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令和 4年 4月 23日  

公益社団法人 兵庫県建築士会  

神戸支部 支部長 戎 孝之 

 

苦難の先には明るい未来がある 

 

日頃より会員の皆様には当会へのご支援とご協力を賜りまして感謝いたします。 

今年度は、支部設立６０周年の年を迎え、ひとえに会員の皆様、並びに建築士会に賛同して

ご支援して頂いた方々のおかげをもちまして今日まで継続してこられたと感謝申し上げます。 

 

令和２年度に始まったコロナ感染症は感染者数の増減を繰り返しながら、緊急事態宣言、

まん延防止法も発出、延長、解除されています。しかし、今日に至るまで未だ収束の目途がた

ちません。優れた日本の薬品メーカーにより経口治療薬が開発され、使用される日が近いとの

ことですが、どうぞ皆様今しばらくは、今までどおり手洗い、消毒、蜜を避けて頂き、コロナ感染

症に感染しない、感染させない様に互いに注意いたしましょう。 

 

３月１６日深夜に福島県沖でマグニチュード 7.4 の福島・宮城地震が発生し、いまだに余震

が続いています。地震により新幹線が脱線したり、停電が発生したりと被害はありましたが、地

震の規模にも関わらず、家屋の倒壊、人身への被害が少なかったことは幸いでした。太平洋

側でも福島・宮城地震に関連しているか否か不明ですが地震が多発しています。コロナ感染

症拡大のなか地震による被害で避難生活を強いられている方々には多くの制約が課され、さ

ぞや辛い日々をお過ごしのこととお見舞い申し上げます。 

 

海外においてはウクライナがロシアに侵攻され、子供を含む多くの一般市民が戦禍にまきこ

まれています。一日も早い終結を望みます。ニュースや報道を見ていると多くの住宅や施設の

地下室、地下壕、地下鉄駅舎等がシェルターとして使用されています。日常から危機意識が

強く、如何なる災害に対しても生命を守ることができる対策がなされていることに関心を持ちま

した。私たち日本人も大地震、大津波を経験して災害対策を講じていますがいろんな災害か

ら身を護る危機意識を今以上に持って対策していかなければならないと考えます。 

 

コロナ感染症のような特殊災害、地震や豪雨等の自然災害、不適切な造成工事による土砂

崩れなどの人為災害等、今後もいろんな災害での苦難が待ち受けていることでしょう。 

 

フランスの哲学者アランのことばの中に「怒りと絶望は、まず第一に克服しなければならな

い敵である。それには信じなければいけない。希望を持たなければならない。そして微笑まな

ければならない」 決してくじけない楽観主義者で前向きに希望を持って笑顔でいることが重
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要であると言っています。 

 

私たち建築士にできることは何があるでしょうか。いろんな災害に対処できる堅剛な建物や

環境を造ることはもとより、人々のコミュニケーションによる情報の伝達、交換により、精神的に

安心感をもっていただくことが重要であり、何事にもくじけず、希望と微笑みをもって寄り添い

立ち向かっていくことではないでしょうか。 

 

建築士会は今後も会員の皆様が互いに情報の提供、交換を円滑に行える団体であること、

そのことにより人々に物理的・精神的に安心・安全な社会生活が過ごせる物づくりを提供する

ことで社会に貢献できるのではないでしょうか。 

 

更に、一般の方々にも建築士の存在を知っていただき、建築士としての技術、知識を提供

することが建築士の地位向上と建築士会が市民の皆様に認められた団体であることを願って

います。又、会員皆様には相互扶助をもって、笑顔で、安心し、希望を持ち、参加していて良

かったと思われる団体であり続ける為にも、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

 

最後になりますが、このような社会状況の中ではありますが、公益社団法人兵庫県建築士

会神戸支部では、会員の皆様に対し、講習会、見学会、セミナー、耐震相談等の事業活動を

展開することで、多くの情報を得ていただき、技術の向上、知識の習得、研鑽の一助として役

立てて頂きたいと考えています。そして、会員皆様方のこれからの、ご多幸とご健勝を祈念い

たしまして、私の挨拶とさせていただきます。 
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1. 神戸支部支部長　(1名)
えびす　たかし

戎　孝之

2. 神戸支部副支部長　(3名)
ささき　ひろし きゅうほう　ひろゆき こき　かずと

佐々木　博司 久宝　弘幸 湖亀　一登

3. 神戸支部理事　(11名)
あらかわ　なおき こうらい　けんじ ささき　やすゆき しばさき　やすこ

荒川　直樹 高麗　憲志 佐々木　康行 芝﨑　康子

つねみね　ひろふみ てらさわ　あずさ てらだ　みさと のぐち　なおと

常峰　博文 寺澤　  梓 寺田　みさと 野口　直人

まえだ　さえ まきもと　みつのぶ やすみず　ただし

前田　さえ 槇本　光展 安水　正

4. 神戸支部監事　(2名)
あかざわ　しょうご いのうえ　よしろう

赤澤　祥語 井上　芳朗

5. 神戸支部顧問　(2名)
たなか　よしゆき まえかわ　しょうじろう

田中　義之 前川　象二郎

令和4年度役員
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令和 4年度各委員会メンバー 

 
        
研修委員会 
担当副支部長 佐々木 博司 
委員長    芝﨑  康子 
副委員長   石田 敦、槇本 光展、安水 正 
委員     瀬戸口 茂、常峰 博文、中居 博喜、 

前田 さえ、毛利 康人、山下 享子 
 
 
青年委員会 
担当副支部長 久宝 弘幸 
委員長    高麗 憲志 
副委員長    中村 重陽、川田 靖 
委員         石田 志野、寺澤 梓、高橋 利郎 
相談役    寺田 みさと 
顧問     上野 和彦 
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令和 3年度神戸支部通常総会報告 

 
副支部長（総務担当） 湖亀 一登 

 
開催日時：令和 3年 4月 24日（土）13：30 ～ 
 
開催場所：神戸市産業振興センター901号室 
 
参加人数：通常総会   27名<前年 13名> 
     懇親会    なし（新型コロナウイルスの影響で） 
 
報  告：今年度の総会は新型コロナウイルス蔓延の合間を縫ってなんとか産業振興セン

ターで開催することができました。しかしながら新型コロナの影響もあり昨年

に引き続き出席者は少数となってしまいました。また当然ながら今年度も懇親

会も開くことかなわず昨年に続いて寂しい総会となってしまいました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

総会光景 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

戎支部長あいさつ 
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令和 3年度 「歴史と環境」を学ぶ会 事業報告 

・・・播磨国大三社（伊和神社/粒坐天照神社）とたつののまち並み・・・ 

主催：公益社団法人兵庫県建築士会 神戸支部 研修委員会 

 

■日 時：令和 4年 3月 12日（土） 8：00～18：00 

■内 容：播磨国大三社（伊和神社/粒坐天照神社）を見学、及びたつの市内の歴史的なまち並み景観を 

見学し、建築に関わる日常業務等のスキルアップに努めました。たつの市内散策では伝統的 

建造物群保存地区を龍野支部のメンバーに案内して頂きました。 

■場 所：宍粟市及びたつの市内 

■参加者：会員 16名、非会員 3名 合計 19名 

■参加費：会員 5,000円、非会員 7,000円  

 

 今年度の「歴史と環境」を学ぶ会は、まだまだ続くコロナ禍のなか感染予防の対策を講じながら開催し、

播磨国大三社のうちの伊和神社・粒坐天照神社を見学した後、たつの市内の伝統的建造物群保存地区に指

定されたまち並みを龍野支部のメンバーに案内してもらいました。 

 最初に、兵庫県宍粟市一宮町に鎮座する播磨国一宮

でもある伊和神社（いわじんじゃ）を訪問し、宮司に案

内を受けながら境内を見学しました。主祭神は大己貴

神、成務天皇 14年または欽明天皇 25 年の創祀と伝わ

る古社で、農業・工業・商業等産業の神、縁結びの神、

福の神、病気平癒の神、又、交通安全の神として崇敬さ

れてきました。境内には、拝殿・幣殿・本殿をはじめ、

五柱社・御霊殿・播磨十六郡神社などの末社や社殿が

北向きである所以の鶴石などがあり、宮司の丁寧な説

明に参加者からも多くの質問がでて、大変充実した時

間を過ごすことができました。 

 

次に、昼食は揖保乃糸資料館を併設したそうめんの里にて、コロナ感染対策の基に地元の名物である手

延そうめん（揖保乃糸）に舌鼓をうち、資料館の見学により手延そうめんがどのように作られているかを

知ることができました。お土産に手延そうめんを購入している参加者もいらっしゃいました。 
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午後は兵庫県たつの市に入り、まず、たつの市龍野町に

鎮座する地元では龍座神社として親しまれている粒坐天

照神社(いいぼにますあまてらすじんじゃ)を訪問し、こ

ちらも宮司による案内を受けながら境内を見学しまし

た。主祭神は天照国照彦火明命、日山（白鷺山）山頂に推

古天皇 2年の創祀と伝わる古社で、主に五穀豊穣、財運、

厄徐のご利益があるとされています。境内には、湧泉信仰

の語り伝えのある湧水や大工などの職人の神といわれる

手置帆負命を祭った瑜伽神社という境内末社があり、参

加者は挙って参拝していました。 

 

 その後は、龍野支部の岸野裕児氏によりたつの市内の

伝統的建造物群保存地区の案内とその地区内で行われて

いる活動内容について説明を受けながら、まち並みを見

学して廻りました。伝統的建造物群保存地区になるまで

の経緯をはじめ、地区内の建造物の現況・保存・改修等に

ついてそれぞれのケースを例にとって詳細な説明を受け

ました。参加者からも、保存・改修における工法や補助な

どに関する手法にいたるまでの多岐にわたる質問がされ、

岸野氏より丁寧な解説をして頂きました。 

 岸野氏には、伝統的建造物群保存地区に関係あるもの

だけではなく、たつの市内のまち並み等についてもいろ

いろと解説して頂き、もう少し時間があればと思える散

策になりました。この場をお借りして御礼申し上げます。 

 今年もコロナ禍の中、感染対策に気を配りながらの開

催となりましたが、何とか無事に神戸まで帰ってくるこ

とが出来ました。ご協力して頂いた参加者の皆様には感

謝を申し上げます。又、この事業の開催ご協力頂いた方々

にも御礼申し上げます。来年は、もっと自由に、出来れば 

県外での開催が出来ればと願っています。(文：佐々木)                               
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令和 3年度第 1回法規講習会事業報告 

（公社）兵庫県建築士会神戸支部研修委員会      

（一社）兵庫県建築士事務所協会神戸支部研修部 共催 

 
令和 3年度第 1回法規講習会として、神戸市における建築・消防関係の最新の法令等についてご説明をしてい
ただきました。参加者は 47名でした。 
 
■ 開催日時： 令和 4年 2月 24日（木） 13：30～16：30 
■ 開催場所： 神戸市教育会館 大ホール 神戸市中央区中山手通 4-10-5 
■ 参加者：  47名 
■ 受講料： 建築士会会員・事務所協会会員は 3000円、会員外 4000円 
■ 講演内容： 
 
① 「福祉のまちづくり条例の概要・条例施行規則の直近の改正について」                

講師：兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課 主任    桑原 優様 

② 「大気汚染防止法の改正ついて」               

講師：神戸市環境局環境保全部環境保全指導課担当係長    福田 崇様 

－休憩－ 

③ 「用途地域等の見直しについて」    

講師：神戸市都市局都市計画課都市づくり係長        西馬 正人様 

④ 「神戸市確認審査基準等の改正について」               

講師：神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課建築安全係長  高橋 宏治様 

⑤ 「建築基準法関連告示(構造関係)の改正等について」         

講師：神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課構造担当係長  岡田 一紀様 

⑥ 「消防法等関係の最近の動向について」             

講師：神戸市消防局予防部査察課設備指導第 2係長       米澤 彰規様 

 
■ 共催：（社）兵庫県建築士事務所協会神戸支部 
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内訳 青年会員 一般会員 会員外 その他 合計

人数

事業担当者Ｅ-mail 青年部URL http://www.kobe-kenchikushikai.com/seinen

　今回はコロナ禍で初めての会場とオンライン同時開催という試みだったが、大きな問題もなく無事終えることができた。当日講
師の大西様が急な体調不良で百田様一人でのご講演となったが、一つ一つのプロジェクトについて丁寧に解説いただき、設計に
取り組む前の基本的な考え方やお二人の役割分担、他の設計事務所との協働における姿勢についてなど、勉強になる部分も多
かった。質疑応答は当初の想定より長くなったが、予定時間ギリギリまで質問が途切れることなくご回答いただいた。

事業担当(計画)者 中村重陽（青年委員会） 事業責任者 高麗憲志（青年委員会・委員長）

事業担当者連絡先 神戸支部所在地 神戸市中央区古湊通1-2-12 古湊ビル２階

建築士の関り

建築士として著名な建築家の選出から始まり、事務所へのオファー、回答を得られるまでの過程を通じ、他の事務所
の対応や建築家との関わり方等、日々行う業務に於いても、学ぶべき要素が多い機会と考え、この事業に関わって
いきたい。
 

今後の検討課題

今回はこれまででおそらく最も若手の建築家を講師にお迎えした。初めてのオンライン同時開催ということもあり、トータル
の参加者数は例年よりもやや多く、一定の成果があったと言えるのではないか。ただ、一部音声が聞き取りづらかったと
いうコメントもあり、改善の必要がある。事前の準備もこれまで以上に大変で、Zoomやカメラのセットなどもスムーズに行
えるようにしなくてはいけないだろう。コロナ禍ということもあり、広報はインターネットを中心に行ったが、年配の方への配
慮でつどいにFAX用の申し込み用紙も配布した。また、オンライン開催という特性上、予約制にしたことで、例年の整理券
配布が不要となった。

連携・協力組織等 一級建築士事務所 大西麻貴+百田有希/o+h

参加者
5 53 12 0 70

活動団体名 （公益社団法人）兵庫県建築士会　神戸支部　青年委員会

事業の目的

"広く参加者を募ることにより、建築士会の活動を多くの方へ知っていただく場としたい。
講師については、東京で活躍する若手の建築家であるo+hの大西麻貴氏、百田勇希氏を招き、幅広い年齢層の
集客を図り、会員拡大及び活動参加拡大の広報活動の場としたい。また、活躍されている講師の講演を聞く
ことにより、個々の意識向上につなげる事を目的とする。

主な事業内容

テーマ；『多様な居場所をつくる』

講　師；大西麻貴氏、百田有希氏

【講師経歴】建築家 / 一級建築士事務所 大西麻貴+百田有希/o+h
大西麻貴(共同主宰)1983 愛知県生まれ　2008 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修士課程修了 2008-
大西麻貴+百田有希 / o+h共同主宰　2017- 横浜国立大学大学院YGSA客員准教授
百田有希(共同主宰)1982 兵庫県生まれ　2008 京都大学大学院工学研究科建築学専攻修士課程修了 2008 -
大西麻貴+百田有希 / o+h 共同主宰　2009-14 伊東豊雄建築設計事務所勤務　2017- 横浜国立大学非常勤講
師

開催日時
    令和3年4月24日（土）

14：30～16：30
 開催場所 神戸市産業振興センター

ふりがな （こうえきしゃだんほうじん）ひょうごけんけんちくしかい　こうべしぶ　せいねんいいんかい

事業報告シート

事業分野 もの・まち・くらし・その他 作成日 令和3年5月13日

事業名称 　公益社団法人　兵庫県建築士会　神戸支部総会　特別講演会



10

内訳 青年会員 一般会員 会員外 合計

人数

■当日の様子

【午前の部】 【午後の部】

事業報告シート

事業分野 もの・まち・くらし・その他 作成日 令和4年3月7日

事業名称 建築見学会（京都・奈良の内藤廣作品を巡る）

開催日時
令和4年3月5日（土）

10：00～16：00
 開催場所 京都市・奈良市

ふりがな （こうえきしゃだんほうじん）ひょうごけんけんちくしかい　こうべしぶ　せいねんいいんかい

活動団体名 （公益社団法人）兵庫県建築士会　神戸支部　青年委員会

事業の目的

来る令和4年4月23日に開催予定の内藤廣氏による支部60周年記念特別講演会「建築のちから」に先立ち、同氏の
設計による関西の近作４作品（下記）の見学会を開催し、講演内容の理解の一助とすることを目的としています。
 
 
 

主な事業内容

午前の部　10：00～12：30
・虎屋菓寮、京都一条店　 （京都市　2009年竣工）
・京都鳩居堂　　（京都市　2019年／2020年竣工）

午後の部　15：00～16：00
・鹿猿狐ビルヂング   　　（奈良市　2021年竣工）

参加者
5 2 3 10

建築士の関り

見学先の選定から先方への事業趣旨の説明、見学ルートや時間の調整など、当日のスケジュール調整や段取りを
通して日頃の業務に必要なスキルを身に付けることができた。

神戸支部所在地 神戸市中央区古湊通1-2-12　古湊ビル２階

今後の検討課題

一般参加で名古屋から社会人学生の方の参加があった。参加理由を伺うと、専門学校の事業がオンラインばかりで
実際の建物を見に行く機会がなかったため、今回のような機会を探していたとのこと。しばらく続くだろうコロナ禍にお
いてリアルなイベントが減少する中で、改めてオンラインでは味わえない現地開催の良さを実感し、今後もコロナ対策
を行いながら充実した建築見学を実施していきたい。

連携・協力組織等 虎屋・鳩居堂・中川政七商店

・虎屋菓寮
ホールで虎屋他店舗の紹介をしていただ
いたあと、建物外部、内部をご案内してい
ただいた。

・鳩居堂
熊谷社長に内藤先生との出会いから隣
接敷地の新築計画まで、様々なお話をう
かがい、２つの店舗をご案内していただ
いた。

・鹿猿狐ビルヂング
スタッフの方より中川政七商店が目指す奈良の伝
統工芸の支援、まちづくりの拠点となる建物の説明
を頂いた。事前に竣工時、内藤先生の講演録画ＤＶ
Ｄを見せて頂き、内藤先生の想いなど知ることが出
来た。

事業担当者Ｅ-mail 青年部URL http://www.kobe-kenchikushikai.com/seinen

事業担当(計画)者 高麗憲志・寺田みさと(青年委員会） 事業責任者 高麗憲志（青年委員会・委員長）

事業担当者連絡先


