
  



新年のご挨拶[ここに入力] 
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5 月 19 日（木）に奈良県コンベンションセンターで

奈良県建築士会令和4年度通常総会が開催されました。

開会に際し、物故者への追悼の意を表し黙祷を捧げた

後、米村会長から開会の挨拶で始まりました。 

主な事項を報告いたします。 

1. 令和3年度事業報告及び 

決算並びに監査報告があり 

承認されました。 

2.理事及び幹事等の選任がされ、新任の方をご紹介し

ます。 

副会長：紀本澄男・庄田尚代 

奈良支部長：乾井 哲 

生駒支部長：栗原義幸 

天理支部長：中嶋 孝 

桜井支部長：中尾七隆（副会長兼務） 

橿原支部長：中谷芳一 

宇陀支部長：小松原寛俊（3年度途中交代） 

青年委員会委員長：南 喬 

女性委員会委員長：寺岡春恵 

建築士試験委員会委員長：中西治夫 

制度特別委員会委員長：森馬康之 

3.令和4年度運営方針及び事業計画について米村会長

から発表が有り、SDGs国際社会共通目標の貢献を念

頭に、各事業を進めるべく、具体的な事業内容の説

明がありました。特に、会員には積極的な参画及び

会員増強に繋がる活動を促されていました。 

4.令和4年度予算計画について承認されました。 

5.これまで35年以上会員として活動頂いています 

4名の方が、終身会員として登録されました。 

仁田晴夫（郡山支部） 

栗原昭子（生駒支部） 

大倉孝之（桜井支部） 

坪岡秀明（橿原支部） 

これからもよろしくお願いします。 

6.今年度より事務局長に着任頂きました松岡慎司氏

により司会進行を努めて頂き、中本明議長により、

全ての議案は決議され、無事に閉会となりました。 

■今一度お手元の通常総会議案書をご確認ください 

 

 

 

 

 

 

■奈良支部 支部長 乾井 哲 

 

皆さま、日頃より奈良支部

の活動にご協力、ご理解いた

だきありがとうございます。 

このたび奈良支部の支部長を

勤めさせていただくことにな

りました乾井 哲です。 

現在は、コロナ禍で支部活動の多くは、中止、延期

となっていますが、これまで奈良支部では、奈良市の

姉妹都市慶州建築士会との相互訪問交流、奈良市と既

存木造住宅耐震診断員の派遣、研修会、奈良歴史的建

造物見学会、県内、県外研修見学会などの様々な事業

を行って参りました。 

本年度は、引き続きこれまでの継続事業を行うと共

に、新たに奈良支部の会員相互の交流、賛助会との交

流、行政及び他団体との交流、地域貢献活動などを企

画し活動の幅を広げていきたいと思っております。 

会員の皆さま1人でも多く参加いただき、それと共

に新たに会員になっていただける方にも参加出来る

ような支部活動にして行きたいと思っています。 

これからも奈良支部の活動にご協力、ご参加お願い

します。 

 

 

■生駒支部 支部長 栗原義幸 

 

令和 4 年度より生駒支部支部

長を務めさせていただくことに

なりました栗原です。 

生駒支部では「いこま空き家

流通促進プラットホーム」や「住

まい選び相談」など行政と協力

して地域を盛り上げていく活動

を行っております。今年度はコロナ禍になってからあ

まり活動ができていなかった避難所運営ゲームHUGも

感染対策を十分にした上で開催していく予定です。 

支部会員の皆様にはこれらの活動に積極的に参加

していただき私達の活躍の場を広げていきたいと考

えております。 

今後共、ご指導ご協力の程よろしくお願いいたしま

す。    

 

令和 4 年度通常総会報告

60歳以上で理事を退任された方への感謝状贈呈 

-永らくお疲れ様でした- 

栗原様と米村会長 

【記：情報・広報委員 福田成生】 

 

会場風景 

新任支部長挨拶 
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■天理支部 支部長 中嶋 孝 

 

令和4年度より、天理支部の

支部長を務めさせていただく 

中嶋 孝です。 

都市計画における専門家集団

である【奈良県建築士会】には、

地域社会に様々な影響を及ぼす、

大きな責務があると考えています。 

その中でも天理支部は、国際宗教都市という特徴のあ

る天理市を主な活動エリアとしており、少子化や高齢化

が進展する地方都市の課題解決や、地域活性化に繋がる

活動を、少しでも具体的な事業として推進することが出

来ればと、支部メンバー全員が意気込んでおります。 

今後の、天理支部の活動に大いにご期待ください。 

 

 

■桜井支部 支部長 中尾七隆 

 

桜井支部では、この10年間、

産官学民連携により、景観ガイ

ドラインの作成、市民活動交流

拠点の設置、空き家利活用提案、

有形文化財の登録支援等に取り

組んできました。 

また、先輩方々は、桜井市より防災面、景観面、空

き家対策面など各委員に任命される等、行政との協力

体制も構築されてきたと思います。 

一方本会では新たな試みとして、景観デザイン賞が

「個の建築だけでなく、場を生む空間づくりを評価す

る」ように変革されました。このように、これからの

建築士には、職能を活かし、個の空間～半公共空間～

公共空間領域まで地権者と共にエリアの価値を高め

ていくというエリアマネジメント事業への参画が求

められていると思います。 

 私自身還暦を迎えましたが、まちが元気になる取り

組みに積極的に関与することが、いずれ自分達の元気

につながると信じ、パブリックなマインドを持って次

の世代につなげたいと思います。 

引き続き、活動へのご協力よろしくお願いします。 

 

■橿原支部 支部長 中谷芳一 

 

嵜山前支部長から受け継ぎ

ました 中谷芳一でございま

す。 

６８歳になっております。 

米村会長様、各支部長様、

各委員長様、事務局の皆様ご

指導宜しくお願いします。 

私は建築士会に入会して、４０年程になり、建築士

会及び仕事を通じて多くの友達ができた事に対して

建築士会に感謝を申し上げます。 

最近は仕事、趣味に忙しく時間が早く過ぎる事に困

っております。 

さて、橿原支部は橿原市行政と深く係わり、建築住

宅相談、木造住宅耐震診断、NPO法人今井まちなみ再

生ネットワーク、JR畝傍駅駅舎再生ネットワーク等に

参画しおり、支部の若いメンバーには良い経験ができ

ると思っております。 

橿原支部も本会と同様 活動費に困っており、実の

ある事業の模索及び会員増強に努めたいと思ってお

ります。 

最後に橿原支部を宜しくお願いします。 

 

 

■宇陀支部 支部長 小松原寛俊 

 

昨年の春より宇陀支部長に

就任いたしました。 

宇陀支部は３０名足らずと

少人数で、活動がままならな

いのが現状で少しでも多くの

皆様の参加を頂くよう新企画

等を模索しています。 

又、宇陀地区の余り知られていない伝統文化の探究

も行っていきたいと思っています。 

 今後ともご指導よろしくお願いいたします。 

 

新任支部長挨拶 



新年のご挨拶[ここに入力] 
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去る5 月 19 日（木）に開催された『場を生むデザ

イン賞』～第 19 回奈良県景観デザイン賞～の表彰式

及び奈良県建築士会創立70周年記念講演会について、

報告いたします。 

 

■『場を生むデザイン賞』表彰式 

表彰式は、各賞の受賞者様をはじめ、奈良県より、 

奈良県 水循環・森林・景観環境部 景観・自然環境課

の吉浦 慎治課長様、『場を生むデザイン賞』の審査を

お願いしました長坂 大様、倉橋みどり様、山本あつ

し様、そして、協賛企業様をお迎えして、盛大に開催

されました。 

表彰式に先立ち、事業を担当した教育・事業委員会

の巽氏より、当事業の開催趣旨の説明を行いました。 

また、巽氏より、今後の展開として、今回の応募作

品の取材を行い、『場』の持つ魅力を広く一般市民の

方々に知っていただく活動や、奈良の活性化を目標に

している他団体と足並みを揃えて『場を生むデザイン

賞』を更に有意義な事業に発展させる活動などに、前

向きに取り組んでいくとの話がありました。 

表彰式においては、最優秀賞（知事賞）である「森

のねんど研究所」は、奈良県 吉浦課長様より、受賞

者である倉原 猛様及び岡本道康様に対して、表彰状

及びプレートを贈呈いただいた後に、倉原様より、受

賞者のスピーチをしていただきました。 

その後、当会の米村会長より、優秀賞及び奨励賞の

受賞者様に対して、表彰状及びプレートを贈呈の後、

各受賞者様より、スピーチいただきました。 

今回の『場を生むデザイン賞』は、建築物単体を評

価するのではなく、『場』を評価することに視点を変

えたことにより、既存建物を活用した作品が多く、 

受賞者様のスピーチにおいても、その点を評価された

ことに対する喜びの声を聞くことができました。 

審査委員長をお務めいただいた長坂様による総評

においては、「ちまたに溢れている、ありふれた新し

いものではなく、古いものや昔からあるものを、その

世界観を活かしたまま、次につなげようとすることに

より、これまで見たこともないような、新しい世界が

広がる可能性を感じる作品に出会うことができた。」

とのお話をいただきました。 

 

 

 

 

 

■奈良県建築士会創立７０周年記念講演会 

 講演会は、『場を生むデザイン賞』の総評に続き、 

長坂 大様より、『場を生むデザイン／場所を切り取ら

ないこと』という講演テーマで、約１時間ご講演いた

だきました。 

 講演におい

ては、国内外に

おける、昔から

あるものや古

いものを有効

に活用してい

る具体的な事

例について、とても、分かりやすく、お話いただきま

した。 

講演の締め括りとして、「建築という行為を行う際

に、これまでの固定概念にとらわれて、多様な選択が

あることを忘れてしまうことがある。昔からあるもの

や古いものを、柔らかい視点をもって観察し、全てを

壊すのではなく、部分的に手を加えること（場所を切

り取らないこと）により、一定の多様性を生み出すこ

とが可能となる。また、その多様性は作り手が決める

のではなく、使い手が決めることが望ましい。 

そのような手法により、これまでに無い楽しい建築

と楽しい生活が生まれると考えられ、今回の『場を生

むデザイン賞』がそのきっかけとなることを切に願う

ところである。」とのお話をしていただいたのが、 

とても印象的でした。 

■結び 

 『場を生むデザイン賞』開催にあたり、ご協力いた

だきました全ての皆様に厚く御礼申し上げます。 

第２回開催に向けて活動してまいりますので、今後

とも、ご支援・ご協力を賜りますよう、なにとぞ、よ

ろしくお願いいたします。 

【記：教育・事業委員会 委員長 城田全嗣】 

 

 

 

 

『場を生むデザイン賞』表彰式及び奈良県建築士会創立７０周年記念講演会 開催レポート 

■教育・事業委員会では、現在、『場を生むデザイン賞』の第２回開催にむけての企画・運営に携わっていた

だける方を募集しております。興味のある方がおられましたら、奈良県建築士会事務局（℡：0742-30-3111）

まで連絡ください。 後日、当委員会担当者より、連絡させていただきます。 

 



 

 

 

暑中お見舞い申し上げます 
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株式会社　淺 沼 組 株式会社　奥 村 組 株式会社　尾 田 組 株式会社　鍜治田工務店

（奈良営業所） （奈良支店） （奈良本社）

奈良市三条本町4-32 奈良市高天町38-3 奈良市高畑町738-2 御所市150-3

                            中室ビル                       近鉄高天ビル

☎0742-26-5225 ☎0742-22-5001 ☎0742-26-6011 ☎0745-65-2131

東口　勝彦 芳村　昌秀 尾田　安信 鍜治田　八彦

株式会社　崎 山 組 清水建設　株式会社 大日本土木　株式会社 株 式会 社 　中和コンストラクション

（奈良営業所） （奈良営業所）

橿原市南八木町2-3-35 奈良市大宮町7-1-33 奈良市高天町38-3 桜井市桜井281-7

                  奈良センタービル                        近鉄高天ビル

☎0744-22-2353 ☎0742-34-1510 ☎0742-22-3071 ☎0744-42-9313

嵜山　和之 正井　洋 藤垣　淳 大浦　晃平

株式会社　中 尾 組 中村建設　株式会社 株式会社　平成建設 松塚建設　株式会社

桜井市桜井553-1 奈良市三条大路1-1-48 橿原市曽我町352-4 宇陀市榛原福地610-1

☎0744-42-3567 ☎0742-33-1001 ☎0744-22-3800 ☎0745-82-1371

中尾　隆成 中村　光良 吉崎　真仁 井上　清利

村本建設　株式会社 株式会社　森 下 組 株式会社　山 上 組

北葛城郡広陵町大字平尾11-1 吉野郡大淀町檜垣本1589 奈良市鳥見町1-1-3

☎0745-55-1151 ☎0747-52-3535 ☎0742-44-0063

髙田　幸伸 森下　秀城 山上　武宏

（50音順）

　（一社）奈良県建築士会参与会々員

 



 

 

 

暑中お見舞い申し上げます 
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井上建築工房アルス 岡本設計 大和ハウス工業株式会社

大和郡山市北郡山町158-6 五條市本町1-7-30 大阪市北区梅田3丁目3番5号

大和第3ビル204

0743-51-0286 0747-22-0282 06-6131-8550

井　上　慶　治 岡　本　光　弘 折　目　貴　司

小松原工務店 株式会社ワールド設計 小林建築事務所

宇陀市菟田野松井167-6 磯城郡田原本町三笠152-10 天理市柳本町1519

0745-84-2129 0744-33-1616 0743-66-2511

小松原　寛俊 阪　口　龍　平 庄　田　尚　代

大勝建設株式会社 株式会社中和設計 株式会社中西構造設計

天理市九条町377-5 橿原市今井町2丁目1番14号 橿原市新賀町235-6

橋本ビル3階

0743-66-2569 0744-25-5356 0744-24-6537

中　嶋　　孝 中　谷　淳　一 中　西　治　夫

株式会社伸構造事務所 株式会社桝谷設計 株式会社福本設計

香芝市瓦口2166 奈良市西ノ京町101番地の1 奈良市大宮町4-281-1

新大宮センタービルディング

0745-71-2200 0742-34-1461 0742-34-2800

中　本　　明 中　元　綱　一 西　峯　隆　司

有限会社センザイ不動産 松塚建設株式会社 公益社団法人　奈良まちづくりセンター

　　　　　　　一級建築士事務所

天理市杉本町354-1 宇陀市榛原福地610-1 奈良市中新屋町2-3

0743-63-7268 0745-82-1371 0742-26-3478

福　田　成　生 松　塚　幾　善 米　村　博　昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　（50音順）

　役員・有志

 



 

 

 

暑中お見舞い申し上げます 
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アイカ工業（株） 542-0081 大阪市中央区南船場1-13-27 06-6265-6823 建材メーカー（化粧材、カウンター）

赤庄産業（株） 638-0821 吉野郡大淀町下渕1504 0747-52-8635 造作用集成材、積層間柱（杉、桧、WW、RW）

(株)淺沼組　奈良営業所 630-8122 奈良市三条本町4番32号　中室ビル 0742-26-5225 建設業

(有)アユミ建工 530-0047 大阪市北区西天満3丁目4-28トータス西天満501 06-6311-3131 サイディング及びセメント中空版販売・施工

(株)インテコ 630-8122 奈良市三条本町1番86-4号 0742-30-5655
地質調査、土壌汚染調査、

建設コンサルタント、リフォーム業

(株)上埜タイル 635-0071 大和高田市築山117-1 0745-22-2306 タイル・石・ブロック・レンガ・住設機器

(株)奥村組　奈良支店 630-8241 奈良市高天町38-3　近鉄高天ビル 0742-22-5001 総合建設業

(株)尾田組 630-8301 奈良市高畑町738-2 0742-26-6011 総合建設請負業

(株)鍜治田工務店 639-2216 御所市150-3 0745-65-2131 総合建設業

(株)木村建設 632-0058 天理市成願寺町208-1 0743-67-1703 総合建設業

共同精版印刷(株) 630-8013 奈良市三条大路2丁目2番6号 0742-33-1221 印刷業

(株)きんでん　奈良支店 630-8133 奈良市大安寺6-20-8 0742-62-8781 総合設備エンジニアリング

クマリフト(株) 550-0003 大阪市西区京町堀1丁目12番20号 06-6445-1011 エレベーター、ダムウェーター

ケイミュー(株)　近畿特建営業開発室 540-6013 大阪市中央区城見1丁目2番27号　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13階 06-6945-7860 屋根材・外壁材の製造・販売、雨といの販売

(株)建築資料研究社　奈良支店 630-8114 奈良市芝辻町2-10-16　ことやビル２階 0742-34-8771 出版物販売、資格取得

小松ウオール工業(株)　奈良支店 630-8115 奈良市大宮町7-1-33　奈良センタービル2階 0742-32-1311
鋼製計量建具、トイレブース、

パーテーション、移動間仕切等

サイカン（株） 630-8115 奈良市大宮町5丁目4-1　スギタビル4F 0742-35-0323 CADソフト及びＯＡ機器の販売及びメンテ

（株）櫻井 639-3114 吉野郡吉野町大字丹治15番地1 0746-32-0563 集成材、減圧乾燥ムク材製造

三和シヤッター工業(株)　奈良統括営業所 630-8452 奈良市北之庄西町2-9-10 0742-61-8575 各種シャッター・ドア・間仕切等の製造・施工・販売

（株）シーピーユー 540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4　MF天満橋ビル4階A号室 06-6946-5311 建築ＣＡＤ、その他建築関係ソフトウェア

(株)渋谷 633-0007 桜井市外山186-1 0744-43-1567
総合建設業、ｺﾝﾃﾅ・木材・ﾜｲﾝ輸入販売、

無印良品の家　奈良店

(株)城田設計 630-8003 奈良市佐紀町1番地 0742-33-5585 設計事務所

新世紀建工(株) 639-0231 香芝市下田西3-9-16 0745-77-4348
空調・衛生・浄化槽設備、各種ﾘﾌｫｰﾑ工事、上下水道・井水浄水施設、

管推進、更生工事、ｼｬｰﾌ゚ 太陽光ｼｽﾃﾑ特約店、ｵｰﾙ電化

新日本法規出版(株)　大阪支社 540-0037 大阪市中央区内平野町2-1-12 06-6947-0695 法律図書

(株)総合資格　奈良支店 631-0822 奈良市西大寺栄町3-27　泉谷ビル4階 0742-30-1511
①各種国家資格受験講座の開催

②各種セミナー開催③教材の出版

(株)たかの建築事務所 637-0041 五條市本町1丁目7-11 0747-22-3232 一級建築士事務所及び補償コンサルタント業務

タニコー（株）奈良営業所 630-8115 奈良市大宮町5-2-11　奈良大宮ビル1階 0742-81-7988
業務用厨房機器、家庭用オーダーステンレスキッ

チン

(株)田原建設 637-0071 五條市二見1丁目1番4号 0747-22-3591 総合建設業　新築、耐震診断、各種リフォーム

(株)中和コンストラクション 633-0091 桜井市桜井281-7 0744-42-9313 土木、建築工事の企画設計監理

(株)都市企画設計コンサルタント 634-0005 橿原市北八木町1丁目1番8号　橿原中央ビル 0744-23-7717 建築設計・企画監理業

(株)中尾組 633-0091 桜井市桜井553-1 0744-42-3567 建設業

奈良県建築協同組合 634-0811 橿原市小綱町9-8 0744-22-5115

奈良不二サッシ(株) 630-8452 奈良市北之庄西町1-12-2 0742-62-4111 金属製建具販売施工

(株)伸構造事務所 639-0225 香芝市瓦口2166　フロンティアビル 0745-71-2200 構造設計

パナソニックハウジングソリューションズ（株）
営業本部　近畿支社　近畿特建開発部

540-6324 大阪市中央区城見1-3-7　松下IMPﾋﾞﾙ24階 06-6942-3674 住宅設備建材、木造建築物の構造部材

福井コンピュータアーキテクト(株)関西営業所 536-0022 大阪市城東区永田4-15-6　深江橋MHビル2階 0570-039-291 建築専用３次元ＣＡＤ開発、販売

(株)福本設計 630-8115 奈良市大宮町4-281-1 新大宮センタービル5階 0742-34-2800 建築設計・監理

(株)フジテツ 630-8434 奈良市山町645 0742-61-2277 鉄骨工事業

不二熱学工業(株) 542-0081 大阪市中央区南船場2-1-1 06-6261-2436 空気調和設備、給排水衛生設備工事

報国エンジニアリング(株) 561-0827 豊中市大黒町3-5-26 06-6336-0228
地盤調査、地盤改良工事、沈下修正、

土壌汚染

（株）豊明 636-0021 北葛城郡王寺町畠田8-1757-3 0745-32-7198
アルミ、スチール、ステンレス、サッシ、

ロートアイアン、スリーストーン他

(株)桝谷設計 630-8042 奈良市西ノ京町101-1 0742-34-1461 設計事務所

松田電気工業(株) 635-0064 大和高田市栄町4-33 0745-52-1115 電気工事、管工事、電気通信工事等

松塚建設(株) 633-0204 宇陀市榛原福地610-1 0745-82-1371 総合建設業

村本建設(株) 635-0822 北葛城郡広陵町大字平尾11-1 0745-55-1151 総合建設業

(株)山上組 631-0065 奈良市鳥見町1-1-3 0742-44-0063 総合建設業

ＹＫＫＡＰ(株)ビル本部　西日本統括支社　奈良支店 634-0006 橿原市新賀町237-1　ﾌｸﾀﾞ不動産八木ﾋﾞﾙ2F 0744-68-1285 鋼製建具工事業

(株)ランド・エコ 639-1028 大和郡山市田中町818-4 0743-54-0418 地質調査、土壌汚染調査、測量
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編集後記 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  3 日（日）二級建築士試験（学科）  

20 日（水）監理技術者講習 
24 日（日）一級・木造建築士試験（学科） 

     

15 日（月）事務局お盆休み 
17 日（水）監理技術者講習 
25 日（木）建築士定期講習 
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お知らせ 
●第 64 回建築士会全国大会 
 令和 4年 10 月 14 日（金）に第 64 回建築士会 
 全国大会「あきた大会」が開催されます。ご参加 
を希望される方は 6 月定例発送に同封の申込書にて 
事務局までお申し込み下さい。 
●入会 
 川内 伸一 様 （奈良支部） 
 紀  陽介 様 （奈良支部） 
     よろしくお願いいたします。 
  

●訃報 
   東川 正樹 様 （郡山支部） 
     ご冥福をお祈りいたします。 

私は、天理支部に所属しているのですが、支部の会議でコミュニティがなくなっているという話題を支部

長がされました。考えてみると、私の一番近いコミュニティは町内会なのですが、新型コロナの影響により

祭りや行事がどんどんなくなってきています。復活しなくてもいいような感じになっており、地域のつなが

りコミュニティが弱くなっているのを感じています。建築士会も私のコミュニティの一つです。新たに会員

になる方が少なく厳しい状況にあるのを感じつつ、少しでも活発なコミュニティになるよう、まずは楽しい

会であるように、いろんな方の助けを借りながら少しずつでありますが頑張っているところです。 

話しは少し変わるのですが、先月号に記載させて頂いた景観デザイン賞のことです。建築物単体を評価す

るだけでなく『地域のコミュニティの場を生んだ作品』ということでも評価をされています。古いコミュニ

ティを大切にする一方で、新たなコミュニティをつくるということも大切なことです。私もこういったかた

ちで新たなコミュニティ作りに貢献できたら最高だと思いながら日々の仕事に励んでおります。 

                               【記：情報・広報委員 宮浦重彦】 

 

入会者からのご挨拶 

-今年度入会されました方よりご挨拶が届きました- 

【氏 名】    紀 陽介       

【所属支部】  奈良支部 

【自己紹介・挨拶文等】 

はじめまして、㈱桝谷設計の紀と申します。                                   

主に業務担当として、建築士の資格取得に向けて

勉学に励んでおります。                                    

建築士会の手助け、自身の勉強になる事は積極

的に励んでいきたいと思いますので、どうぞよろし

くお願い致します。 

https://nara-kenchikushikai.or.jp/
mailto:info@nara-kenchikushikai.or

