
「ひろしま建築学生チャレンジコンペ2015」及び
「ひろしま建築設計コンペU-40 2015」建物完成見学会の開催について

区 分

対象対建物

規 模 等

ひろしま建築学生チャレンジコンペ2015

「御幸松広場トイレ」（広島市南区御幸松地区）

ＲＣ造一部Ｓ造　平屋　33.64㎡

ひろしま建築設計コンペU-40　2015

「旧広島みなと公園トイレ」（広島市南区宇品内港地区）

Ｓ造　平屋　52.80㎡

工 事 費 26,252千円 29,493千円

各コンペ対象建築物の概要

竣工写真と提案パース・模型

　広島県では、魅力ある建築物の持続的な創造に向けた

クリエイティブな人材の育成を目的として、平成25年

度から学生コンペ等を開催しています。そして本年2月

17日、県内の建築学生を対象とした「ひろしま建築学生

チャレンジコンペ2015」（以下「学生コンペ」）及び、県

内の40歳以下の建築士を対象とした「ひろしま建築設

計コンペＵ-40 2015」（以下「Ｕ-40コンペ」）の建物完成

見学会を開催しました。今回の学生コンペの対象建築物

は、広島市南区宇品地区の「御幸松広場トイレ」で、最優

秀作品に選ばれた広島工業大学の阪口雄大さん、赤岸一

成さん、斎藤綾花さん（提案時）の提案が実施設計、工事

を経て竣工しました。

　完成見学会では、審査委員の「土井一秀建築設計事務所」

の土井一秀氏、「吉田豊建築設計事務所」の吉田豊氏、最

優秀提案者の阪口雄大氏他1名、担当教員の広島工業大

学教授の村上徹氏等の関係者様から、提案時のコンセプ

トや、竣工を迎えての喜びのお言葉を頂きました。

　見学会に参加された方は、敷地外からも一際目立つ灯

台をイメージさせる外観や、屋内から見上げた内観、屋

根材として使用された膜等に注目されていました。

　Ｕ-40コンペは、平成27年度に初めて開催しました。

今回のＵ-40コンペの対象建築物は、広島市南区宇品港

地区にある「旧広島みなと公園トイレ」で、最優秀作品

に選ばれた「石川建築設計事務所」の石川誠氏の提案が

実施設計、工事を経て竣工しました。

　完成見学会では、学生コンペと同様に審査委員の土井

一秀氏、吉田豊氏、最優秀提案者の石川誠氏等の関係者

様が参加され、提案時のコンセプトや、竣工を迎えての

喜びのお言葉等を頂きました。

　参加された方は、瀬戸内海に浮かぶ島々の風景をイ

メージした群れをなす屋根や、屋根の下の半外部空間等

に注目されていました。

　広島県では、今年度も学生コンペを実施しますので、

ご注目ください。

旧広島みなと公園トイレ完成見学会の様子

御幸松広場トイレ完成見学会の様子

御幸松広場トイレ（学生コンペ） 旧広島みなと公園トイレ（Ｕ-40コンペ）
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5月22日現在CPD認定プログラム（6～7月の広島県内実施分）
日  時
6／17

プログラム名
若手・新入社員技術講習会

単  位
6

主  催
日本建築協会中国支部

連絡先
082－232－6471

6／17 既存住宅状況調査技術者新規講習 5 住宅瑕疵担保責任保険協会 03－3580－0236
6／17 タイムマネジメントと心理活用！～現場の業務効率化とコミュニケーション術～ 6 インターウェーブ 099－812－0677
6／18 監理技術者講習 6 広島県建築士会 082－244－6830
6／18 設計に活用したい研修会　パート1 3 広島県建築士会福山支部 084－923－4820
6／15 既存住宅状況調査技術者講習【移行】 3 広島県建築士会 082－244－6830
6／17 「省エネ適合性判定と建築確認の手続き」説明会 3 ビューローベリタスジャパン 03－5325－7338
6／28 工事成績は計画書で決まる !!80点超えの施工計画書とは 6 インターウェーブ 099－812－0677
6／29 既存住宅状況調査技術者講習【新規】 5 広島県建築士会 082－244－6830
7／11 中国支部環境工学研究発表会 2 日本建築学会 082－243－6605
7／17 「見積と積算にチャレンジ」～こうすれば、あなたも出来る見積と積算～ 5 時間 !! 5 日本建築積算協会 082－221－9759
7／18 ずっと住み続けたいまち　そこには美しい景観がある。 2 広島県建築士会東広島支部 090－1183－6926
7／10 既存住宅状況調査技術者講習【移行】 3 広島県建築士会 082－244－6830
7／13 監理技術者講習 6 広島県建築士会 082－244－6830
7／20 「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」講習会 2 建築技術教育普及センター 082－245－8055
7／26 仮設安全監理者資格取得講習会 8 全国仮設安全事業協同組合 03－3639－0641
7／28 既存住宅状況調査技術者講習【新規】 5 広島県建築士会 082－244－6830

　建築士会の全国大会は、建築士の連帯と意識の高揚を図るために、

毎年１回、開催されています。全国47都道府県の建築士会会員が一

堂に会し、「式典」「まちづくり交流プラザ、セッション」等の諸行事

を行います。

　建築士が担っている社会的役割と責任に対する意識の高揚を図り、

建築文化の進展に寄与することを誓うとともに、「まちづくり交流プ

ラザ、セッション」においては、広く一般市民の参加を募り、建築

士に対する認識を深めていただくと同時に、建築士会会員相互の連

帯を一層深めることを目的としています。

■日　時：12月8日（金）～10日（日）

■テーマ：山とまちと木造建築

http://www.kenchikushikai.or.jp/data/
zenkokutaikai/60th_kyoto/kyoto_info.pdf

＊2020年  第64回建築士会全国大会は「広島」で開催されます。

●平成29年 春の叙勲受章

　旭日双光章
　元廣　清志（当会会長）

　誠におめでとうございます！

●事務局職員の異動

　退　　職
　橋本真由美（平成29年3月31日付）

　森　　郁枝（平成29年6月30日付）

　　長い間お世話になりました！

　採　　用
　中武　美紀（平成29年1月5日付）

　藤髙加奈子（平成29年5月1日付）

今後ともよろしくお願い致します！

第60回　建築士会全国大会
「京都大会」 にぜひご参加下さい！ 事務局からのお知らせ

表紙写真について
石内北小学校（仮称）新築工事

●設計監理／株式会社 Ｋ構造研究所

●施　　工／浅沼・砂原建設工事共同企業体

●所 在 地／広島市佐伯区

●用　　途／小学校

●構造規模／校舎：RC造一部 S造  ３階建て

　　　　　　屋内運動場：RC造一部 S造  ２階建て

●延床面積／校舎：7,984.70 ㎡

　　　　　　屋内運動場：1,257.03 ㎡

●竣　　工／ 2017 年 2月

自然と織りなす学びの場
　西風新都の開発に伴う新設小学校整備です。

　四季の移り変わりを感じられる丘陵地の、自然の恵みを生かし

た新たなコミュニティーの場となるよう、空間づくりをしました。

　昇降口ホールには吹き抜けを設け、２階の多目的オープンデッ

キスペースと繋がりのある空間とし、中庭空間とも繋がりを持た

せ、３階多目的デッキスペースとも繋がる造りとなっています。

　円形の中庭には、周囲を一周する螺旋階段を設けるなど、随所

に多彩な空間づくりをし、建物内部空間が見渡せる造りとしました。
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平成29年度 　青年・女性建築士の集い 
中四国ブロック鳥取大会　開催のお知らせ

社会活動委員会　青年部会　森保　直也
　　　　　　　　　　女性部会　野口　美保

建築士の日イベント  講演会＋意見交換会 
ずっと住み続けたいまち
　　　そこには 美しい景観がある

東広島支部

6月10日（土）本大会

●開会式

●地域実践発表会

防災分科会１―防災　人をつなぐ　町をつなぐ

防災分科会２―災害時避難所シミュレーション 

ＨＵＧの体験

●地域実践発表表彰式

●懇親会

6月11日（日）エクスカーション

鳥取県西部周辺を「普段は見れない！体験出来な

い！！」内容で堪能する企画です。

Aコース：大山寺散策・座禅体験コース

Bコース：植田正治写真美術館コース

Cコース：米子城下と史跡を巡るコース

Dコース：東光園見学コース

Eコース：港町の歴史をめぐるコース

広島県建築士会から23人が参加し、10日の地域実践活

動報告会で福山支部が発表を行います。

　（マンスリー8月号で大会の様子を報告致します。）

　東広島市と同規模の欧州の中小都市と比較しながら、

市街地から郊外、集落と各地域について、 持続可能な

まちづくりの実現に向けて、後世への負担を軽減する

環境づくりを学びます。

■講師：ダブルスネットワーク㈱

　　　　代表取締役　若本　修治

　　　　近畿大学工学部建築学科准教授　谷川　大輔

 第27回　全国女性建築士連絡協議会 
　　　　　　　　　　　　開催のお知らせ

社会活動委員会女性部会　野口　美保

7月15日（土）本大会

●開会式

●活動報告

北海道築士会：住教育セミナー

宮崎県建築士会：ノベオカノマドハウス 

●被災地報告　　岩手県、宮城県、福島県

●基調講演

7月16日（日）分科会

A分科会：「防災への取り組み」（担当：高知）

・広島「見つけてさがそう☆建物防災探検隊」

B分科会：「エネルギーと暮らし」（担当：宮城）

C分科会：「歴史的建造物と建物再生」（担当：愛知）

D分科会：「環境共生住宅～住み継ぐ」（担当：佐賀）

E分科会：「景観まちづくり」（担当：富山）

F分科会：「子どもと住環境」（担当：北海道）

G分科会：「高齢社会と福祉住宅」（担当：大阪）

H分科会：「住宅ストックの活用」（担当：東京）

16日のＡ分科会で広島県が発表を行います。

　（マンスリー9月号で報告を行います。）

「防災…建築士として
何ができるか！ するべきか！！」

未来へつなぐ居住環境づくり
“和の空間を考える”

大会テーマ 大会テーマ

サブテーマ

「  つ  な  ぐ  」

■日　　時：7月8日（土） 14:00 ～ 16:05       

■場　　所：東広島市福富町下竹仁1240-1 谷川邸

■参 加 費：無料（先着定員70名程度）

■申し込み：申し込み締め切り7/5（水） 

FAX：082-423-6850

メール：saneken@ktf.biglobe.ne.jp

代表者名、参加人数、代表者連絡先を記

入の上、ご送付ください。   

■連 絡 先：090-1016-0403　 

青年女性委員会 担当　実森まで

　近年、地域産材等の木材を活用して魅力ある建築やモ

ノをつくり、新たな地域の産業循環を促す取り組みが進

められています。しかしその方策はまだ模索段階にあり、

具体的にどのように取り組んでいけば良いか分かってお

りません。このため、広島支部まちづくり委員会では、

昨年から「都市内木造の可能性を考えるゼミナール」を

継続開催しており、3月30日（水曜日）、地域産材を活用

して廿日市市立大野学園を設計された株式会社「日総建」

の赤松直樹さんを講師にお迎えして、第2回ゼミナール

を開催しました。まず赤松さんから設計段階の検討ポイ

ントについてのお話しをお聞きし、その後、更に詳しい

ご説明をいただきながら大野学園を見学しました。そし

て、地域産材を活用するに当たり、設計段階で下記の「材

供給」「施工性」「事業性」「構造設計」「意匠面」について

検討されたことを教えていただきました。

●材供給の検討

　・設計段階の市有林の伐採について

　・ボリュームが足りるか否かについて

　・産地限定による供給リスクについて

●施工性の検討

　・地元の工務店でも施工できるか否かについて

・設計段階の複数施工者のヒアリングについて

・建設スケジュールとの整合性について

●事業性の検討

　・公共工事における着工までの入札や契約等について

●構造設計の検討

・木造＋RC造のハイブリットにおけるルート３設計

について

●意匠面の検討

　・ニュートラルな木の使い方について

　

　また今後、都市の木質化に取り組んでいくためには、建

築技術者のコーディネート力が大切。そのコーディネート

をうまく進めていくためには、実現しようとする木質の建

築がどこに向かっているかについて、下記の２つの観点か

ら考える必要があることを教えていただきました。

〇従来の木造文化として供給側にある「産地」「無垢の表

し」「完全純粋木造」等の継承ではなく、実現しようと

する木質の建築においてつくられる空間やモノが、未

来や夢を感じられるクールなものかどうか。

〇近年、省エネ化、高気密化、断熱化、建築の長寿命化の

取り組みが進められているが、感覚的に良いとされる

木質の建築はどれだけ快適化の手法となり得るのか。

　今回のゼミナールは、講師をはじめ、大野学園や廿日

市市役所の皆様のご尽力により、学園の見学を兼ねて開

催できましたので、とても分かりやすく有意義なものと

なりました。関係者の皆様に改めてお礼申し上げます。

地域だより
広　島

広島支部まちづくり委員会　三島　久範

都市内木造の可能性を考えるゼミナール
地域産材でつくられた学校
「廿日市市立大野学園」を事例に考える

ぷろじぇくと ニュース
PROJECT NEWS

本社　〒730-0013 広島市中区八丁堀 15-8-6F
TEL：082-836-3300　FAX：082-228-8201
支店：東京

4 5


