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わたしたちは、建築・住宅づくりを考える
消費者に信頼されるよう
日々研鑽に努めています。



□ 会長挨拶 

当協会は、建築士法で認められた唯一の法定団体として位置づけら
れており、建築士事務所の健全な発展と、一般消費者の利益保護を目
的としております。 

消費者の皆様により信頼される建築士事務所を目指して、法令や最
新技術の研修をおこなっています。 

消費者保護の立場にたった建築苦情相談業務や、和歌山県と｢大規模
災害時における応急対策業務に関する協定｣を締結し、大規模災害時に行政と協力しながら、
公共建築物の安全について調査･判定･技術助言なども行い、社会的役割を果たしていく団
体でもあります。 

当協会の会員事務所は、消費者の皆様にとってより信頼でき、より安心してご相談に応じ
られますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 
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（一社）和歌山県建築士事務所協会組織図

1 運営委員会

　会の運営及び指定法人の業務・会員の連絡等支部設置の運営

2 倫理委員会

　倫理規定の普及・指導及び懲戒事由の調査

建築物耐震診断判定委員会

　耐震診断及び補強計画の判定等

会　長 指導部会（苦情相談業務に関すること）

青年部会（若手・女性建築士の協会活動参加推進）

副会長

副会長

副会長

まちづくり部会（まちづくりに関する情報収集・事業提案）

4 教育・研修委員会

　講習会、研修会の実施及び建築CPD制度の促進に関すること

　協会ＰＲ、会報誌、会員名簿の発行及びﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ企画運営

7 交流・会員委員会

　会員、賛助会員及び他団体との親睦・交流・情報交換に関すること

5 防災・耐震対策委員会

　大規模災害応急対策及び耐震対策に関すること

6 広報・編集委員会

理事会

事務局

副会長

財政健全化特別部会（協会の財政に関すること）

業務部会（国・県・市町村などへの要望に関すること）

3 総務・財務委員会

　財務、企画及び指導に関すること

監　事

副会長



□ 目 的 

当協会は建築士法に規定された法定団体として位置づけされ、建築士事務所の業務の適
正な運営と健全な発展及び設計等を委託する建築主の利益保護を図り、建築文化の向上と
公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。 

 
 

□ 事 業 

 講習会・研修会・セミナー  

・建築士事務所の開設者に対し業務運営に関する研修 
・建築士定期講習 
・所属建築士の設計等の業務に関する研修 
・法改正等の講習会 
・新工法等の情報提供並びに知識・技術の研鑽スキルアップのための講習会・セミナー 
・新工法・製品等の情報交換 
 建築主の利益保護  

・建築士事務所の業務に対する苦情の相談 
 社会貢献  

・建築相談対応 
・応急危険度判定・被災建築物の被災度区分判定 
・和歌山県と「大規模災害時における応急対応業務に関する協定」を結び大規模災害時に

対応 
 県民の皆様と交流する場  

・建築士事務所キャンペーンを実施。会員の作品展示・賛助会員の商品展示紹介等や建築
無料相談などの行事を実施。 

・テレビ、ラジオを通じた広報活動 
 協会事業  

・耐震診断判定業務 
・指定建築士事務所登録機関としての業務 
・機関紙「あさも」の発行 

 
 
□ 沿革 

１９８２年（昭和５７年）協会設立 
１９８５年（昭和６０年）社団法人の認可を受ける 
２０１２年（平成２４年）一般社団法人の認可を受ける 



●和歌山地域 ㈱原庄組一級建築士事務所 菖蒲谷設計室
㈱赤土建設一級建築設計事務所 ハンワリフォーム㈱ ㈱中井組
浅井建設㈱一級建築設計事務所 東野建築設計事務所 ㈱初島組一級建築設計事務所
㈱淺川組一級建築士事務所 ㈲平井設計 ㈲水尻一級建築設計事務所
アサカワリフォーム㈱一級建築士事務所 ㈱フジ設計 ㈱保田組一級建築設計部
アスティ一級建築士事務所 ㈱堀田設計 ●日高・御坊地域
アトリエクウ一級建築士事務所 益田工業㈲一級建築士事務所 大谷建築設計事務所
㈱アフターケア一級建築士事務所 ㈱松原建設工業 ㈱梶工務店一級建築士事務所
市川建築設備設計事務所 ㈱丸和商会二級建築士事務所 ㈲北田設計
㈱岩橋設計 南方設計 紀の国二級建築設計事務所
Ｍ２級建築設計事務所 ㈱宮井組一級建築士事務所 巧細川組㈱
大浦建築研究室 山口建築設計事務所 ㈱駒場工務店一級建築設計事務所
㈱岡本設計 一級建築士事務所㈱ライトコーポレーション ㈱坂井家起こし二級建築士事務所
㈱かじもと一級建築士事務所 ㈱RｅＲ建築事務所 ㈱スタジオパートスリー
川一級建築事務所 ●海草・海南地域 ㈱谷口組一級建築士事務所
㈱環境建築計画 一級建築士事務所紀州設計 ㈱寺前則彦設計室
北山一級建築士事務所 ㈱丸山組一級建築士事務所 名手建築設計事務所
㈱キューブ建築研究所 ●紀の川・岩出地域 ㈱古部組一級建築士事務所
㈲日下建築設計事務所 ㈱ウエダ 山﨑建築設計事務所
グッドライフデザインオフィス 大前一級建築設計事務所 ●西牟婁・田辺地域
栗本建築設計事務所㈱ ㈱小川一級建築士設計事務所 168STYLE二級建築士事務所
㈲黒田一級建築設計事務所 一級建築士事務所金岡設計 ㈱後工務店一級建築設計事務所
㈱小池組一級建築士事務所 建築デザイン空創 ㈱裏地工務店一級建築士事務所
雑賀崎設計 斉藤一級建築設計事務所 大芝建材㈱二級建築士事務所
三友工業㈱一級建築士事務所 ㈱ｓｅｅｄ建築士事務所 竹内建築設計研究所
一級建築士事務所ＪＡ和歌山県農 ㈱ジェミニ設計 ㈱テンコーライフ一級建築士事務所
城本建築設計事務所 谷澤一級建築設計事務所 中村伸悟建築設計室
㈱進藤建設一級建築士事務所 ㈱藤平組一級建築士事務所 ㈱西峰工務店一級建築士事務所
角設計 ●伊都・橋本地域 ブレイン１級建築設計事務所
瀨村一級建築設計事務所 ㈱阿波設計事務所和歌山支店 ㈲宮本設計事務所
㈲大統一級建築士事務所 井本建築設計室 ㈱山幸一級建築士事務所
大和リース㈱和歌山営業所一級建築士事務所 栄林一級建築設計事務所 ㈱湯川一級建築士事務所
㈱高橋組一級建築設計事務所 大川一級建築士事務所 ●東牟婁・新宮地域
㈱田渕建築設計事務所 尾上組一級建築設計事務所 烏藤一級建築士事務所
㈲知念総研一級建築士事務所 平一級建築士設計事務所 ㈱金嶋一級建築設計事務所
辻岡直樹建築設計事務所㈱ 奈和建設㈱一級建築士事務所 三和建設㈱一級建築士事務所
辻上建築設計事務所 前迫一級建築設計事務所 塩谷設計事務所
西畑測量設計㈱一級建築士事務所 ●有田地域 島田一級建築設計事務所
西村建築設計事務所 アイ設計研究室 ㈱清水設計事務所
㈱日和設計 ㈲アール企画・設計 ㈱大東設計
㈱日紀建設一級建築士事務所 ㈱川建築事務所 谷地建設㈱一級建築士事務所
㈱バウ建築企画設計事務所 ケイズ一級建築士事務所 ㈱中村一級建築士事務所
パナソニックホームズ和歌山㈱一級建築士事務所 三洋建設㈱一級建築士事務所 ㈱夏山組一級建築士事務所

●和歌山地域 ㈱ナルセ ●伊都・橋本地域
㈱アウテリア六十谷 西村工業㈱ 小竹電気温調㈱
アドネット㈱ ㈱日本システム家具 ●有田地域
㈲インテリアオーパ ㈱萩野電機 ●日高・御坊地域
㈱ウチタ ㈱はまゆう ㈱小山農園
エース工芸 バンドー設備工業㈱ 大洋化学㈱
㈱エヌ ティ エス ㈱平山 ㈱玉井組
大阪ガス㈱法人第２営業部南部営業チーム第３グループ ㈲福嶋商会 ㈱道建設
㈱オオニシ ㈱福田工務店 松本サッシ
㈱カズミック ㈱冨士商會 丸紀木材工業㈱
川本化成㈱ ㈱フジ電装 ㈲山本板金
㈱貴志 ベストパートナー㈱ 社会医療法人黎明会
近畿電設工業㈱ ㈱ベニヨシ ●西牟婁・田辺地域
㈱きんでん和歌山支店 松浦舗道建設㈱ エイジアルミ
楠本板金工作所 ㈱窓わく屋 ㈱伸栄木材
㈱建築資料研究社　日建学院和歌山校 明光電機㈱ ㈱第一テック
小松ウオール工業㈱和歌山営業所 安井管材㈱ タケヤ産業㈱
㈱小向商会 ㈱山翔建設 ㈱山長商店
㈱コムラ ㈱ユー・シート ●県外地域
㈱酒直 ㈱LIXIL ㈱オートセット
三協樹脂建材㈱ ＹＫＫＡＰ㈱関西支社和歌山支店 関西運輸事業協同組合
三和シヤッター工業㈱和歌山統括営業所 若杉建装工業㈱ 元旦ビューティ工業㈱大阪支店
秀研 ㈱和歌山建材リサイクルセンター 関包スチール㈱
シンコー㈱和歌山支店 和歌山ベストン㈱ ㈱建研大阪支店
㈱シンコウ設備 ㈱和光 ㈱サカイヤ
新光テック㈱ 和防工業㈱ ㈱サンゲツ南大阪営業所
㈱センテル建装 ●海草・海南地域 サンテクノ㈱
㈱総合資格　和歌山校 ●紀の川・岩出地域 ㈱染野製作所大阪営業所
㈱ダイキアクシス和歌山出張所 ㈱井奥建材工業 太陽工業㈱　TM事業部
タカラスタンダード㈱和歌山支店 大西電設㈱ ドローンアーキテクチャー㈱
㈱武田基礎調査 関西テクノ㈲ ニチハ㈱大阪営業所
㈲土橋鈑金工作所 紀北造園土木㈱ 福井コンピュータアーキテクト㈱　
㈱釣谷商店 ㈱大陽商会 ㈱淀川製鋼所大阪統括営業所
東和冷機㈱ 日本興業㈱和歌山営業所 ㈱リークス開発
㈱中井建装 ㈲ワイエムテック ㈱ワイケー
㈱中澤工業 ㈱和伸産業
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賛　助　会　員

一般社団法人 和歌山県建築士事務所協会 所属事務所

正　　 会　　 員
（地区別５０音順）


