
辺環境に深刻な影響を及ぼす事態となっています。
　さらに、高齢者世帯だけが暮らす住まいは市街地や
中山間地を問わず相当数に上り、「空き家予備軍」を形
成しつつあります。
　県内では、平成26年から現在までに市町村の指導等
により300件を超える危険空き家が除却されていま
すが、上記のような理由から、空き家の数は増加傾向
にあります。

【空き家対策の取組】

　こうした状況に鑑み、市町村が条例の整備等によっ
て空き家対策を進められるように、平成24年12月に
県と市町村が国に先んじて「鳥取県空き家対策協議会」
を設置し、翌年には、市町村が行う空き家の実態把握や
除却補助等を支援する「鳥取県空き家対策支援事業」を
創設するなど、空き家対策の取組を行っています。
　国では「空家等対策の推進に関する特別措置法」が
平成27年２月に施行され、固定資産税情報の目的外利
用による空き家所有者の把握、危険空き家等を市町村
が撤去できる代執行が制度化されるなど、国も積極的
な対策を展開しています。

【空き家の利活用】

　宅地建物取引業協会や建築士会、司法書士会などで
構成する「とっとり空き家利活用推進協議会」が平成
28年７月に設立され、空き家相談会や、空き家を「使い
こなす」意識を盛り上げていくためのシンポジウム等
を開催しており、県も積極的に活動支援を行っていま
す。
　今年度は、９月に智頭町で「空き家を地域で活かす
には」をテーマにシンポジウムが開催され、尾道市で
空き家再生に取り組むNPO法人の活動紹介や、県内で
空き家の利活用に先駆的に取り組まれている方々と
のパネルディスカッションを通じて、空き家の利活用

を取り巻く課題や解決方法、取り組みのポイントなど
について共有が図られました。
　県内の空き家の数は増えていますが、それとともに
「空き家に移住したい」というＩＪＵターンの方もど
んどん増えてきています。智頭町では、移住希望者の
空き家ニーズの多さに対応しきれず、「空き家が足り
ない！」と悲鳴をあげておられます。
　また、若者世代の中には、住宅をシェアしたり、古民
家をリノベーションして店舗とするなどの活用も見
られます。
　さらに、南部町では、NPO法人が空き家を借り上げ
てリフォームし、賃貸住宅として提供するといった取
組を進めており、この活動は県内各地に広がりつつあ
ります。
　この他にも、県内の多くの市町村では、「空き家バン
ク」の取組を進めており、空き家を厄介ものにしない
ための取組は、少しずつ、歩を進めています。

【課題解決に向けて】

　克服しなければならない課題もいくつかあります。
　その一つが所有者が分からない建物や敷地の存在
です。不動産には所有者を公示するための登記制度が
ありますが、登記は義務でないため、不動産を必要と
しない相続人等は手間の掛かる登記をしません。その
結果、誰のものか分からないまま放置された空き家等
が増えることになります。
　今年６月に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関
する特別措置法」が成立し、所有者不明の土地を公的
に活用する際に利用権を地方公共団体で設定するこ
とが可能となりました。
　現在、登記の義務化や所有権の放棄等について、国
の方で制度改正を目標に検討が進められています。
　人口減少が加速する中、空き家の発生を少しでも抑
制するために、これからの住まいの所有者には、どん
な使い道があり、どうすれば長く使えるか、「放棄」か
ら「使いこなす」への意識転換が必要です。同時に、造
り手や売り手の側にも、使い手のニーズに応え、「造
る」から「使いこなしてもらう」ような事業展開が求め
られる、そんな時代を迎えたのではないでしょうか。
地域の住民がこれからも継続してその地域に住み続
けられるように、これらの課題解決に向けて、貴協会
からもお力添えを賜れば幸いです。

小林　綾子
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くらしの安心局長
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会 長メッセ ー ジ

メッセージ

　本年の５月18日の（一社）鳥取県建築士事務所協

会定時総会において会長に再任されました霜村で

す。改めまして会員の皆様、よろしくお願い申し上げ

ます。

　振り返ってみますと１期目の２年間はアッと云う

間に過ぎ去っていったように感じておりますが、中

でも一番印象に残っているのは、当然のことながら

協会創立50周年記念事業のことであります。これに

ついては正会員・賛助会員そして事務局また関連団

体の皆様の大きなご協力ご支援のもと大変立派な事

業が出来ました事を改めて厚くお礼を申し上げま

す。

　さて、協会がこれから取り組むべき課題が多々あ

るなかでも、１期目にも申し上げました「会員企業の

地位向上・経営基盤の安定」のために取り組むべき課

題が最優先と考えます。

　本年度、日時連を含む建築設計三会が国土交通省

に要望してまいりました業務報酬基準（告示15号）

の改正案が８月24日の国土交通省の中央建築士審

査会で了承されました。

　今後はパブリックコメントなどを経て平成30年

度末までには最終決定されるとのことです。しかし

ながらいくら良い制度が出来てもそれを私達が上手

く使うことが出来なければ宝の持ち腐れとなってし

まいます。

　会員の皆様と共に行政懇談会や経済団体への要望

活動などを行い公共団体はもとより、民間事業者に

も理解を広めて行きたいものだと考えております。

　そして皆様のおかげで正会員、賛助会員とも徐々

にではありますが増加しておりますので今後とも会

員増強にもご協力をお願いいたします。

　これからも記述した事のみならず多くの課題に取

り組んで行かなければなりませんが正会員そして賛

助会員の皆様のご協力ご支援なくして成し遂げられ

るものではありませんので、改めてお願いを申し上

げご挨拶と致します。

会　長　霜 村 將 博

一木会　平成30年度前半の活動報告

　今年度役員改選がおこなわれ、鳥取県建築士事務所協会

副会長兼、東部支部会長を引き続き拝命いたしました。昨年

は50周年を迎え、若者をどう育てるかを問い、今年度は地

方の設計業界の取り組む諸問題に向かって、支部を盛り上

げ、皆様の力を結集して解決していきたいと思います。諸問

題としては、若手建築士の育成、世代交代、公共工事発注の

有りかたなど山積しております。

　問題解決にあたるには、一木会を充実させ支部の盛り上

がりが必要不可欠です。

　一木会は２か月に１回開催し、勉強会及び、情報交換、並

びに懇親会を行っています。懇親は会員相互はもちろんの

事、合わせて賛助会員との交流を深める場です。今後とも、

皆様のご参加、ご協力をお願いいたします。

東部の動き

副会長（東部担当） 塚 田 　 隆

開催日

場　所

参加人数

内　容

開催日

場　所

参加人数

内　容

開催日

場　所

参加人数

内　容

氏 名役 職

一木会会長

副会長

事　務　所　名

塚田　　隆

門脇　　昇

上山　善博

小谷　雅昭

㈲塚田隆建築研究所

㈲門脇構造研究所

㈲木下建築研究所

コダニ建築環境設計㈲
幹　事

一木会　役員リスト

氏 名役 職 事　務　所　名

来田　信浩

小谷　　正

佐藤　　実

森下　泰年

㈱桜や 建築設計工房

㈱本間設計事務所

フォーディー設計合同会社

㈱森下久平商店

幹　事

第１回例会 第２回例会

総会 第２回例会懇親会
創立50周年記念講演会　於:ハワイアロハホール

■平成30年度　第１回一木会
　　　　平成30年４月５日（木）午後４時～午後８時
　　　　しいたけ会館　対翠閣
　　　　50名
　　　　１．一木会例会
　　　　　委員会報告
　　　　　　平成30年～ 31年度鳥取県建築士事務所協会理事
　　　　　　及び監事推薦者の報告
　　　　　新事務局長紹介
　　　　　ゴルフコンペの案内
　　　　２．企業年金について
　　　　３．賛助会員ＰＲ
　　　　　　　オスモ＆エーデル㈱・神島化学工業㈱
　　　　　　　ナイス㈱・福間商事㈱・吉野石膏㈱
　　　　　　　ＹＫＫＡＰ㈱

■平成30年度　一木会通常総会
　　　　平成30年６月７日（木）午後５時半～午後８時
　　　　しいたけ会館　対翠閣
　　　　51人
　　　　１．通常総会
　　　　　議事　第１号議案　平成29年度事業報告
　　　　　　　　第２号議案　平成29年度収入支出決算承認の件
　　　　　　　　　　　　　　　（平成29年度監査報告）
　　　　　　　　第３号議案　平成30・31年戸役員選任の承認の件
　　　　２．報告事項　平成30年度事業計画及び平成30年
　　　　　　　　　　　度収入支出予算
　　　　　　　　　　　（平成30年５月30日幹事会承認）
　　　　３．懇親会

■平成30年度　第２回一木会
　　　　平成30年８月２日（木）午後５時40分～午後８時
　　　　しいたけ会館　対翠閣
　　　　42名
　　　　１．一木会例会
　　　　　　委員会報告
　　　　　　新入会員紹介
　　　　　　　鳥取県県建築士事務所協会東部支部、
　　　　　　　鳥取県建築士会東部支部
　　　　　　合同ゴルフコンペ報告
　　　　２．納涼会
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会 長メッセ ー ジ

メッセージ

　本年の５月18日の（一社）鳥取県建築士事務所協

会定時総会において会長に再任されました霜村で

す。改めまして会員の皆様、よろしくお願い申し上げ

ます。

　振り返ってみますと１期目の２年間はアッと云う

間に過ぎ去っていったように感じておりますが、中

でも一番印象に残っているのは、当然のことながら

協会創立50周年記念事業のことであります。これに

ついては正会員・賛助会員そして事務局また関連団

体の皆様の大きなご協力ご支援のもと大変立派な事

業が出来ました事を改めて厚くお礼を申し上げま

す。

　さて、協会がこれから取り組むべき課題が多々あ

るなかでも、１期目にも申し上げました「会員企業の

地位向上・経営基盤の安定」のために取り組むべき課

題が最優先と考えます。

　本年度、日時連を含む建築設計三会が国土交通省

に要望してまいりました業務報酬基準（告示15号）

の改正案が８月24日の国土交通省の中央建築士審

査会で了承されました。

　今後はパブリックコメントなどを経て平成30年

度末までには最終決定されるとのことです。しかし

ながらいくら良い制度が出来てもそれを私達が上手

く使うことが出来なければ宝の持ち腐れとなってし

まいます。

　会員の皆様と共に行政懇談会や経済団体への要望

活動などを行い公共団体はもとより、民間事業者に

も理解を広めて行きたいものだと考えております。

　そして皆様のおかげで正会員、賛助会員とも徐々

にではありますが増加しておりますので今後とも会

員増強にもご協力をお願いいたします。

　これからも記述した事のみならず多くの課題に取

り組んで行かなければなりませんが正会員そして賛

助会員の皆様のご協力ご支援なくして成し遂げられ

るものではありませんので、改めてお願いを申し上

げご挨拶と致します。

会　長　霜 村 將 博

一木会　平成30年度前半の活動報告

　今年度役員改選がおこなわれ、鳥取県建築士事務所協会

副会長兼、東部支部会長を引き続き拝命いたしました。昨年

は50周年を迎え、若者をどう育てるかを問い、今年度は地

方の設計業界の取り組む諸問題に向かって、支部を盛り上

げ、皆様の力を結集して解決していきたいと思います。諸問

題としては、若手建築士の育成、世代交代、公共工事発注の

有りかたなど山積しております。

　問題解決にあたるには、一木会を充実させ支部の盛り上

がりが必要不可欠です。

　一木会は２か月に１回開催し、勉強会及び、情報交換、並

びに懇親会を行っています。懇親は会員相互はもちろんの

事、合わせて賛助会員との交流を深める場です。今後とも、

皆様のご参加、ご協力をお願いいたします。

東部の動き

副会長（東部担当） 塚 田 　 隆

開催日

場　所

参加人数

内　容

開催日

場　所

参加人数

内　容

開催日

場　所

参加人数

内　容

氏 名役 職

一木会会長

副会長

事　務　所　名

塚田　　隆

門脇　　昇

上山　善博

小谷　雅昭

㈲塚田隆建築研究所

㈲門脇構造研究所

㈲木下建築研究所

コダニ建築環境設計㈲
幹　事

一木会　役員リスト

氏 名役 職 事　務　所　名

来田　信浩

小谷　　正

佐藤　　実

森下　泰年

㈱桜や 建築設計工房

㈱本間設計事務所

フォーディー設計合同会社

㈱森下久平商店

幹　事

第１回例会 第２回例会

総会 第２回例会懇親会
創立50周年記念講演会　於:ハワイアロハホール

■平成30年度　第１回一木会
　　　　平成30年４月５日（木）午後４時～午後８時
　　　　しいたけ会館　対翠閣
　　　　50名
　　　　１．一木会例会
　　　　　委員会報告
　　　　　　平成30年～ 31年度鳥取県建築士事務所協会理事
　　　　　　及び監事推薦者の報告
　　　　　新事務局長紹介
　　　　　ゴルフコンペの案内
　　　　２．企業年金について
　　　　３．賛助会員ＰＲ
　　　　　　　オスモ＆エーデル㈱・神島化学工業㈱
　　　　　　　ナイス㈱・福間商事㈱・吉野石膏㈱
　　　　　　　ＹＫＫＡＰ㈱

■平成30年度　一木会通常総会
　　　　平成30年６月７日（木）午後５時半～午後８時
　　　　しいたけ会館　対翠閣
　　　　51人
　　　　１．通常総会
　　　　　議事　第１号議案　平成29年度事業報告
　　　　　　　　第２号議案　平成29年度収入支出決算承認の件
　　　　　　　　　　　　　　　（平成29年度監査報告）
　　　　　　　　第３号議案　平成30・31年戸役員選任の承認の件
　　　　２．報告事項　平成30年度事業計画及び平成30年
　　　　　　　　　　　度収入支出予算
　　　　　　　　　　　（平成30年５月30日幹事会承認）
　　　　３．懇親会

■平成30年度　第２回一木会
　　　　平成30年８月２日（木）午後５時40分～午後８時
　　　　しいたけ会館　対翠閣
　　　　42名
　　　　１．一木会例会
　　　　　　委員会報告
　　　　　　新入会員紹介
　　　　　　　鳥取県県建築士事務所協会東部支部、
　　　　　　　鳥取県建築士会東部支部
　　　　　　合同ゴルフコンペ報告
　　　　２．納涼会



一水会　平成30年度前半の活動報告

中部の動き

副会長（中部担当） 井手添　　誠

開催日

場　所

参加人数

８月例会

通常総会

6月例会

　平成29年度事業報告～決算承認、平成30年度事業計画～
予算承認、続いて、役員
改選を行い、原案のとお
り承認をいただきまし
た。その後の懇親会は、
一般社団法人　鳥取県建
築士事務所協会総会の懇
親会と兼ねて開催しまし
た。

■８月例会
　　　　平成30年８月１日（水）
　　　　桜山荘
　　　　43名

開催日

場　所

参加人数

　演題　
　　『集合住宅に求められる断熱の重要性(集合ZEHを含め)』
　　　　講師　YKKAP株式会社
　８月例会は賛助会員企業による研修会を行ったあと、バー
ベキューでの納涼会となりました。
　暑い中でのビンゴゲームなど大変盛り上がりました。

■6月例会
　　　　平成30年６月６日（水）
　　　　ホテルセントパレス倉吉
　　　　44名

開催日

場　所

参加人数

　･演題Ⅰ　『既設の現場打道路側溝改修構法』
　　　　　講師　㈱ニッコン
　･演題Ⅱ　『ここまで変わった建物の杭基礎工法』
　　　　　講師　日本ヒューム㈱

　６月例会は賛助会員企業による研修会を行いました。
　㈱ニッコン様による既設現場打側溝の改修工法の提案と、
日本ヒューム㈱様による杭基礎工法についての提案がありま
した。

氏 名中部役職

井手添　誠

尾﨑　浩秀

戸田　雅之

村中　耕作

小谷　真一

藤井　泰徳

藤原　賢治

㈲井手添建築設計事務所

㈱尾崎設計事務所

一級建築士事務所戸田設計

㈲匠建築設計事務所

㈲セイク設計

㈲フジイ総合設計事務所

㈲アーク設計工房

一水会　役員リスト

事　務　所　名

一水会会長

副会長

会　計

幹事長

幹　事

氏 名中部役職

若松　高幸

大前　拓也

讃岐　英夫

北中　彰拡

山下　正喜

川口　俊光

安谷　潔美

㈱アオキ建設建築設計事務所

㈲オオマエ建築設計事務所

㈲ミュー設計工房

北中建築設計事務所

㈲安本設計事務所

㈱井木組建築設計事務所

カノン設計室

事　務　所　名

幹　事

監　事

■平成30年度中部支部一水会通常総会
　　　　平成30年5月18日（金）
　　　　倉吉シティホテル
　　　　25人

■４月例会 [講演]
　　　　平成30年５月29日（火）
　　　　米子コンベンションセンター
　　　　大山開山1300年講演
　　　　　講演①
　　　　　　講師：鳥取県西部総合事務所長 中山  貴雄  様
　　　　　　演題：大山開山1300年祭を鳥取県西部の発展
　　　　　　　　　にどう活かすか
　　　　　講演②
　　　　　　講師：大山寺圓流院住職　大館  宏雄  様
　　　　　　演題：大山寺の歴史他
　　　　　学校・学科紹介　
　　　　　　産業人材育成センター米子校
　　　　　　設計・インテリア科　足澤　 麗  指導員
　　　　46人

山水会　平成30年度前半の活動報告

内　容

西部の動き

副会長（西部担当） 吉 田  成 年

氏 名役 職 事　務　所　名

山水会　役員リスト

吉田　成年

川中　節男

足立　收平

清水　幸憲

岩崎　　浩

木下　俊哉

松山　　久

守山　康仁

(有)安達建築設計事務所

(有)ケーアイ建築設計

(株)平設計

(株)清水設計

岩崎構造設計事務所

木下俊哉建築設計事務所

(株)桑本建築設計事務所

(株)エクス・プラン

山水会会長

幹事長

幹　事

氏 名役 職 事　務　所　名

瀨尾　穰明

高塚　　仁

渡部　健一

千久谷知之

山本　　睦

山本 　升司

(株)インテリアセオ

(株)石田コーポレーション

山陰セキスイ商事(株)

(有)エフエスエーシステムズ

三洋(株)

(株)山板

賛助会員
幹　事

（順不同）

開催日

場　所

参加人数

■8月例会[納涼会]
　　　　平成30年８月９日（木）
場所：　ANAクラウンプラザホテル米子
　　　　　「カフェ・イン・ザ・パーク」
　　　　納涼会
　　　　46人参加人数

開催日

場　所

内　容

８月例会４月例会

　28年度29年度に続きまして副会長（西部担当）を務めさ

せて頂きます。どうぞよろしくお願いいたします。

　昨年度まで山水会の賛助会役員を長く勤めて頂きました

中国電力の笠木様と、ユニコンの渡部様が仕事の都合で役

員を退かれ、新たに石田コーポレーションの高塚様、山陰セ

キスイ商事の渡部様に賛助会役員として加わって頂きまし

た。

　今年は大山開山1300年ということで西部支部の例会は

鳥取県西部総合事務所長・中山貴雄様、大山寺圓流院住職・

大館宏雄様を講師にお迎えし「大山開山1300年講演」でス

タートいたしました。1300年祭で行われる様々な企画の話

や大山寺にまつわる興味深い歴史的な話を大勢の皆さんで

拝聴いたしました。また当日は、産業人材育成センター米子

校の設計・インテリア科の足澤　麗  指導員に、学校・学科

紹介をして頂き、西部にある建築技術者を育成する学校を

皆さんに再認識する機会になったかと思います。

　８月には８月例会として納涼会を開催しました。当日は

沢山の方に参加して頂き、夏の夜の一日を楽しく過ごしま

した。山水会では９月に「木の住まいフェア」と共催して住

まいの無料相談会を行います。今年は土地のリスクについ

ての無料診断も予定しています。どうぞ本年度もよろしく

お願いいたします。

　平成28～ 29年に続き、霜村会長の下、二期目の副会長を

させて頂く事になりました。よろしくお願いします。

　先期を振り返ると、鳥取県中部地震から始まり、鳥取県建築

士事務所協会50周年事業と、あっという間の２年間でした。

　今期は、会員同士の親睦が図れるような支部運営をした

いと思っています。しかし、会員皆さまの協力があっての支

部運営です。変わらぬご支援をお願いします。
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一水会　平成30年度前半の活動報告

中部の動き

副会長（中部担当） 井手添　　誠

開催日

場　所

参加人数

８月例会

通常総会

6月例会

　平成29年度事業報告～決算承認、平成30年度事業計画～
予算承認、続いて、役員
改選を行い、原案のとお
り承認をいただきまし
た。その後の懇親会は、
一般社団法人　鳥取県建
築士事務所協会総会の懇
親会と兼ねて開催しまし
た。

■８月例会
　　　　平成30年８月１日（水）
　　　　桜山荘
　　　　43名

開催日

場　所

参加人数

　演題　
　　『集合住宅に求められる断熱の重要性(集合ZEHを含め)』
　　　　講師　YKKAP株式会社
　８月例会は賛助会員企業による研修会を行ったあと、バー
ベキューでの納涼会となりました。
　暑い中でのビンゴゲームなど大変盛り上がりました。

■6月例会
　　　　平成30年６月６日（水）
　　　　ホテルセントパレス倉吉
　　　　44名

開催日

場　所

参加人数

　･演題Ⅰ　『既設の現場打道路側溝改修構法』
　　　　　講師　㈱ニッコン
　･演題Ⅱ　『ここまで変わった建物の杭基礎工法』
　　　　　講師　日本ヒューム㈱

　６月例会は賛助会員企業による研修会を行いました。
　㈱ニッコン様による既設現場打側溝の改修工法の提案と、
日本ヒューム㈱様による杭基礎工法についての提案がありま
した。

氏 名中部役職

井手添　誠

尾﨑　浩秀

戸田　雅之

村中　耕作

小谷　真一

藤井　泰徳

藤原　賢治

㈲井手添建築設計事務所

㈱尾崎設計事務所

一級建築士事務所戸田設計

㈲匠建築設計事務所

㈲セイク設計

㈲フジイ総合設計事務所

㈲アーク設計工房

一水会　役員リスト

事　務　所　名

一水会会長

副会長

会　計

幹事長

幹　事

氏 名中部役職

若松　高幸

大前　拓也

讃岐　英夫

北中　彰拡

山下　正喜

川口　俊光

安谷　潔美

㈱アオキ建設建築設計事務所

㈲オオマエ建築設計事務所

㈲ミュー設計工房

北中建築設計事務所

㈲安本設計事務所

㈱井木組建築設計事務所

カノン設計室

事　務　所　名

幹　事

監　事

■平成30年度中部支部一水会通常総会
　　　　平成30年5月18日（金）
　　　　倉吉シティホテル
　　　　25人

■４月例会 [講演]
　　　　平成30年５月29日（火）
　　　　米子コンベンションセンター
　　　　大山開山1300年講演
　　　　　講演①
　　　　　　講師：鳥取県西部総合事務所長 中山  貴雄  様
　　　　　　演題：大山開山1300年祭を鳥取県西部の発展
　　　　　　　　　にどう活かすか
　　　　　講演②
　　　　　　講師：大山寺圓流院住職　大館  宏雄  様
　　　　　　演題：大山寺の歴史他
　　　　　学校・学科紹介　
　　　　　　産業人材育成センター米子校
　　　　　　設計・インテリア科　足澤　 麗  指導員
　　　　46人

山水会　平成30年度前半の活動報告

内　容

西部の動き

副会長（西部担当） 吉 田  成 年

氏 名役 職 事　務　所　名

山水会　役員リスト

吉田　成年

川中　節男

足立　收平

清水　幸憲

岩崎　　浩

木下　俊哉

松山　　久

守山　康仁

(有)安達建築設計事務所

(有)ケーアイ建築設計

(株)平設計

(株)清水設計

岩崎構造設計事務所

木下俊哉建築設計事務所

(株)桑本建築設計事務所

(株)エクス・プラン

山水会会長

幹事長

幹　事

氏 名役 職 事　務　所　名

瀨尾　穰明

高塚　　仁

渡部　健一

千久谷知之

山本　　睦

山本 　升司

(株)インテリアセオ

(株)石田コーポレーション

山陰セキスイ商事(株)

(有)エフエスエーシステムズ

三洋(株)

(株)山板

賛助会員
幹　事

（順不同）

開催日

場　所

参加人数

■8月例会[納涼会]
　　　　平成30年８月９日（木）
場所：　ANAクラウンプラザホテル米子
　　　　　「カフェ・イン・ザ・パーク」
　　　　納涼会
　　　　46人参加人数

開催日

場　所

内　容

８月例会４月例会

　28年度29年度に続きまして副会長（西部担当）を務めさ

せて頂きます。どうぞよろしくお願いいたします。

　昨年度まで山水会の賛助会役員を長く勤めて頂きました

中国電力の笠木様と、ユニコンの渡部様が仕事の都合で役

員を退かれ、新たに石田コーポレーションの高塚様、山陰セ

キスイ商事の渡部様に賛助会役員として加わって頂きまし

た。

　今年は大山開山1300年ということで西部支部の例会は

鳥取県西部総合事務所長・中山貴雄様、大山寺圓流院住職・

大館宏雄様を講師にお迎えし「大山開山1300年講演」でス

タートいたしました。1300年祭で行われる様々な企画の話

や大山寺にまつわる興味深い歴史的な話を大勢の皆さんで

拝聴いたしました。また当日は、産業人材育成センター米子

校の設計・インテリア科の足澤　麗  指導員に、学校・学科

紹介をして頂き、西部にある建築技術者を育成する学校を

皆さんに再認識する機会になったかと思います。

　８月には８月例会として納涼会を開催しました。当日は

沢山の方に参加して頂き、夏の夜の一日を楽しく過ごしま

した。山水会では９月に「木の住まいフェア」と共催して住

まいの無料相談会を行います。今年は土地のリスクについ

ての無料診断も予定しています。どうぞ本年度もよろしく

お願いいたします。

　平成28～ 29年に続き、霜村会長の下、二期目の副会長を

させて頂く事になりました。よろしくお願いします。

　先期を振り返ると、鳥取県中部地震から始まり、鳥取県建築

士事務所協会50周年事業と、あっという間の２年間でした。

　今期は、会員同士の親睦が図れるような支部運営をした

いと思っています。しかし、会員皆さまの協力があっての支

部運営です。変わらぬご支援をお願いします。
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新委員長就任挨拶

委員長　来田　信浩総務企画委員会

　この度、総務企画委員長を仰せつかりました、来田です。

総務企画委員長を仰せつかるのも２度目。広報編集委員長

を２年、業務技術委員長を２年務めさせていただき、５年ぶ

りに再任ということになります。塚田担当副会長、各支部の

副委員長、各委員の方々のご協力のもと、務め上げる所存で

す。

　当委員会の役割としましては、会員の増強等組織拡充へ

の取り組み、苦情解決業務の実施、全国大会への参加者調

整、県外研修会の開催、行政機関との相互連携及び事業推進

に係る業務協力、地域研修・研究事業活動の活性化があげら

れます。委員の皆様には、各自自覚を持って上記への積極的

な協力をお願いいたします。また、協会員の皆様におかれま

しては上記のような企画の案内、協力要請等がございました

ら、ぜひとも、ご参加・ご協力のほどよろしくお願いいたしま

す。

　さて、早速ではありますが、

現在（８月中旬）本年度の県

外研修会の企画をスタートさ

せています。本年度は、研修

地を高知県にと定め、１１月

９、１０日に大規模木造建築

の視察を中心に企画を練って

いるところです。今回の「建築

とっとり」が皆様の手元に届

く頃には、参加者の募集を行っていることと思います。ぜひ、

お申し込みください。

　締めくくりの一言はいつもと同じで気恥ずかしいですが、

委員会の皆様、協会員の皆様のご協力があっての委員会運営

となります。２年間、どうぞ、よろしくお願いいたします。

委員長　小谷　真一広報編集委員会

　この度広報編集委員会の委員長を務めることになりまし
た。
　広報誌の作成の経験値は少なく、皆様には色々とご迷惑
をおかけするかもしれませんが、委員会メンバー及び諸先
輩方のご指導のもと務めてまいりたいと思いますので、何
卒よろしくお願いします。
　委員会の職務は
①協会の広報活動の実施
　・ホームページを活用した広報活動
　・広報誌「建築とっとり」の発行
②建築士事務所のキャンペーンの実施

　・東部、中部、西部3地区
にて住まいの無料相談
会、耐震診断の実施

③建築ＣＰＤ情報提供制度
の活用推進のための情報
提供
という内容です。取材や情
報提供などの依頼などさせ
ていただくこともあると思
いますが、会員の皆様の御
協力を何卒よろしくお願いします。

委員長　清水　幸憲業務技術委員会

　この度、業務技術委員長を仰せつかりました。

　事務所協会の委員長は、2002年の会員委員長以来16年

振りとなります。今年度担当します業務技術委員会は、協会

会員事務所・協会員の通常業務に直接関係する講習・研修会

又業務報酬算定基準の作成等をサポートする委員会です。

　特に今年度は、早々に「特定建築物定期報告並びに定期点

検業務報酬算定基準」の（一社）鳥取県建築士事務所協会と

しての独自の算定基準の作成も課題として承っています。

　大変微力な委員長ではありますが、二年間委員会の皆様

そして協会の皆様のお力をお借りしながら頑張りますので、

どうかよろしくお願い致します。

■主な委員会の業務

　（1） 法定講習及び知事指定講習の円滑な運営・実施への

協力

　（2） 業務技術に関する講

習等の実施

　（3） 「既存住宅状況調査技

術者講習」の実施

　（4） 設計業務他に係る図

書等の編集・発行

　（5） 既存木造住宅（民間）

の耐震診断業務の協

力

　（6） 高齢者居住住宅（民間）の改修事業への協力

　（7） 建築士事務所賠償責任保険制度の加入促進

建築とっとり No.9808 建築とっとりNo.98 09

指導（倫理）委員会
（苦情解決）

木造住宅耐震診断  
委員会

特建審査委員会

総 括 委員会名 担当副会長 支 部委員長 副委員長 委 員

常
任
委
員
会

専
門
委
員
会

部

　会

平成30・31年度  委員会・部会  構成員

順不同

塚田  　隆

井手添  誠

吉田  成年

来田  信浩

小谷  真一

清水  幸憲

霜村  將博

塚田　  隆

井手添  誠

東部

中部

西部

東部

中部

西部

東部

中部

西部

東部

中部

西部

東部

中部

西部

東部

中部

西部

東部

中部

西部

東部

中部

西部

佐藤 　 実

門脇 　 昇

尾﨑  浩秀

藤原  賢治

守山  康仁

木下  俊哉

聲高  昌可

上山  善博

村中  耕作

山下  正喜

松山  　久

清水  　勉

尾崎  知典

小谷  　正

戸田  雅之

北中  彰広

岩崎  　浩

川中  節男

―

―

―

―

―

―

松島　浩行

讃岐　英夫

岩崎  　浩

―

―

―

山下  卓治、  福田  早苗、  懸樋  義樹、  福田  正美、  奥谷　  司、  北村  恭一、  
田中  但男、  明治　  功、  杉内  勝成、  長谷川  信文、  谷本  正敏

藤井  泰徳、  安谷  潔美、  里見  泰男、  秋本  文男、  小谷  博志、  
南  　章彦、  松田  廣行、  亘  　寛之、  横山　  隆

足立　  浩、  金田　  勝、  赤井　  優、  足立  收平、  杵村  優一郎、  
門脇　  晃、  岩本  加奈子、  亀山  浩一

松島  浩之、  保木本  和則、  織田　泰生、  早田　照彦、  山口  知史、  
小林  孝行、  坂本  仁人、  荒田潤之介、  松岡  力也、  佐々木  良介

大前  拓也、  讃岐  英夫、  荒井  芳民、  酒井  祐一、  泉　  博和、  
杉島  篤美、  丁田  勝功、  伊藤  典章、  小椋  真美江

千石  正信、  山本  博樹、  羽子田  靖彦、  藤原　  聡、  山中  省吾、  
竹田  昭生、  戸田  雅已、  津田  雅司、  竹部  和敬

赤山　  渉、  釜田  忠和、  望月  道之、  小谷  雅昭、  滝山  英生

嶋田  恭平、  中野  充千俊、  若松  高幸、  川口  俊光、  
馬野  慎一郎、  上野　  武、  生田  昭夫、  川瀬  光知夫

井田　  優、  松本　  正、  中山  晴文、  堀尾  輝昭、  
浦川  英敏、  別所  一生、  福井  龍介、  池田  幸仁

門脇    昇、  藪田  浩明

木下  俊哉、  山本  博樹、  川中  節男

秋本  文男、  大前  拓也

早田  照彦、  小谷  雅昭

川中  節男、  戸田  雅已、  井田　  優

藤井  泰徳、  山下  正喜、  藤原  賢治

熊澤  幸秀、  田中  秀明、  濵戸  英有

吉田  成年、  足立  收平

井手添  誠、  尾﨑  浩秀

塚田　  隆、  門脇　  昇

井手添  誠、  讃岐  英夫

内田    彰、  羽子田  孝彦

森下  泰年（株式会社森下久平商店）

入江    誠（株式会社石田コーポレーション）

瀨尾  穣明（株式会社インテリアセオ）

総
務
企
画

広
報
編
集

業
務
技
術

耐震専門委員会
　委　員　長　稲田  祐二
　委員長代理　田中  博美
　副 委 員 長　藤井  泰徳
　相　談　役　井手添  正
   (検査担当)

賛助会
　　東部、中部、西部 担当

　　※ 指導委員会委員は､倫理委員会委員を兼ねる
　　※ 耐震専門委員会は､鳥取県耐震診断等評定委員会規定 第６条（部会）に基づき設置

会　長

霜村  將博



新委員長就任挨拶

委員長　来田　信浩総務企画委員会

　この度、総務企画委員長を仰せつかりました、来田です。

総務企画委員長を仰せつかるのも２度目。広報編集委員長

を２年、業務技術委員長を２年務めさせていただき、５年ぶ

りに再任ということになります。塚田担当副会長、各支部の

副委員長、各委員の方々のご協力のもと、務め上げる所存で

す。

　当委員会の役割としましては、会員の増強等組織拡充へ

の取り組み、苦情解決業務の実施、全国大会への参加者調

整、県外研修会の開催、行政機関との相互連携及び事業推進

に係る業務協力、地域研修・研究事業活動の活性化があげら

れます。委員の皆様には、各自自覚を持って上記への積極的

な協力をお願いいたします。また、協会員の皆様におかれま

しては上記のような企画の案内、協力要請等がございました

ら、ぜひとも、ご参加・ご協力のほどよろしくお願いいたしま

す。

　さて、早速ではありますが、

現在（８月中旬）本年度の県

外研修会の企画をスタートさ

せています。本年度は、研修

地を高知県にと定め、１１月

９、１０日に大規模木造建築

の視察を中心に企画を練って

いるところです。今回の「建築

とっとり」が皆様の手元に届

く頃には、参加者の募集を行っていることと思います。ぜひ、

お申し込みください。

　締めくくりの一言はいつもと同じで気恥ずかしいですが、

委員会の皆様、協会員の皆様のご協力があっての委員会運営

となります。２年間、どうぞ、よろしくお願いいたします。

委員長　小谷　真一広報編集委員会

　この度広報編集委員会の委員長を務めることになりまし
た。
　広報誌の作成の経験値は少なく、皆様には色々とご迷惑
をおかけするかもしれませんが、委員会メンバー及び諸先
輩方のご指導のもと務めてまいりたいと思いますので、何
卒よろしくお願いします。
　委員会の職務は
①協会の広報活動の実施
　・ホームページを活用した広報活動
　・広報誌「建築とっとり」の発行
②建築士事務所のキャンペーンの実施

　・東部、中部、西部3地区
にて住まいの無料相談
会、耐震診断の実施

③建築ＣＰＤ情報提供制度
の活用推進のための情報
提供
という内容です。取材や情
報提供などの依頼などさせ
ていただくこともあると思
いますが、会員の皆様の御
協力を何卒よろしくお願いします。

委員長　清水　幸憲業務技術委員会

　この度、業務技術委員長を仰せつかりました。

　事務所協会の委員長は、2002年の会員委員長以来16年

振りとなります。今年度担当します業務技術委員会は、協会

会員事務所・協会員の通常業務に直接関係する講習・研修会

又業務報酬算定基準の作成等をサポートする委員会です。

　特に今年度は、早々に「特定建築物定期報告並びに定期点

検業務報酬算定基準」の（一社）鳥取県建築士事務所協会と

しての独自の算定基準の作成も課題として承っています。

　大変微力な委員長ではありますが、二年間委員会の皆様

そして協会の皆様のお力をお借りしながら頑張りますので、

どうかよろしくお願い致します。

■主な委員会の業務

　（1） 法定講習及び知事指定講習の円滑な運営・実施への

協力

　（2） 業務技術に関する講

習等の実施

　（3） 「既存住宅状況調査技

術者講習」の実施

　（4） 設計業務他に係る図

書等の編集・発行

　（5） 既存木造住宅（民間）

の耐震診断業務の協

力

　（6） 高齢者居住住宅（民間）の改修事業への協力

　（7） 建築士事務所賠償責任保険制度の加入促進
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指導（倫理）委員会
（苦情解決）

木造住宅耐震診断  
委員会

特建審査委員会

総 括 委員会名 担当副会長 支 部委員長 副委員長 委 員

常
任
委
員
会

専
門
委
員
会

部

　会

平成30・31年度  委員会・部会  構成員

順不同

塚田  　隆

井手添  誠

吉田  成年

来田  信浩

小谷  真一

清水  幸憲

霜村  將博

塚田　  隆

井手添  誠

東部

中部

西部

東部

中部

西部

東部

中部

西部

東部

中部

西部

東部

中部

西部

東部

中部

西部

東部

中部

西部

東部

中部

西部

佐藤 　 実

門脇 　 昇

尾﨑  浩秀

藤原  賢治

守山  康仁

木下  俊哉

聲高  昌可

上山  善博

村中  耕作

山下  正喜

松山  　久

清水  　勉

尾崎  知典

小谷  　正

戸田  雅之

北中  彰広

岩崎  　浩

川中  節男

―

―

―

―

―

―

松島　浩行

讃岐　英夫

岩崎  　浩

―

―

―

山下  卓治、  福田  早苗、  懸樋  義樹、  福田  正美、  奥谷　  司、  北村  恭一、  
田中  但男、  明治　  功、  杉内  勝成、  長谷川  信文、  谷本  正敏

藤井  泰徳、  安谷  潔美、  里見  泰男、  秋本  文男、  小谷  博志、  
南  　章彦、  松田  廣行、  亘  　寛之、  横山　  隆

足立　  浩、  金田　  勝、  赤井　  優、  足立  收平、  杵村  優一郎、  
門脇　  晃、  岩本  加奈子、  亀山  浩一

松島  浩之、  保木本  和則、  織田　泰生、  早田　照彦、  山口  知史、  
小林  孝行、  坂本  仁人、  荒田潤之介、  松岡  力也、  佐々木  良介

大前  拓也、  讃岐  英夫、  荒井  芳民、  酒井  祐一、  泉　  博和、  
杉島  篤美、  丁田  勝功、  伊藤  典章、  小椋  真美江

千石  正信、  山本  博樹、  羽子田  靖彦、  藤原　  聡、  山中  省吾、  
竹田  昭生、  戸田  雅已、  津田  雅司、  竹部  和敬

赤山　  渉、  釜田  忠和、  望月  道之、  小谷  雅昭、  滝山  英生

嶋田  恭平、  中野  充千俊、  若松  高幸、  川口  俊光、  
馬野  慎一郎、  上野　  武、  生田  昭夫、  川瀬  光知夫

井田　  優、  松本　  正、  中山  晴文、  堀尾  輝昭、  
浦川  英敏、  別所  一生、  福井  龍介、  池田  幸仁

門脇    昇、  藪田  浩明

木下  俊哉、  山本  博樹、  川中  節男

秋本  文男、  大前  拓也

早田  照彦、  小谷  雅昭

川中  節男、  戸田  雅已、  井田　  優

藤井  泰徳、  山下  正喜、  藤原  賢治

熊澤  幸秀、  田中  秀明、  濵戸  英有

吉田  成年、  足立  收平

井手添  誠、  尾﨑  浩秀

塚田　  隆、  門脇　  昇

井手添  誠、  讃岐  英夫

内田    彰、  羽子田  孝彦

森下  泰年（株式会社森下久平商店）

入江    誠（株式会社石田コーポレーション）

瀨尾  穣明（株式会社インテリアセオ）

総
務
企
画

広
報
編
集

業
務
技
術

耐震専門委員会
　委　員　長　稲田  祐二
　委員長代理　田中  博美
　副 委 員 長　藤井  泰徳
　相　談　役　井手添  正
   (検査担当)

賛助会
　　東部、中部、西部 担当

　　※ 指導委員会委員は､倫理委員会委員を兼ねる
　　※ 耐震専門委員会は､鳥取県耐震診断等評定委員会規定 第６条（部会）に基づき設置

会　長

霜村  將博

平成30・31年度　委員会・部会  構成員
総  括 委員会名 担当副会長 委員長 支 部 副委員長 委 　　　員

会　長

霜村  將博

常
任
委
員
会

総
務
企
画

塚田  　隆 来田  信浩

東部
佐藤 　 実 山下  卓治、  福田  早苗、  懸樋  義樹、  福田  正美、  奥谷　  司、  北村  恭一、  

田中  但男、  明治　  功、  杉内  勝成、  長谷川  信文、  谷本  正敏門脇 　 昇

中部
尾﨑  浩秀 藤井  泰徳、  安谷  潔美、  里見  泰男、  秋本  文男、  小谷  博志、  

南  　章彦、  松田  廣行、  亘  　寛之、  横山　  隆藤原  賢治

西部
守山  康仁 足立　  浩、  金田　  勝、  赤井　  優、  足立  收平、  杵村  優一郎、  

門脇　  晃、  岩本  加奈子、  亀山  浩一木下  俊哉

広
報
編
集

井手添  誠 小谷  真一

東部
聲高  昌可 松島  浩之、  保木本  和則、  織田　泰生、  早田　照彦、  山口  知史、  

小林  孝行、  坂本  仁人、  荒田潤之介、  松岡  力也、  佐々木  良介上山  善博

中部
村中  耕作 大前  拓也、  讃岐  英夫、  荒井  芳民、  酒井  祐一、  泉　  博和、  

杉島  篤美、  丁田  勝功、  伊藤  典章、  小椋  真美江山下  正喜

西部
松山  　久 千石  正信、  山本  博樹、  羽子田  靖彦、  藤原　  聡、  山中  省吾、  

竹田  昭生、  戸田  雅已、  津田  雅司、  竹部  和敬清水  　勉

業
務
技
術

吉田  成年 清水  幸憲

東部
尾崎  知典

赤山　  渉、  釜田  忠和、  望月  道之、  小谷  雅昭、  滝山  英生
小谷  　正

中部
戸田  雅之 嶋田  恭平、  中野  充千俊、  若松  高幸、  川口  俊光、  

馬野  慎一郎、  上野　  武、  生田  昭夫、  川瀬  光知夫北中  彰拡

西部
岩崎  　浩 井田　  優、  松本　  正、  中山  晴文、  堀尾  輝昭、  

浦川  英敏、  別所  一生、  福井  龍介、  池田  幸仁川中  節男

専
門
委
員
会

指導（倫理）委員会
（苦情解決） 霜村  將博

東部 − 塚田　  隆、  門脇　  昇
中部 − 井手添  誠、  尾﨑  浩秀
西部 − 吉田  成年、  足立  收平

特建審査委員会 塚田　  隆
東部 − 熊澤  幸秀、  田中  秀明、  濵戸  英有
中部 − 藤井  泰徳、  山下  正喜、  藤原  賢治
西部 − 川中  節男、  戸田  雅已、  井田　  優

木造住宅耐震診断
 委員会 井手添  誠

東部 松島  浩之 早田  照彦、  小谷  雅昭
中部 讃岐  英夫 秋本  文男、  大前  拓也
西部 岩崎  　浩 木下  俊哉、  山本  博樹、  川中  節男

耐震専門委員会
　委 員 長　稲田　祐二
　委員長代理　田中　博美
　副 委 員 長　藤井　泰徳
　相 談 役　井手添　正
   (検査担当)

東部 − 門脇    昇、  藪田  浩明

中部 − 井手添  誠、  讃岐  英夫

西部 − 内田    彰、  羽子田  孝彦

部 

会
　賛助会
　　東部、中部、西部 担当

東部 森下  泰年（株式会社森下久平商店）
中部 入江     誠（株式会社石田コーポレーション）
西部 瀨尾  穣明（株式会社インテリアセオ）

役職名 氏　　　名 所　　属 所　　在　　地 電　　　話

会　長 霜　村　將　博 ㈱白兎設計事務所 鳥取市西町２丁目123 0857-22-8381

副会長 塚　田　　　隆 ㈲塚田隆建築研究所 鳥取市岩吉96-30 0857-28-9112

〃 井手添　　　誠 ㈲井手添建築設計事務所 倉吉市海田西町1-162　三嶋ビル２F 0858-26-5321

〃 吉　田　成　年 ㈲安達建築設計事務所 米子市道笑町2-172 0859-33-7808

専務理事 田　栗　稔　裕  (一社)鳥取県建築士事務所協会 鳥取市西町２丁目102 0857-23-1728

理　事 山　下　卓　治 ㈱山下設計工房 鳥取市富安１丁目74-3 0857-27-5701

〃 聲　高　昌　可 田中工業㈱設計事務所 鳥取市秋里1247 0857-22-8061

〃 来　田　信　浩 ㈱桜や 建築設計工房 鳥取市雲山172-40 0857-30-3901

〃 門　脇　　　昇 ㈲門脇構造研究所 鳥取市二階町3-212 0857-29-0832

〃 佐　藤　　　実 フォーディー設計合同会社 鳥取市興南町61-2　興南シティ１F 0857-30-6147

〃 藤　井　泰　徳 ㈲フジイ総合設計事務所 倉吉市東巌城町143 0858-24-6688

〃 戸　田　雅　之 一級建築士事務所戸田設計 倉吉市南昭和町86 0858-23-4407

〃 尾　﨑　浩　秀 ㈱尾崎設計事務所 倉吉市東昭和町187 0858-23-1531

〃 村　中　耕　作 ㈲匠建築設計事務所 倉吉市八屋215 0858-26-5672

〃 小　谷　真　一 ㈲セイク設計 東伯郡琴浦町徳万168-22 0858-52-2886

〃 清　水　幸　憲 ㈱清水設計 米子市石井322 0859-26-6688

〃 松　山　　　久 ㈱桑本建築設計事務所 米子市道笑町２丁目126 0859-32-3745

〃 守　山　康　仁 ㈱エクス・プラン 米子市米原7-11-23 0859-22-4828

〃 川　中　節　男 ㈲ケ−アイ建築設計 米子市角盤町3-79 0859-33-2652

〃 木　下　俊　哉 木下俊哉建築設計事務所 米子市三本松2-6-41 0859-33-3725

監　事 上　山　善　博 ㈲木下建築研究所 鳥取市大覚寺94-78 0857-24-6870

〃 川　口　俊　光 ㈱井木組建築設計事務所 東伯郡琴浦町赤碕2000-1 0858-55-0811

〃 足　立　收　平 ㈱平設計 米子市東町177 0859-32-6161

　平成30・31年度　役 員 名 簿　

　　※ 指導委員会委員は､ 倫理委員会委員を兼ねる
　　※ 耐震専門委員会は､ 鳥取県耐震診断等評定委員会規定 第６条（部会）に基づき設置

順不同



特別養護老人ホーム ふしの白寿苑品紹介作

「特別養護老人ホーム　ふしの白寿苑」は、全室個室（80床）のユニット型特別養護老人ホームです。 ユニット型の特徴

である＜家庭的な雰囲気＞を大切に設計し、入居者が安心して生活できる環境を心掛けました。各ユニットリビング

は中庭に面するように配置し、採光や通風を感じられる、開放的な空間となっています。

外観（南側）

廊下（２階）

ユニット内リビング

地域交流スペース

外観（北面）

特別養護老人ホーム ふしの白寿苑（鳥取市伏野１７７１－３６）

市街化調整区域／用途地域　なし

構造：鉄骨造２階建て　延べ床面積：4,773.22㎡

施工者：ジューケン・都市建設特定建設工事共同企業体　設計・監理／株式会社　白兎設計事務所

建築物名称

地域・地区

建 物 概 要

コンセプト
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特別養護老人ホーム ふしの白寿苑品紹介作

「特別養護老人ホーム　ふしの白寿苑」は、全室個室（80床）のユニット型特別養護老人ホームです。 ユニット型の特徴

である＜家庭的な雰囲気＞を大切に設計し、入居者が安心して生活できる環境を心掛けました。各ユニットリビング

は中庭に面するように配置し、採光や通風を感じられる、開放的な空間となっています。

外観（南側）

廊下（２階）

ユニット内リビング

地域交流スペース

外観（北面）

特別養護老人ホーム ふしの白寿苑（鳥取市伏野１７７１－３６）

市街化調整区域／用途地域　なし

構造：鉄骨造２階建て　延べ床面積：4,773.22㎡

施工者：ジューケン・都市建設特定建設工事共同企業体　設計・監理／株式会社　白兎設計事務所

建築物名称

地域・地区

建 物 概 要

コンセプト
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　三徳山の塔頭は、山の下から皆成院、正善院、

輪光院があり、他に三佛寺があります。2012年（平

成24年）３月９日（金）12時45分正善院から出

火。約２時間後に鎮火しました。これにより、約

350年前に建てられた庫裏・本堂を焼失しました。

　現在、この建物は、「三徳山の景観を構成する重

要な要素」との考えから、国、県、町の援助の元、

庫裏・本堂の復元工事が行われています。大切な

事は「根拠のある復元計画」という事でした。その

為、設計は古い写真などの資料を集める事から始

めました。江戸時代の鳥取藩の家老が記した和綴

の「家老日記」に寺の火災や、破損等、修理に関す

る記述がありました。その調査も大変でした。こ

うした資料を元に、江戸時代後半から明治前期の

姿にもどす事にしました。

　主な見どころは、次のようなことです。

　屋根は茅葺の仕上げ、古い写真で確認出来る姿・

材料としました。茅葺の屋根の類焼防止のためド

レンチャーも付けました。壁は土壁、工法も金物

　三徳山は、標高899.7ｍで、原生林を背景とし、

奇岩、奇峰、ばく布、渓谷に富んだ景勝地です。

三徳山周辺は、自然立地をたくみに生かした山岳

修験道の場で、奥の院である「国宝・投入堂」他、

各社閣の絶妙な配置は優れており、外に類例を見

ないとされています。

　国宝・投入堂は、「日本一危険な国宝鑑賞」とい

われるように、断崖絶壁の岩にある洞の中に建て

られています。ここまでたどり着くには、木の根

を頼りに急な坂を登り、鎖を頼りに、岩場を越え

て行きます。国宝・投入堂を拝観するのはなかな

か大変です。数年前まで、毎年のように参拝中に

本堂から投入堂に至る「行者道」で亡くなる方があ

り、現在では、雨中や単独での参拝は禁止され、

２人以上チームを組んだ方のみ参拝が許されてい

ます。それでも今年６月下旬、参拝中の女性が文

殊堂付近から滑落し、「ヘリコプターで救助され

た」と報道されました。

　救助に向かうヘリ（訓練）

三徳山の塔頭・
　　正善院の工事の話

　

　生 田  昭 夫 氏

を使わず、江戸時代の仕口、継ぎ手を使って組み

ました。丸梁は「組む」のでは無く、「編む」という

工法を復元しました。こうした工事は、約400年

ぶりです。

　中々、経験できる事の無い工事でしょう。

　こうした工事現場を一般の方にも見て頂こう

と、去る６月10日に公開をしました。

　この会には、約200人の参加者がありました。

みなさん熱心に説明を聞いて下さり、同業者から

の「何故ここはこんな風になるのか？」と言うする

どい質問も出されました。

　感想を聞くと、「こんな本格的な伝統的な工法の

現場が見れて良かった」と言うのが多かったです。

　７月28日には、小学生による土壁塗り体験も行

いました。

　２年間寝かせていた壁土で泥のダンゴを作って

もらい、小舞に叩きつけてもらいました。子供達

は、元気に叩きつけて壁を作り、その後左官さん

に壁を整えていただき、記念の手形を残していき

ました。

　感想を聞くと、「土が臭かった」「ぬるぬるして気

持悪かった」との事でした。むしろ喜んだのは、親

御さんの方で、「子供達は普段体験出来ない貴重な

体験が出来ました」との声が多かったです。

　工事現場を多くの方々に見ていただく事はとて

も大切な事だと思います。建物は地域の方に支え

られてこそのものですから。

　これからも機会をとらえて見学の会を設けてい

きたいと考えています。その時は、皆さんのご参

加を宜しくお願いいたします。

　救助に向かうヘリ（訓練）

棟梁の説明を聞く参加者

屋根の説明を聞く参加者

手形を押す子供達

草屋根の作業が始まる。（正善院）

記念の手形

「投入堂の前にて。架空の似顔絵」
かわにしよしと　画
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CLOSEUP Vol.74

佐々木  良 介 氏

佐々木構造設計

【建築構造との出会い】
　岡山市で生まれ、高校から米子高専で寮生活を始めま

した。

　米子まで来たのは、今思えば、ただ、親元を離れて暮

らしてみたいという、思春期ならではの理由でした。し

かも幼馴染が建築学科を受けるので、「じゃあ俺も」とい

う、安易極まりない理由で、建築と出会いました。そん

な理由ですから、勉強に励むわけもなく、遊びに夢中、

学校生活をエンジョイしてました。 もちろん成績も底辺

のレベルでしたが、そんな中でなぜか構造だけは、ちょっ

とだけ点数がよかったので、「ちょっと好き」でした。

　その後、紆余曲折を経て公務員として働き始め、発注

者として設計者の皆様と関わりを持つ機会が多くなり、

設計すること、特に構造設計への憧れが強くなりまし

た。すると「ちょっと好き」から「ほんとに好き」とな

り、遅咲きながら28歳でこの職業にたどり着くことが

できました。

【感　謝】
　去年7月に構造設計事務所を開設し、ようやく１年

経ったところです。やはり想像を上回る苦難がありまし

た。これからも苦難は続くと思いますが、やっぱり「構

造設計が好き」という気持ちはより強くなりました。こ

の職業に出会えたことに本当に感謝しております。

　独立までに２社の設計事務所で勉強させていただきま

した。今の自分があるのは、これまでご指導いただいた

所長、先輩、同僚のおかげであり、感謝の気持ちしかあ

りません。独立以後は、その気持ちが一層強くなりまし

た。

【仕事での心構え】
　常に正直であることを心がけ日々業務に当たっていま

す。構造設計は自然現象に対する設計でもありますの

で、これに対して正直に設計することに加え、ご依頼主

はもちろん、施工者や全ての方々に対しても正直に対応

することが、重要と考えております。

　また技術的には、構造設計をしていると、数値や規基

準ばかり追いかけて、盲目になることがあります。頑な

にならず柔軟に考えることを念頭に置き、業務に当たっ

ています。

【趣　味】
　34歳から本格的にサーフィンを始めました。

　サーフポイントのすぐそばに自宅兼事務所があります

ので、波が良い時（といっても初心者ですから、小さい

波限定です。）は早朝に１時間ほど入水してから仕事をす

るのが日課になっています。

　普段は頭の中は仕事で一杯ですが、唯一、海に入って

いるときだけ、仕事を忘れリフレッシュすることができ

ます。

【さいごに】
　構造設計の仕事ができる有難さに感謝し、正直に、健

やかに自分ができる仕事を精一杯やっていきたいと思い

ます。皆様これからもご指導よろしくお願い致します。

寒い時でも寒くない。
だんだんサーフボードが増えていきます。  

長谷川　信 文 氏

友設計

【始めに】
　今年の２月に設計事務所を開業いたしました。それま

では12年間、構造設計事務所にて設計の実務を担当し

ていました。前事務所所長には一から構造設計を指導し

ていただき感謝しかありません。現在は、今まで経験し

学んだ事を宝とし、業務に取り組んでいます。

【心がけていること】
　心がけていることは、「シンプルに考える」ということ

です。物事をシンプルに考えることで、無駄なことがそ

ぎ落とされ、本質を見極める事ができると思います。

　仕事においても、悩んだり迷った時こそ、一つ一つを

シンプルに考えることで全体が見えてきます。複雑な物

事こそ“シンプルシンキング”が大切だと考えています。

【責　任】
　自分の名前で設計することは、非常に大きな責任を伴

うことであり、単純なミスにより取り返しのつかないこ

とになる可能性もあります。時には怖さを感じることも

あります。

　その大きな責任を常に感じながら、依頼主の要望に迅

速に対応していくことが自分の仕事だと考えています。

【趣　味】
　中学時代からバレーボー

ルをしています。バレー

ボールは年をとってもある

程度はできるので、運動不

足解消には丁度いいです。

仲間とお酒を飲めるのも楽

しみの一つです。

　冬には家族でスキーに行

きます。今では、自分より

子供メインですが…

【さいごに】
　せっかく就いたこの仕事を、とことん極めたいと思っ

ています。積み上げた数が自分の技術と自信になると信

じて、日々精進して参ります。

　どうぞこれからもご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申

し上げます。
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要
望
運
動
の
実
施

要　望　書

要 望 主 旨

一般社団法人　鳥取県建築士事務所協会

　　　　　　　　　　　　　会 長　霜村　將博

　鳥取県が現在進めておられる県立産業人材育成センター米子校設計・インテリア科の訓練内容の見直し

にあたっては、真に必要とされる人材育成の観点から、短期訓練に移行するのではなく、現在の１年コース

の継続をお願いしたい。

　あわせて、訓練生の定員充足率を高めるため、広報、周知活動の強化・充実をお願いしたい。

　現在、県内全ての業界において高齢化が進行する中、建
築設計業に従事する技術者も同様に高齢化が進み、スキ
ルのある若手の人材確保が喫緊の課題となっています。
　県内で建築に携わる人材を育成する学校としては、鳥取
工業高校、米子工業高校、米子高等専門学校、鳥取短期大
学がありますが、離職者や中途から建築を志す方にとっ
て、県立産業人材育成センター米子校（以下、「セン
ター」）の設計・インテリア科は、１年間という短期の育成
訓練でありながら、２級建築士の受験資格を得るための建
築実務経験が通常７年間必要のところ、工業高校卒業と同
等の、修了後３年間で得ることが出来るという効果的な学
びの場となっています。
　人材育成には大変な費用と時聞がかかることから、建築
設計業界としても、このセンターの存在は、大変意義深く、
貴重なものと考えております。
　PR不足により知名度が低く、入校者数は少ないものの、

建築設計に興味を持ち、真剣に技術の習得に努めている
訓練生が学んでおり、修了後は設計事務所への入社だけ
でなく、地元建設業界に多く入社しているようです。
　今般、センターの設計・インテリア科は現行１年間の育
成訓練を、見直しにより更に短くし、業界のニーズに答える
としています。
　どのようなニーズなのか不明ですが、１年間の訓練でも
設計スキルを身に付けるのは大変な労力が必要です。短
期訓練へ見直しを行われた場合には、単なる作図の技能
取得程度の学習効果しか見込めないと考えます。専門知
識やスキルを持った人材育成のため、是非とも１年制の存
続をお願いしたい。
　知事に於かれましては、私共（一社）鳥取県建築士事務
所協会会員の総意をご理解頂き、格段のご配慮をお願致
します。
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鳥取県商工労働部長へ協力を要請

県立産業人材育成センター米子校設計・インテリア科の訓練期間の
見直しに対する要望について

鳥取県知事 平井 伸治 様

岩崎構造設計事務所

　　　代　表  岩 崎 　 浩
　平成８年２月に自身の建築士事務所を設立され

ました。平成８年８月に当協会に入会されて以来、

平成17年から29年まで13年間、協会の理事とし

て事業運営に積極的に関わられ、本単位会の発展

に尽くされた功績により受章されました。

おめでとうございます

平成29年度

日事連年次功労者表彰  受章

岩 崎 　浩 氏の履歴

【学歴・経歴】
　県立米子東高等学校、日本大学理工学部建築学科卒業
　大学では前日本建築学会長の斎藤公男先生に師事
　ニューマチック構造（空気膜構造）卒研
　大学卒業後、川口衛構造設計事務所　入所
　昭和59年 米子に帰る
　平成８年 岩崎構造設計事務所設立
　同年８月 鳥取県建築士事務所協会　入会
　平成17年～平成29年　協会理事
　その他協会の各委員会において、業務技術委員会委員長、
　木造住宅耐震診断委員会副委員長等を歴任

【資　格】
　一級建築士
　構造設計一級建築士

代表者による受章状況
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取得程度の学習効果しか見込めないと考えます。専門知
識やスキルを持った人材育成のため、是非とも１年制の存
続をお願いしたい。
　知事に於かれましては、私共（一社）鳥取県建築士事務
所協会会員の総意をご理解頂き、格段のご配慮をお願致
します。
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鳥取県商工労働部長へ協力を要請

県立産業人材育成センター米子校設計・インテリア科の訓練期間の
見直しに対する要望について

鳥取県知事 平井 伸治 様

岩崎構造設計事務所

　　　代　表  岩 崎 　 浩
　平成８年２月に自身の建築士事務所を設立され

ました。平成８年８月に当協会に入会されて以来、

平成17年から29年まで13年間、協会の理事とし

て事業運営に積極的に関わられ、本単位会の発展

に尽くされた功績により受章されました。

おめでとうございます

平成29年度

日事連年次功労者表彰  受章

岩 崎 　浩 氏の履歴

【学歴・経歴】
　県立米子東高等学校、日本大学理工学部建築学科卒業
　大学では前日本建築学会長の斎藤公男先生に師事
　ニューマチック構造（空気膜構造）卒研
　大学卒業後、川口衛構造設計事務所　入所
　昭和59年 米子に帰る
　平成８年 岩崎構造設計事務所設立
　同年８月 鳥取県建築士事務所協会　入会
　平成17年～平成29年　協会理事
　その他協会の各委員会において、業務技術委員会委員長、
　木造住宅耐震診断委員会副委員長等を歴任

【資　格】
　一級建築士
　構造設計一級建築士

代表者による受章状況



■平成30年度定時総会
日　時／平成30年５月18日(金)15：00～
場　所／倉吉シティホテル
出席者／会員51名、委任出席37名、欠席15名
議　題／議案の審議
　　　　　第１号議案　平成29年度事業報告
　　　　　第２号議案　平成29年度収入支出決算承認の件
　　　　　　（平成29年度監査報告）
　　　　　第３号議案　平成29年度公益目的支出計画
　　　　　　　　　　　実施報告書承認の件
　　　　　　(平成29年度公益目的支出計画実施報告書に
　　　　　　 関する監査報告)
　　　　　第４号議案　平成30・31年度役員選任
　　　　　　　　　　　の承認の件
　　　　　報告事項
　　　　　　平成30年度事業計画及び平成30年度収支予算
　　　　　　【平成30年３月29日理事会承認】

■平成29年度事業等監査会
日　時／平成30年４月27日（金）10：00～
場　所／事務所協会事務局
出席者／監事、会長、副会長

■第１回理事会
日　時／平成30年５月10日（木）10：00～
場　所／伯耆しあわせの郷
出席者／理事19名、監事２名
議　題／議案
　　　　　正会員の入会の可否について
　　　　　賛助会員の入会の可否について
　　　　　平成29年度　事業報告について
　　　　　平成29年度　収入支出決算報告に
　　　　　　　　　　　 ついて
　　　　　平成29年度　公益目的支出計画実施　
　　　　　　　　　　　報告について
　　　　　旅費規程の改正について
　　　　協議事項
　　　　　本協会顧問の任期満了に伴う対応について
　　　　　防火設備定期検査業務基準及び特定　
　　　　　建築物定期検査業務基準に関する講習
　　　　　会の開催について
　　　　報告事項
　　　　　非常勤職員の採用について
　　　　　会議等開催状況
　　　　その他
　　　　　今後の日程 他

■平成30年度臨時理事会
日　時／平成30年５月18日（金）15：30～
場　所／倉吉シティホテル
出席者／理事19名、監事３名
議　題／議案
　　　　　平成30・31年度　会長、副会長、専務理事の選定について
　　　　　平成30・31年度　顧問、相談役の選任について

■第２回理事会
日　時／平成30年６月15日（金）14：00～
場　所／倉吉シティホテル
出席者／理事19名、監事３名
議　題／議案
　　　　　正会員の入会の可否について
　　　　　賛助会員の入会の可否について
　　　　　委員会及び部会の委員の選任について

　　　　協議事項
　　　　　平成30・31年度　委員会構成の見直しについて
　　　　　木造住宅耐震診断の単価の検討について
　　　　　会員名簿の発行について
　　　　　県立産業人材育成センター設計・インテリア
　　　　　科の要望活動について
　　　　　特定建築物定期調査報告済証（シール）の
　　　　　取り扱いについて
　　　　報告事項
　　　　　会議等開催状況
　　　　その他
　　　　　今後の日程

■第３回理事会
日　時／平成30年７月24日（火）14：00～
場　所／伯耆しあわせの郷
出席者／理事14名、監事1名
議　題／議案
　　　　　正会員の入会の可否について
　　　　協議事項
　　　　　特定建築物定期調査報告の業務報酬算定基準
　　　　　（案）の承認について
　　　　　木造耐震診断の業務料（案）の承認につ
　　　　　　いて
　　　　　平成30年度県外研修及び協会助成（案）
　　　　　の承認について
　　　　　要望活動の実施について
　　　　　耐震診断プログラムSCREEN1・2Ver4.00
　　　　　のあっせんについて
　　　　　第42回建築士事務所全国大会及び「話創会」
　　　　　の出席者及び助成（案）の承認について
　　　　報告事項
　　　　　県立産業人材育成センターに係る要望
　　　　　運動について
　　　　　ブロック塀の補助制度について
　　　　　竹内南地区旅客施設の愛称募集について
　　　　　会議等開催状況
　　　　その他
　　　　今後の日程

■第１回三役会
日　時／平成30年４月27日(金)12：30～
場　所／事務所協会事務局
出席者／会長、副会長、専務理事
議　題／議案
　　　　　第１回理事会提出議案について
　　　　協議事項
　　　　　平成30年度常任委員会の業務分担について
　　　　　平成30年度年次功労者表彰候補者の推薦について
　　　　　本協会顧問の任期満了に伴う対応について
　　　　　法定講習の講師の推薦について
　　　　報告事項
　　　　　会議等開催状況
　　　　その他　
　　　　　今後の日程 他

■第２回三役会
日　時／平成30年６月７日(木)10：00～
場　所／事務所協会事務局
出席者／会長、副会長、専務理事
議　題／議案
　　　　　正会員の入会の可否について
　　　　　賛助会員の入会の可否について
　　　　　委員会及び部会の委員の選任について
　　　　協議事項
　　　　　平成30年度 委員長・副委員長会議の開催について
　　　　　木造住宅耐震診断の単価の検討について

　　　　　会員名簿の発行について
　　　　　県立産業人材育成センター設計・イン
　　　　　テリア科の要望活動について
　　　　　特定建築物定期調査報告済証（シール）　
　　　　　の取り扱いについて
　　　　報告事項
　　　　　会議等開催状況
　　　　その他
　　　　　今後の日程

■第３回三役会
日　時／平成30年７月17日(火)10：00～
場　所／事務所協会事務局
出席者／会長、副会長、専務理事
議　題／議案
　　　　　正会員の入会の可否について
　　　　協議事項
　　　　　特定建築物定期調査報告の歩掛表（案）　
　　　　　の承認について
　　　　　木造耐震診断の業務料の承認について
　　　　　平成30年度県外研修及び協会助成（案）　
　　　　　の承認について
　　　　　要望活動の実施について
　　　　　耐震診断プログラムSCREEN1・2 　
　　　　　Ver4.00のあっせんについて
　　　　報告事項
　　　　　ブロック塀の補助制度について
　　　　　会議等開催状況 
　　　　その他
　　　　今後の日程

■正副委員長会議
日　時／平成30年６月15日(金)15：00～
場　所／倉吉シティホテル
出席者／会長、副会長、各委員会正副委員長
議　題／１、委員会等事業計画の検討
　　　　２、各委員会の主たる議題
　　　　　⑴総務・企画委員会
　　　　　　・会員の増強等組織拡充の取り組み
　　　　　　・苦情の解決業務の実施
　　　　　　・第42回建築士事務所全国大会（東京）
　　　　　　　への参加調整
　　　　　　・県外研修の実施について
　　　　　　・行政機関との相互連携及び事業推進に
　　　　　　　　 係る業務協力
　　　　　　・地域研修・研究事業活動の活性化
　　　　　⑵広報・編集委員会
　　　　　　・協会の広報活動
　　　　　　・30年度 建築士事務所のキャンペーン実施
　　　　　　・会員名簿の改定について
　　　　　⑶業務・技術委員会
　　　　　　・「建築士定期講習」（法定講習）の開催
　　　　　　　　 （建築士会と共催）
　　　　　　・「開設者・管理建築士のための管理研修
　　　　　　　　　 会」（知事指定講習）の開催
　　　　　　・業務・技術に関する講習、講演会、
　　　　　　　　 視察等の検討
　　　　　　・設計業務等に関する図書等編集・発行
　　　　　　・既存木造住宅（民間）の耐震診断等業務
　　　　　　　　  への協力
　　　　　　・高齢者居住住宅の改修事業への協力
　　　　　　・適合証明業務講習会の開催
　　　　　　・特定建築物の定期調査等の推進

■第１回総務企画委員会
日　時／平成30年７月11日(水)13：30～
場　所／伯耆しあわせの郷

出席者／担当副会長、委員長、副委員長、委員
議　題／総務・企画委員会　実施事業の検討について 他
　　　　1） 県会員の増強等組織拡充の取り組みについて
　　　　2） 県外研修の実施について
　　　　3） その他

■第１回広報編集委員会
日　時／平成30年８月３日(金)15：00～
場　所／事務所協会事務局
出席者／担当副会長、委員長、副委員長、委員
議　題／広報・編集委員会　実施事業の検討について　他
　　　　1) 会報発行の取り組み体制について
　　　　2) 木の住まいフェア他キャンペーン活動
　　　　　　の実施について
　　　　3) その他

■第１回業務技術委員会
日　時／平成30年７月４日(水)14：00～
場　所／伯耆しあわせの郷
出席者／担当副会長、委員長、副委員長、委員
議　題／業務・技術委員会　実施事業の検討について 他
　　　　1） 平成30年度講習、研修会等の企画・調整に
　　　　　　　ついて
　　　　2） 「特定建築物定期調査　歩掛表」の作成
　　　　　　について
　　　　3） その他　

■木造住宅耐震診断委員会
日　時／平成30年７月５日（木）13：30～
場　所／エキパル倉吉
出席者／委員長、副委員長、委員
議　題／耐震診断の業務料について

■「適合証明技術者業務」講習会
日　時／平成30年８月29日（水）13：00～
場　所／伯耆しあわせの郷
受講者／43名

■第59回鳥取県耐震診断等評定委員会
日　時／平成30年９月24日(月)
場　所／とりぎん文化会館
　　　　対象建物（市・町有施設、民間施設）4棟

■鳥取県耐震診断等評定委員会
　（専門委員会）
第59回　平成30年9月11日(事前審査)
　　　　 平成30年9月19日(指摘事項確認)

■鳥取市住宅改修指導員派遣事業
　　実施件数　平成30年5月　2件

■正会員入会（平成30年4月～）
　㈱津田建築設計事務所
　　　〒683-0846
　　　米子市安倍597-3
　　　ＴＥＬ：０８５９－２９－３０４４
　　　ＦＡＸ：０８５９－２９－９２７０
　　　開設者：津田　雅司
　　　管理建築士名：津田　雅司

　佐々木構造設計
　　　〒680-0908
　　　鳥取市賀露町西3丁目14-7
　　　ＴＥＬ：０８５７－５１－１５０７
　　　ＦＡＸ：０８５７－５１－１５０７
　　　開設者名：佐々木　良介
　　　管理建築士名：佐々木　良介

　友設計
　　　〒680-0001
　　　鳥取市浜坂4丁目2-20 DSマンション103
　　　ＴＥＬ：０８５７－３０－７１４１
　　　ＦＡＸ：０８５７－２１－５７１２
　　　開設者名：長谷川　信文
　　　管理建築士名：長谷川　信文

　日南住設一級建築士事務所
　　　〒689-5226
　　　日野郡日南町湯河344番地２
　　　ＴＥＬ：０８５９-８４-０１１１
　　　ＦＡＸ：０８５９-８４-０１１２
　　　開設者名：田邉　誠
　　　管理建築士：田邉　誠

　㈲向井組一級建築士事務所
　　　〒682-0021
　　　倉吉市上井265-5
　　　TEL：０８５８－２６－３２２１
　　　FAX：０８５８－２６－６７１８
　　　開設者名：向井　康英
　　　管理建築士：穐久　瑞穂

■賛助会員入会（平成30年4月～）
　内装工房　みやび
　　　〒680-0001
　　　鳥取市浜坂2丁目12-5
　　　ＴＥＬ：０８５７－３０－７７０７
　　　ＦＡＸ：０８５７－３０－７７０８
　　　担当者名：岸本　雅博

　（協）智頭木材ハウス産業
　　　〒689-1402
　　　八頭郡智頭町智頭2682-7
　　　ＴＥＬ:０８５８－７５－１１２１
　　　ＦＡＸ:０８５８－７５－２７８０
　　　担当者名：中村　茂樹

■所在地変更（正会員）
　滝山建築積算
　　　〒681-0042
　　　岩美郡岩美町小田157-1
　　　ＴＥＬ：０８５７－７２－８３９８
　　　ＦＡＸ：０８５７－７２－８３９８

■９月
　30日（日）　住まいの無料相談会
　　　　　　　(建築士事務所キャンペーン)
　　　　　　　米子産業体育館

■10月
　 ５日（金）　第42回建築士事務所全国大会（東京開催）
　　　　　　 帝国ホテル東京
　13日（土）～14日（日）　住まいの無料相談会
　　　　　　　(建築士事務所キャンペーン)　　
　　　　　　　鳥取産業体育館
　21日（日）　住まいの無料相談会
　　　　　　　(建築士事務所キャンペーン)
　　　　　　　倉吉駅前広場
　24日（水）　「開設者・管理建築士のための建築士事務所
　　　　　　   の管理研修会」　伯耆しあわせの郷

　30日（火）　「防火設備定期検査および特定建築物定期調
　　　　　　   査の実務講習会」　伯耆しあわせの郷

■11月
　 ９日（金）～10日（土）　県外研修　高知県
　13日（火）　既存住宅状況調査技術者講習会
　　　　　　 伯耆しあわせの郷

■平成30年度　一級/二級/木造建築士定期講習
　第４期　平成31年２月13日（水）
　　　　　伯耆しあわせの郷

　今回の建築とっとりを編集している間に西日本豪雨、北海道地震、台風21号など今年も多くの自然災
害に見舞われ多くの被害が出ました。自分の想定にないような光景を多く目にし、その度に自然の力の
前に我々は無力であることを痛感させられます。
　しかしながら古来より同じように様々な困難に直面しながらも、その困難と向き合い問題解決に向け
て努力してきた先人のもと現在我々は便利な生活を送ることができています。
　私達も同じように、目の前で起こる大小様々な問題に対し一つ一つ解決に向けて取り組み、未来へと
この歴史を繋げてゆくことが大切であることを感じています。　　　 広報編集委員長　小谷　真一
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■平成30年度定時総会
日　時／平成30年５月18日(金)15：00～
場　所／倉吉シティホテル
出席者／会員51名、委任出席37名、欠席15名
議　題／議案の審議
　　　　　第１号議案　平成29年度事業報告
　　　　　第２号議案　平成29年度収入支出決算承認の件
　　　　　　（平成29年度監査報告）
　　　　　第３号議案　平成29年度公益目的支出計画
　　　　　　　　　　　実施報告書承認の件
　　　　　　(平成29年度公益目的支出計画実施報告書に
　　　　　　 関する監査報告)
　　　　　第４号議案　平成30・31年度役員選任
　　　　　　　　　　　の承認の件
　　　　　報告事項
　　　　　　平成30年度事業計画及び平成30年度収支予算
　　　　　　【平成30年３月29日理事会承認】

■平成29年度事業等監査会
日　時／平成30年４月27日（金）10：00～
場　所／事務所協会事務局
出席者／監事、会長、副会長

■第１回理事会
日　時／平成30年５月10日（木）10：00～
場　所／伯耆しあわせの郷
出席者／理事19名、監事２名
議　題／議案
　　　　　正会員の入会の可否について
　　　　　賛助会員の入会の可否について
　　　　　平成29年度　事業報告について
　　　　　平成29年度　収入支出決算報告に
　　　　　　　　　　　 ついて
　　　　　平成29年度　公益目的支出計画実施　
　　　　　　　　　　　報告について
　　　　　旅費規程の改正について
　　　　協議事項
　　　　　本協会顧問の任期満了に伴う対応について
　　　　　防火設備定期検査業務基準及び特定　
　　　　　建築物定期検査業務基準に関する講習
　　　　　会の開催について
　　　　報告事項
　　　　　非常勤職員の採用について
　　　　　会議等開催状況
　　　　その他
　　　　　今後の日程 他

■平成30年度臨時理事会
日　時／平成30年５月18日（金）15：30～
場　所／倉吉シティホテル
出席者／理事19名、監事３名
議　題／議案
　　　　　平成30・31年度　会長、副会長、専務理事の選定について
　　　　　平成30・31年度　顧問、相談役の選任について

■第２回理事会
日　時／平成30年６月15日（金）14：00～
場　所／倉吉シティホテル
出席者／理事19名、監事３名
議　題／議案
　　　　　正会員の入会の可否について
　　　　　賛助会員の入会の可否について
　　　　　委員会及び部会の委員の選任について

　　　　協議事項
　　　　　平成30・31年度　委員会構成の見直しについて
　　　　　木造住宅耐震診断の単価の検討について
　　　　　会員名簿の発行について
　　　　　県立産業人材育成センター設計・インテリア
　　　　　科の要望活動について
　　　　　特定建築物定期調査報告済証（シール）の
　　　　　取り扱いについて
　　　　報告事項
　　　　　会議等開催状況
　　　　その他
　　　　　今後の日程

■第３回理事会
日　時／平成30年７月24日（火）14：00～
場　所／伯耆しあわせの郷
出席者／理事14名、監事1名
議　題／議案
　　　　　正会員の入会の可否について
　　　　協議事項
　　　　　特定建築物定期調査報告の業務報酬算定基準
　　　　　（案）の承認について
　　　　　木造耐震診断の業務料（案）の承認につ
　　　　　　いて
　　　　　平成30年度県外研修及び協会助成（案）
　　　　　の承認について
　　　　　要望活動の実施について
　　　　　耐震診断プログラムSCREEN1・2Ver4.00
　　　　　のあっせんについて
　　　　　第42回建築士事務所全国大会及び「話創会」
　　　　　の出席者及び助成（案）の承認について
　　　　報告事項
　　　　　県立産業人材育成センターに係る要望
　　　　　運動について
　　　　　ブロック塀の補助制度について
　　　　　竹内南地区旅客施設の愛称募集について
　　　　　会議等開催状況
　　　　その他
　　　　今後の日程

■第１回三役会
日　時／平成30年４月27日(金)12：30～
場　所／事務所協会事務局
出席者／会長、副会長、専務理事
議　題／議案
　　　　　第１回理事会提出議案について
　　　　協議事項
　　　　　平成30年度常任委員会の業務分担について
　　　　　平成30年度年次功労者表彰候補者の推薦について
　　　　　本協会顧問の任期満了に伴う対応について
　　　　　法定講習の講師の推薦について
　　　　報告事項
　　　　　会議等開催状況
　　　　その他　
　　　　　今後の日程 他

■第２回三役会
日　時／平成30年６月７日(木)10：00～
場　所／事務所協会事務局
出席者／会長、副会長、専務理事
議　題／議案
　　　　　正会員の入会の可否について
　　　　　賛助会員の入会の可否について
　　　　　委員会及び部会の委員の選任について
　　　　協議事項
　　　　　平成30年度 委員長・副委員長会議の開催について
　　　　　木造住宅耐震診断の単価の検討について

　　　　　会員名簿の発行について
　　　　　県立産業人材育成センター設計・イン
　　　　　テリア科の要望活動について
　　　　　特定建築物定期調査報告済証（シール）　
　　　　　の取り扱いについて
　　　　報告事項
　　　　　会議等開催状況
　　　　その他
　　　　　今後の日程

■第３回三役会
日　時／平成30年７月17日(火)10：00～
場　所／事務所協会事務局
出席者／会長、副会長、専務理事
議　題／議案
　　　　　正会員の入会の可否について
　　　　協議事項
　　　　　特定建築物定期調査報告の歩掛表（案）　
　　　　　の承認について
　　　　　木造耐震診断の業務料の承認について
　　　　　平成30年度県外研修及び協会助成（案）　
　　　　　の承認について
　　　　　要望活動の実施について
　　　　　耐震診断プログラムSCREEN1・2 　
　　　　　Ver4.00のあっせんについて
　　　　報告事項
　　　　　ブロック塀の補助制度について
　　　　　会議等開催状況 
　　　　その他
　　　　今後の日程

■正副委員長会議
日　時／平成30年６月15日(金)15：00～
場　所／倉吉シティホテル
出席者／会長、副会長、各委員会正副委員長
議　題／１、委員会等事業計画の検討
　　　　２、各委員会の主たる議題
　　　　　⑴総務・企画委員会
　　　　　　・会員の増強等組織拡充の取り組み
　　　　　　・苦情の解決業務の実施
　　　　　　・第42回建築士事務所全国大会（東京）
　　　　　　　への参加調整
　　　　　　・県外研修の実施について
　　　　　　・行政機関との相互連携及び事業推進に
　　　　　　　　 係る業務協力
　　　　　　・地域研修・研究事業活動の活性化
　　　　　⑵広報・編集委員会
　　　　　　・協会の広報活動
　　　　　　・30年度 建築士事務所のキャンペーン実施
　　　　　　・会員名簿の改定について
　　　　　⑶業務・技術委員会
　　　　　　・「建築士定期講習」（法定講習）の開催
　　　　　　　　 （建築士会と共催）
　　　　　　・「開設者・管理建築士のための管理研修
　　　　　　　　　 会」（知事指定講習）の開催
　　　　　　・業務・技術に関する講習、講演会、
　　　　　　　　 視察等の検討
　　　　　　・設計業務等に関する図書等編集・発行
　　　　　　・既存木造住宅（民間）の耐震診断等業務
　　　　　　　　  への協力
　　　　　　・高齢者居住住宅の改修事業への協力
　　　　　　・適合証明業務講習会の開催
　　　　　　・特定建築物の定期調査等の推進

■第１回総務企画委員会
日　時／平成30年７月11日(水)13：30～
場　所／伯耆しあわせの郷

出席者／担当副会長、委員長、副委員長、委員
議　題／総務・企画委員会　実施事業の検討について 他
　　　　1） 県会員の増強等組織拡充の取り組みについて
　　　　2） 県外研修の実施について
　　　　3） その他

■第１回広報編集委員会
日　時／平成30年８月３日(金)15：00～
場　所／事務所協会事務局
出席者／担当副会長、委員長、副委員長、委員
議　題／広報・編集委員会　実施事業の検討について　他
　　　　1) 会報発行の取り組み体制について
　　　　2) 木の住まいフェア他キャンペーン活動
　　　　　　の実施について
　　　　3) その他

■第１回業務技術委員会
日　時／平成30年７月４日(水)14：00～
場　所／伯耆しあわせの郷
出席者／担当副会長、委員長、副委員長、委員
議　題／業務・技術委員会　実施事業の検討について 他
　　　　1） 平成30年度講習、研修会等の企画・調整に
　　　　　　　ついて
　　　　2） 「特定建築物定期調査　歩掛表」の作成
　　　　　　について
　　　　3） その他　

■木造住宅耐震診断委員会
日　時／平成30年７月５日（木）13：30～
場　所／エキパル倉吉
出席者／委員長、副委員長、委員
議　題／耐震診断の業務料について

■「適合証明技術者業務」講習会
日　時／平成30年８月29日（水）13：00～
場　所／伯耆しあわせの郷
受講者／43名

■第59回鳥取県耐震診断等評定委員会
日　時／平成30年９月24日(月)
場　所／とりぎん文化会館
　　　　対象建物（市・町有施設、民間施設）4棟

■鳥取県耐震診断等評定委員会
　（専門委員会）
第59回　平成30年9月11日(事前審査)
　　　　 平成30年9月19日(指摘事項確認)

■鳥取市住宅改修指導員派遣事業
　　実施件数　平成30年5月　2件

■正会員入会（平成30年4月～）
　㈱津田建築設計事務所
　　　〒683-0846
　　　米子市安倍597-3
　　　ＴＥＬ：０８５９－２９－３０４４
　　　ＦＡＸ：０８５９－２９－９２７０
　　　開設者：津田　雅司
　　　管理建築士名：津田　雅司

　佐々木構造設計
　　　〒680-0908
　　　鳥取市賀露町西3丁目14-7
　　　ＴＥＬ：０８５７－５１－１５０７
　　　ＦＡＸ：０８５７－５１－１５０７
　　　開設者名：佐々木　良介
　　　管理建築士名：佐々木　良介

　友設計
　　　〒680-0001
　　　鳥取市浜坂4丁目2-20 DSマンション103
　　　ＴＥＬ：０８５７－３０－７１４１
　　　ＦＡＸ：０８５７－２１－５７１２
　　　開設者名：長谷川　信文
　　　管理建築士名：長谷川　信文

　日南住設一級建築士事務所
　　　〒689-5226
　　　日野郡日南町湯河344番地２
　　　ＴＥＬ：０８５９-８４-０１１１
　　　ＦＡＸ：０８５９-８４-０１１２
　　　開設者名：田邉　誠
　　　管理建築士：田邉　誠

　㈲向井組一級建築士事務所
　　　〒682-0021
　　　倉吉市上井265-5
　　　TEL：０８５８－２６－３２２１
　　　FAX：０８５８－２６－６７１８
　　　開設者名：向井　康英
　　　管理建築士：穐久　瑞穂

■賛助会員入会（平成30年4月～）
　内装工房　みやび
　　　〒680-0001
　　　鳥取市浜坂2丁目12-5
　　　ＴＥＬ：０８５７－３０－７７０７
　　　ＦＡＸ：０８５７－３０－７７０８
　　　担当者名：岸本　雅博

　（協）智頭木材ハウス産業
　　　〒689-1402
　　　八頭郡智頭町智頭2682-7
　　　ＴＥＬ:０８５８－７５－１１２１
　　　ＦＡＸ:０８５８－７５－２７８０
　　　担当者名：中村　茂樹

■所在地変更（正会員）
　滝山建築積算
　　　〒681-0042
　　　岩美郡岩美町小田157-1
　　　ＴＥＬ：０８５７－７２－８３９８
　　　ＦＡＸ：０８５７－７２－８３９８

■９月
　30日（日）　住まいの無料相談会
　　　　　　　(建築士事務所キャンペーン)
　　　　　　　米子産業体育館

■10月
　 ５日（金）　第42回建築士事務所全国大会（東京開催）
　　　　　　 帝国ホテル東京
　13日（土）～14日（日）　住まいの無料相談会
　　　　　　　(建築士事務所キャンペーン)　　
　　　　　　　鳥取産業体育館
　21日（日）　住まいの無料相談会
　　　　　　　(建築士事務所キャンペーン)
　　　　　　　倉吉駅前広場
　24日（水）　「開設者・管理建築士のための建築士事務所
　　　　　　   の管理研修会」　伯耆しあわせの郷

　30日（火）　「防火設備定期検査および特定建築物定期調
　　　　　　   査の実務講習会」　伯耆しあわせの郷

■11月
　 ９日（金）～10日（土）　県外研修　高知県
　13日（火）　既存住宅状況調査技術者講習会
　　　　　　 伯耆しあわせの郷

■平成30年度　一級/二級/木造建築士定期講習
　第４期　平成31年２月13日（水）
　　　　　伯耆しあわせの郷

　今回の建築とっとりを編集している間に西日本豪雨、北海道地震、台風21号など今年も多くの自然災
害に見舞われ多くの被害が出ました。自分の想定にないような光景を多く目にし、その度に自然の力の
前に我々は無力であることを痛感させられます。
　しかしながら古来より同じように様々な困難に直面しながらも、その困難と向き合い問題解決に向け
て努力してきた先人のもと現在我々は便利な生活を送ることができています。
　私達も同じように、目の前で起こる大小様々な問題に対し一つ一つ解決に向けて取り組み、未来へと
この歴史を繋げてゆくことが大切であることを感じています。　　　 広報編集委員長　小谷　真一

行事予定行事予定
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一般社団法人 鳥取県建築士事務所協会

　今回のリニューアルの最大の目玉は、夜間の演出照明であ

る。これまで、昼間しか訪れることがなかったロードに夜多く

の観光客を始め地元住民が足をはこぶ。道路空間を時間軸で

２倍活用した結果である。夜間のよびものの影絵の照射に関

しては交通安全上一定の制約条件はあるものの、これまで、

車両や歩行者の通行目的という生活道以外に活用の方法が

なかった道路空間を見事に有効活用した。

（写真提供：境港市、文：足立收平）


