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2回目は、博多駅周辺のレトロな建築、宮崎県にある大自然
の中の土木建造物を紹介します。

1．博多千年門
訪れた観光客を、歴史的文化財が多く残る寺社町エリア
へ導くウエルカムゲートです。地域住民・地元企業・行政
が一体となって建設に取り組み、平成26年3月に完成し
ました。かつて、博多から大宰府政庁へ延びる官道に博多
の入り口となる辻堂口門が存在していたことから、その門
に準じて木造の四脚門様式、切妻本瓦葺の構造をなし、門
扉の板材は太
宰府天満宮よ
り寄贈された
樹齢千年の千
年樟を用い、
欄間には博多
織の献上柄模
様が刻まれて
います。

2．旧福岡県公会堂貴賓館
九州沖縄八県連合共進会の来賓接待所として建設され、
明治43年3月に竣工しました。同年4月には閑院宮御夫妻
の宿泊所として利用されましたが、その後は公会堂などの
公共施設に転用され、昭和31年11月以降は福岡県教育庁
舎として使用されました。昭和56年11月、庁舎の移転に
伴い教育委員会も移転し、その跡地が天神中央公園の一
部となったため、貴賓館以外の施設は取り壊されました。
（貴賓館は現在、補修工事中）
貴賓館は数少
ない明治時代の
フレンチルネッ
サンスを基調と
する木造2階建
の洋風建築で、
北側の正面中央
には石柱による
玄関ポーチが、
北東隅には八角塔が張り出し、南側の背面には平屋の浴
室などが附属し、南東の隅2面にはベランダが設置されて
います。外壁の1階腰壁には白い化粧タイルを貼り、モル

マニー水守の見聞雑記－5 広島支部　水守　寛敏

タル壁には目地を入れ、
2階の窓額縁や軒蛇腹を
モルタルで造り出し、石
造の外観に擬していま
す。屋根においては中央
に陸屋根を設けた寄棟形
で、八角塔屋は尖塔、陸
屋根以外は天然スレート
葺きとなっています。内
部は、主要室の床が板張
り、壁は白漆喰塗腰板張
り、天井は木製格縁や木
骨下地漆喰塗の格縁で幾何学模様をつくり、更には各所に
お洒落なレリーフや縁どりが施され、貴賓館にふさわしい
内装となっています。

3．照葉大吊橋（場所：宮崎県綾町）
「照葉樹林
の自然　日本
一」といわれ
ている九州山
地国定公園の
照葉樹林地帯
内にある綾川
渓谷（本庄川）
に架かる長さ
250ｍ、高さ142ｍの世界最大規模の歩道吊橋です。構造
形式は鋼製の長経間2ヒンジ補剛吊り橋で、照葉樹林一帯
が九州中央山地国定公園に指定された後の1984年 3月
28日に架橋されました。雄大な照葉樹林がつくる景観
を主役として扱うため、できるだけ目障りとならない
ように橋の存在感を消し、一方で、訪れた人がこの照葉
樹林帯を観るために360°見渡せることができるように
なっているデ
ザインが素晴
らしいところ
です。2004年
に、土木学会
デザイン賞　
優秀賞を受賞
しています。
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令和元年度 第29回 全国女性建築士協議会（東京）開催のお知らせ
テーマ『未来へつなぐ居住環境づくり』－和の伝統技術の継承と創造―

於：日本建築学会建築会館　参加費：2,000円・交流会費：1,000円

CPD認定プログラム（6～7月の広島県内実施分） 2019年5月13日現在
日  時 プログラム名 単位 主　催 連絡先
6/15 ～少人数の講習会～「建築数量積算の実務」講習会（広島会場）【仕上①】 6 日本建築積算協会 082－221－9759
6/16 ～少人数の講習会～「建築数量積算の実務」講習会（広島会場）【仕上②】 6 日本建築積算協会 082－221－9759
6/18 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
6/19 コンクリート構造物の品質向上  高耐久化のための知識 6 インターウェーブ 099－812－0677
6/22 ～少人数の講習会～「建築数量積算の実務」講習会（広島会場）【躯体①】 6 日本建築積算協会 082－221－9759
6/23 ～少人数の講習会～「建築数量積算の実務」講習会（広島会場）【躯体②】 6 日本建築積算協会 082－221－9759
6/26 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/  4 良質な公共建築の整備を目指して「令和2年度新営予算単価と設計料算定」説明会 3 公共建築協会 03－3523－0382
7/  5 戸建住宅のリフォーム工事見積書作成実務講習会（広島） 6 経済調査会 03－5777－8222
7/10 DIYリフォームアドバイザー資格認定講座 6 住環境教育協会 082－241－5707
7/10 建設現場における心理活用  コミュニケーションと業務効率化（後編） 6 インターウェーブ 099－812－0677
7/10 構造設計一級建築士定期講習（FA） 6 建築技術教育普及センター 03－6261－3310
7/11 監理技術者講習 6 広島県建築士会 082－244－6830
7/11 設備設計一級建築士定期講習（FA） 6 建築技術教育普及センター 03－6261－3310
7/24 『公共建築工事標準仕様書  平成31年版』『公共建築改修工事標準仕様書等  平成31年版』（建築工事編）講習会 6 公共建築協会 03－3523－0382
7/25 『公共建築工事標準仕様書  平成31年版』『公共建築改修工事標準仕様書等  平成31年版』（電気設備工事編）講習会 5 公共建築協会 03－3523－0382
7/26 コンクリート構造物の品質向上  高耐久化のための知識 6 インターウェーブ 099－812－0677
7/26 「建築数量積算基準」講習会（広島会場） 5 日本建築積算協会 082－221－9759
7/26 『公共建築工事標準仕様書  平成31年版』『公共建築改修工事標準仕様書等  平成31年版』（機械設備工事編）講習会 5 公共建築協会 03－3523－0382

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

■ 7月13日（土）13：00～ 18：30
［開会式］
［活動報告］
　　・岩手県建築士会
　　・秋田県建築士会
［被災地報告］
　　・北海道建築士会
　　・福島県建築士会
　　・岡山県建築士会
［基調講演］
　　和の伝統技術の継承と創造 ～新たなプロの育て方～
　　・講師　㈲原田左官工業所　原田宗亮氏
　　・トークセッション
［交流会］　・ワンバイワン　・交流会

■ 7月14日（日）8：50～ 11：45
［分科会］
　　Ａ分科会……被災地支援の取組
　　Ｂ分科会……心地よい温かさの住まいを求めて
　　Ｃ分科会……歴史建造物の建物再生
　　Ｄ分科会……会員拡大へ向けた取組
　　Ｅ分科会……木造塾
　　Ｆ分科会……子どもと住環境
　　Ｇ分科会……高齢社会と住まい
　　Ｈ分科会……クリークの再生とまちづくり
［全大会］
　　・分科会報告・全体総評
　　・第62回全国大会北海道大会参加の案内
　　・令和2年度第30回全建女（福岡）参加の案内

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
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表紙写真について
某社　福山支店　新築工事

●設計監理／有限会社高橋啓之設計事務所

●施 工／直営

●所 在 地／福山市三吉町南2丁目

●用 途／事務所

●構造規模／鉄骨造 3階建て

●延床面積／1,125.71㎡

●竣 工／2018年12月

築後60年を経てその老朽化した旧社屋の建て替え工事

です。

施主は土木・建設資材を扱う専門商社・工事業者である

ため施工も直営にて行いました。

立地は福山市の繁華街であり、また国道沿いでもあるた

め、終日の交通車両による騒音、振動を軽減させるため建

物配置を道路より25m離す計画とした。

外観の仕上げは自社が扱う建材を中心に自社商品のア

ピールとなるものを採用した。また外観は白を基調とした

清潔なイメージの色彩と会社のカラーである緑色を融合さ

せ地域に向け発信できるような建物を目指した。

屋外階段の目隠し壁はファインフロアを採用することに

より解放感と奥行きのある空間を感じられるよう計画し、

事務所内の打ち合わせコーナーは膜天井を取り入れ暖かい

住宅の雰囲気を醸し出し、膜材透過による間接照明で上質

な光環境の空間を演出した。

3階は社員用の寮として1ルームを併設しているが動線を

全く別とし、職場と住環境との分離を図る計画とした。



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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美味しいけんちく美味しいけんちく 77

三原市新庁舎完成見学会に参加して

 三原支部　村上　浩一

平成31年3月27日に三原市新庁舎完成見学会に参加し
ました。参加者は広島県内各地から、約60名超の参加が
あり、中身の濃い見学会となりました。

最初に、三原市役所都市部建築課の山本氏より、設計コ
ンセプトや工事内容の詳しい説明がありました。
設計においては ■機能性・経済性を追求した「スマー

ト庁舎」 ■環境にやさしい「エコ庁舎」 ■すべてのひとに

地域だより
三  原

やさしい「安心安全な庁舎」 ■市民に親しまれる「開かれ
た庁舎」という4つの基本理念で設計されたそうです。ま
た、工事についても、基礎免振工法の採用や高潮・津波対
策を講じるなど災害に強い庁舎になっているそうです。
その後、各階（8階）を見学し開庁後は見ることが出来な

い免振装置部分やコンピュータールーム、議会室、屋上な
どを見学しました。残念ながらこだわって統一した施設
のサインがまだ取り付けられていませんでいたので、連休
明けの開庁後に見に行きたいと思います。新しい庁舎が
三原市の顔として市民に親しまれることを祈っています。

HOSTERIA da GANINO 〈イタリア  フィレンツェ〉
イタリア フィレンツェで出会ったトスカーナ料理のお

店を紹介。建物は歴史的な街の中心、シニョリーア広場近
くのチマトリ
通りに面して
い る の で も
ち ろ ん 世 界
遺産。そこに
HOSTERIA 
da GANINO
があります。
キアニーナ牛

好きなけんちくの中で、美味しいものを頂く－こんなに
たのしいことはありませんね。このコーナーでは、ミニ
情報をお伝えします。

福山支部　長岡　みゆき

●HOSTERIA da GANINOのHP
   https://www.hosteriaganino.it/
イタリア語を翻訳すると微妙な日本語訳になりますが参考まで。写真は5人前、岩塩で

いただく
テラス席からお店の
入り口付近を見る

のビステッカアラフィオレンティーナ（Tボーンステーキ）
はトスカーナを代表する料理のひとつで、ほどよくレアに
焼きあがったビステッカは絶品。店外のテラス席でトス
カーナワインを飲みながらのランチは最高の贅沢!!
デザートのティラミスも最高。観光客の多いフィレンツェ

ですが、ここは地元の人でにぎわっているお店。フィレンツェ
に行かれたら是非味わっていただきたい、街並みと共にね。

 ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★

平成30年7月に発生した西日本豪雨災害にあたり、建築士会連合会を始め、多くの方から義援金を頂きました。
この場を借りて厚くお礼を申し上げます。

建築士会連合会 200,000円
建築士会中国四国ブロック 100,000円
建築士会東海北陸ブロック 100,000円
（一社）北海道建築士会 130,000円
（公社）沖縄県建築士会 30,000円
会員 7名 63,000円

623,000円

豪雨災害で被災された会員の方々に、全国から送られた義援金
をお届けしました。

被害内容 届出数（件） 義援金／人
全壊 1 90,000円
大規模半壊 1 42,000円
半壊 6 42,000円
半壊に至らない・一部損壊 4 42,000円
床上浸水 1 42,000円
その他 1 21,000円
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建研塾  ～市民とともに学ぶ研修会～

 東広島支部　南波　篤志

建研塾は、建築士会員が市民の皆さんと共に研修会や研究会を行い、地域社会に貢献する有益な提言とその実現に

向けて活動しています。平成24年以降、年に二回のペースで開催し、これまでに計13回開催しています。

地域だより
東広島

■平成30年度　第1回
「平成30年豪雨災害の報告」として、建築分野における
豪雨災害状況を報告しました。東広島市に寄せられた建
築物被災に関わる様々な相談に対し、建築士会東広島支部
では、被災者向けの窓口相談や現地相談等の協力を行いま
した。それらの記録を紹介すると共に、今後の災害防止対

■平成30年度　第2回
「小型無人機ドローンの建築分野への活用～応用編～」
と題し、近年急速に利用されるようになったドローンの現
況や操作方法を学びました。参加者全員が実際にドロー
ンを操作し、空中から建築物を撮影するなどを経験しまし

写真：「平成30年豪雨災害の報告」

写真：「小型無人機ドローンの建築分野への活用～応用編～」

策についての提言を行いました。この報告では、実際に現
地で相談を受けた建築士会会員の説明もあり、参加者が被
災状況をより詳しく触れる機会となりました。参加者の
一般市民には幅広い年齢層の方々が居られ、自然災害に対
する関心の高さを改めて実感しました。

た。参加者の多くは、思ったより簡単に操作できることか
ら、感心を高めたようでした。また、建設会社に勤務する
参加者から、実際に業務で利用を考えるとした方々も多
く、建築分野にも急速に広まっていることが伺えました。


