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「ひろしま建築学生チャレンジコンペ」の取組が
「2018年日本建築学会教育賞（教育貢献）」を受賞
 広島県土木建築局営繕課

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、最優秀作品を
実際に建てるだけでなく、提案者が実施設計や工事監理の
プロセスに関わることができる学生コンペを2013年度か
ら実施しています。
この度、「ひろしま建築学生チャレンジコンペ」の取組
が、一般社団法人日本建築学会の「2018年日本建築学会教
育賞（教育貢献）」を受賞しました。
この受賞は、これまで温かいご支援と励ましで支えてい
ただいた関係団体の皆様、審査委員の先生方、学生の指導
をしていただいた指導教員の皆様、また、設計・工事監理
に携わっていただいた設計者・施工業者の皆様、そして何
より、広島県の取組に魅力を感じて応募していただいた多
くの学生の皆様のおかげです。
この取組を始めるにあたって、「広島の強みは何であろ
うか」の自問に対し、県外の建築家の方や出版社の方から
「広島は建築において既に知名度は抜群じゃないですか」
とのコメントをいただいたことを思い出します。
この5年間、各教育機関の先生方や審査委員の先生方な
ど、多くの方からのご助言をいただき、毎回試行錯誤しな
がら、チャレンジコンペの発展に取り組んできました。
5回目の節目の年となった昨年は、協賛企業の皆様のご
厚意により、賞金を設定することができました。さらに、応
募対象を県内の建築学生から全国の建築学生へ拡大したこ
とは、私たち広島県にとって大きなチャレンジでした。

広島県内の公共建築を通じて、県内の学生の人材育成に
取り組んできたこともあり、庁内では慎重な意見もありま
したが、結果的に、作品の約半数が県外の学生から提出さ
れ、全国の学生との交流を深め、全国に広島ファンを増や
すきっかけとなりました。
このチャレンジは、若い才能が広島に集まることで地域
の豊かな建築文化を大いに育む契機となることが期待さ
れ、教育賞の選考過程において特に評価されました。建築
文化が地域に根ざし、深い懐を持つ広島だからこそ、この
ような行政のチャレンジが受け入れられ、実現し、この度
の受賞につながったと感じています。
「ひろしま建築学生チャレンジコンペ」は、今年も全国
の建築学生を対象に実施します。対象建築物は、瀬戸内海
国立公園内の公衆トイレです。数々の制約がある中で、デ
ザイン性や機能性に優れ、独創性の詰まった多くの提案が
出てくることを期待しています。
「ひろしま建築学生チャレンジコンペ2018」の情報は、県
のホームページや「ひろしまたてものがたり」のfacebook
において掲載しますので、ぜひご覧ください。
最後になりましたが、将来にわたってこのコンペを継
続・発展するため、これからも初心を忘れず、将来を担う
若い世代の育成に励みますので、引き続き温かいご支援を
お願いします。

「ひろしま建築学生チャレンジコンペ2018」は、現在応
募登録申込を受け付けています！
最終審査は公開で行いますので、学生の熱い提案を観
に、ぜひお越しください！

■ スケジュール

応募登録申込受付期間 ▶ 平成30年7月16日月・㊗～平成30年9月20日木

提案作品受付期間 ▶ 平成30年8月27日月～平成30年9月21日金

一次審査結果発表 ▶ 平成30年10月上旬

最終審査（公開）及び審査結果発表 ▶ 平成30年11月4日日
日本建築学会教育賞贈呈の様子

（左：古谷誠章日本建築学会会長，右：的場営繕課長）

公開審査 設計監修 工事監修 竣工式・完成見学会

ひろしま建築学生チャレンジコンペ 2018 検索
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島市の防災備蓄倉庫、グラウンドの下に広がる冠水対策用
貯留池を廻り見学会は終了です。見学の途中、職員の方が
何度も、今も球場は進化しています、とおっしゃっていま
した。絶えず成長していく、その姿勢が今のカープの好調
を支えているのかもしれません。

CPD認定プログラム（8～9月の広島県内実施分） 2018年7月13日現在

日  時 プログラム名 単  位 主　催 連絡先

８／21 建設現場の施工管理業務の生産性向上講座 6 広島県建設工業協会 082－511－1430

８／22【A－午前コース 問題解決の進め方 建設工事の安全管理について】 3 建設情報化協議会 03－6869－0586

８／22【C－終日コース 問題解決の進め方 建設工事の安全管理について 工事成績評定点アップの秘訣】 6 建設情報化協議会 03－6869－0586

８／22【B－午後コース 工事成績評定点アップの秘訣】 3 建設情報化協議会 03－6869－0586

８／25 住宅講演会「町と家の間をデザインする」－性能の先の心地よさを考える－ 2 広島県建築士会 082－244－6830

８／28『建築設備設計基準 平成30年版』講習会（電気設備） 5 公共建築協会 03－3523－0382

８／29『建築設備設計基準 平成30年版』講習会（機械設備） 5 公共建築協会 03－3523－0382

８／31 効果的なリスクアセスメント手法と労働安全衛生対策 6 インターウェーブ 099－812－0677

９／ １ 尾道市新本庁舎建設工事　現場見学会 2 広島県建築士会尾道支部 0848－23－5300

９／ ４「コンクリート舗装技術の最前線」「コンクリート構造物の劣化について」 4 広島県東部生コンクリート協同組合 084－973－2155

９／ ６ 構造設計一級建築士定期講習（FB） 6 建築技術教育普及センター 03－6261－3310

９／ ７ 設備設計一級建築士定期講習（FB） 6 建築技術教育普及センター 03－6261－3310

９／13 監理技術者講習 6 広島県建築士会 082－244－6830

９／13 WHAT IS CONCRETEフレッシュコンクリート・構造体コンクリート　品質管理に関する基礎知識 6 建材サービスセンター 03－3963－2011

９／14 WHAT IS CONCRETEフレッシュコンクリート・構造体コンクリート　品質管理に関する基礎知識 6 建材サービスセンター 03－3963－2011

MAZUDA ZOOM-ZOOMスタジアム見学会
家頭　昌子

今年も6月30日（土）にカープが絶好調！の広島市民球
場（MAZUDA ZOOM-ZOOMスタジアム広島）で平成29
年度、30年度新規入会者を対象とした建築技術者のため
の見学会を開催しました。
建築士会だから聞ける建設当時のお話の数々。観客定

員を3万人に設定した根拠や裏話のあれこれ…。カープが
望んだ新球場は、「年々親しみや魅力が増していくような、
改善・成長し続けることを配慮した球場」。地域と共に、
地域の球団として存続しようとする、まさしく市民球団！
スタジアムとしてのZOOM-ZOOMスタジアムの見学コー
ス、まちづくりの観点からスタジアムに設置されている広

ぷろじぇくと
PROJECT NEWS

ニュース

日　　時　　平成30年　9月1日（土）13：30 ～ 15：00
場　　所　　尾道市久保一丁目15－1　現庁舎北側に集合
募集人員　　30名（申込先着順　締切：平成30年8月20日）
工事現場説明　尾道市新本庁舎建設工事　建築JV
　　　　　　 CPD認定行事

問合せ先： 尾道支部　事務局　Tel 0848－23－5300　Fax 0848－23－8499
 〒722-0037　尾道市西御所町9－15    有限会社  元廣建築設計事務所内

尾道市新本庁舎建設工事現場見学会のご案内　　　尾道支部

安全で安心な住まいづくりをサポートします。
◆
◆
◆
◆
◆

建築確認・検査
住宅性能評価
フラット35適合証明
長期優良住宅技術審査
低炭素建築物技術審査

◆
◆
◆
◆
◆
◆

住宅かし担保責任保険
省エネ関連業務
すまい給付金サポート
リフォーム評価ナビ
地域型住宅グリーン化事業申請窓口
ベターリビングリフォーム審査業務

指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関

URL:http://www.hkjc.co.jp

本社

営業所

〒730-0013  広島市中区八丁堀15-10
TEL（082）228-2220  FAX（082）228-2231
〒720-0034  福山市若松町8-22
TEL（084）928-3979  FAX（084）928-3974

株式会社 広島建築住宅センター
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表紙写真について
岡山済生会予防医学健診センター・駐車場棟

●設計・施工／株式会社竹中工務店

●所 在 地／岡山市北区伊福町1-160-23、他

●構 造 規 模／SRC, S／ B1F、9F

●敷 地 面 積／2,302㎡

●建 築 面 積／1,619㎡

●延 床 面 積／13,738㎡

●竣 工／2018年2月

岡山済生会総合病院の医療機能強化・災害時安全性確保・

利便性向上に向けた大規模再編の最終ステップである。本計

画は、耐震壁と開放的に跳ね出した床による対比的デザインと

した駐車場7層と、その上部に健診センターが2層載る複合

用途の施設である。ふたつの用途が積層する姿を素直に表し

た外観と、長年親しまれてきた既存のアースカラーの外壁タイ

ルの継承や、豊かな緑の連続により、既存と調和した健診セン

ターとして、存在感のある新しい風景の創出を目指した。イン

テリアは、瀬戸内の風景を享受できる「天空の健診センター」を

コンセプトとしたアートを配置し、受診者の不安が少しでも和

らぐ空間となるよう試みた。
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んなで配置など工夫しながらなんとか無事終えることが
できました！
今年もいろ

いろな人の協
力 に よ り 無
事、祭りを終
える事が出来
ました。

広島県ヘリテージ協議会総会について
 ヘリテージ委員長　濱井　義樹

ばら祭2018に参加しました
 福山支部青年部会　藤井　太郎

「藤岡亜弥と撮るHIROSIMAのステキ♡」part3
 広島支部女性部長　福馬　晶子

平成30年度の広島県ヘリテージ協議会総会は、6月27
日、ホテルセンチュリー 21で開催されました。
今回の総会では、広島県でのヘリテージマネージャー

（HM）登録者数143名のうち、協議会の各地域部会代表を
中心とした28名の出席により、旧年度の活動報告や新年
度の活動計画のほか、協議会の収支決算及び予算について
の協議を行いました。
その中でも特に大きな課題となったのが、資金面の問題

です。全国的には、協議会自体が収益活動を行うなどによ
り、様々な活動資金を調達しているケースもあるようです
が、発足間もない本県協議会においては、わずかな予算収
入すら寄付頼みという不確定要素の強いものとなってい
ます。このため新年度も旧年度と同様に「安定的な協議会
運営は難しい」というのが実情です。
出席された方々からは、現状の打開策として、珍案も含

め様々な事業案についての意見が出されましたが、結論に
至るまでにはもう少し議論を要するようです。

福山市部　青年部会では今年も、福山最大の祭り「福山
ばら祭2018」に5/19・20と参画しました。我々青年部会
は、ばら公園内のイルミネーション、子供たちに公園内の
ばらを探して廻るスタンプラリー、19日夜にはキャンド
ルナイト＆ミニライブを行いました。2日とも好天に恵ま
れ、イベントに参加された方々に喜んでもらえました。今
年のキャンドルナイトは風が強く点灯したそばから消え
ていくという天候でしたが、スタッフ・ボランティアのみ

広島支部女性部会では、今年も広島が誇る世界的！有名
写真家藤岡亜弥写真勉強会を行っていきます。今年度の
第一弾、昨年度から引き続きの第三弾として、平成30年6
月24日に、サポーズデザインオフィスが仕掛ける堺町ビ
ルプロジェクトを題材に、撮影しました。
堺町ビルは、1階を店舗、上階をマンションとする古い

ビルなのですが、サポーズデザインオフィスがこれを買い
取り、ホテルに変えていく前提で、古いビルをアーティス
トに貸し、コミュニティを形成し、そのアーティストのコ
ミュニティを次のホテルに活かすという目論見の元に行
われるものです。
今回の写真勉強会は、物書き屋さんのブルボン企画室の

部屋を講習の部屋としてお借りし、藤岡亜弥先生の写真と
ブンブンバームの切株の部屋のほか、その部屋の廃材のみ
でできたBAR、石膏の現代芸術の飾られた部屋、風呂の

とは言え、2年後の2020年には、広島県で開催される第
63回建築士会全国大会と同時に、全国HMネットワーク
協議会総会も開催されることとなっています。
こうした全国的な会議に際しては、費用面もさることな

がら、人的な面においても、今以上に多くの方々のご協力
が必要となりますので、まずはHMの登録者数を増やす、
ということが必要不可欠です。
広島県においては、残念ながら、HMの存在意義があま

り認知されていないというのが現状のようですが、歴史的
建造物の維持保存と活用は、これからの建築に欠かせない
分野であり、社会的な認知度も今後は飛躍的に向上するも
のと考えています。
現在、本年9月から始まる第6期目のHM養成講習会の

受講応募を受付中です。
どうか皆様、より多くの方々をお誘いいただき、養成

講習会にご参加くださいますよう、よろしくお願いいた
します。

ふちなどを額縁に窓から見える風景写真の部屋など、個性
的な部屋を撮りまくり、その後、講評を行いました。前回
と同じく参加してくれた小学生の女の子がモデルもしてく
れ、とてもほのぼのした家庭的な会で、藤岡先生の写真の講
評の突っ込みも激しく、とても楽しい時間を過ごしました。
写真の技術だけではなく、どこを切り取ると自分らしい

写真が撮れるのかまで指導してくださる藤岡先生の写真
勉強会は建築だけではなく、様々なものを撮ることを学べ
ます。また行
いますし、支
部を問わず、
会員非会員も
問いませんの
で、ぜひご参
加ください♪

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

地域だより
福  山

地域だより
広  島

指定確認検査機関（中国地方整備局長指定第1号）登録住宅性能評価機関（中国地方整備局長登録第5号）登録省エネ判定機関（中国地方整備局長登録第3号）

中国エリアをすっぽりカバーしています中国エリアをすっぽりカバーしています

ハウスプラス中国は

安全、安心をサポートします。
迅速、的確な審査で、皆様の建物の

BELS  低炭素建築物  長期優良住宅  建築確認  住宅瑕疵保険  フラット35適合証明  住宅性能評価  省エネ適判

広島本店：広島市中区国泰寺町1-3-32 国泰寺ビル
TEL：082-545-5607 FAX：082-545-5608
広島北支店：広島市安佐南区西原6-9-40-7  TEL：082-832-3310  FAX：082-875-4330
福山支店：福山市西深津町1-10-1  TEL：084-973-9143  FAX：084-973-9146

広島本店：広島市中区国泰寺町1-3-32 国泰寺ビル
TEL：082-545-5607 FAX：082-545-5608
広島北支店：広島市安佐南区西原6-9-40-7  TEL：082-832-3310  FAX：082-875-4330
福山支店：福山市西深津町1-10-1  TEL：084-973-9143  FAX：084-973-9146http://www.jutakuhosho.com/

中国電力グループ
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第63回建築士会全国大会　広島大会の開催について
 実行委員会広報・資料部会長　松田　智仁

平成32年（2020年）11月13日～ 15日に建築士会全国大
会が広島県で開催されることになりました。本年5月8日
開催の広島県建築士会の理事会において広島大会の実施
組織が承認され、大会の開催に向けて実行委員会が始動し
たところです。組織構成は下図のとおり。

7月末まで広島大会のテーマ、広島セッション及びエク
スカーションの提案を募集。大会テーマについては新年
1月に、また、広島セッション及びエクスカーションにつ
いては、年度内に企画が固められる予定です。
全国の建築士会の会員に広島を紹介する良い機会にな
るとともに、他府県の建築士との交流を通じて新しい発見
があるものと期待しています。
作業部会での活動スタッフも随時募集していますので、
広島大会実行委員会専用アドレスでご連絡ください。
（e-mail：zenkokutaikai@k-hiroshima.or.jp）

広島大会の開催、成功に向けて、各支部会員の皆様と一
致団結し、盛り上げていきたいと思います。会員の皆様の
ご協力をお願いいたします。

■第60回京都大会（2017年12月）の様子
テーマ「山とまちと木造建築」

大交流会　舞妓さんたちの踊り披露

大会式典　開会あいさつ

記念フォーラム　リレースピーチ

（公社）広島県建築士会

運営調整会議
協議・調整

実行委員会

部　　会 職　務　内　容

監　　査　　役

運営委員会
（公社）日本建築士会連合会
中四国ブロック会

連合会・中四国ブロック会との連絡調整等、大会テ
ーマ・基調講演、大会プログラムの決定等
予算全般の管理
広告・寄付・協賛金等の資金調達等
PRパンフレットの作成、大会の記録・報告書の作成
北海道大会での広報活動等
式典会場の設営、式典・オープニングアトラクション
の企画運営
来場者受付・案内、物産会場の設営、展示ブースの
設営、送迎バス等の調整
連合会主催フォーラム・セッションの調整・会場運営
広島セッションの企画運営等
大交流会・アトラクションの企画運営、歓迎会の運
営等
エクスカーション（現地見学会）の企画運営、各支部
エクスカーションの調整等
第8回全国ヘリテージマネージャーネットワーク協議
会総会の調整等

総 務 部 会

財 務 部 会

広報・資料部会

式 典 部 会

会 場 部 会

フォーラム・
セッション部会

交 流 会 部 会

エクスカーション
部 会

ヘリテージ部会


