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広島市では、街並みや自然への配慮がなされ、良好な景観
の形成に貢献している建築物や看板、活動などを表彰し、魅
力ある街づくりに対する市民意識の高揚を図ることを目的
として、平成6年度から「ひろしま街づくりデザイン賞」の
募集・表彰を実施しており、今回で17回目となります。
賞には、「建築物（一般）部門」、「個人住宅部門」、「アート
部門」、「広告部門」、「花と緑部門」、「街並み部門」、「景観まち
づくり活動部門」の7つの部門賞及び街づくり提案賞があり、
魅力ある街づくりに寄与する131件もの建築物や看板、活動
などのご応募をいただきました。
選考は、本年7月から広島市ひろしま街づくりデザイン賞
受賞者選考審議会（会長：杉本　俊多　広島大学名誉教授）
において、現地視察を含む計3回の厳正な審議によりなされ
ました。その結果、特に優れたものに贈られる大賞が選ばれ
るなど、11の物件と2つの活動に各賞が贈られることになり
ました。
栄えある大賞を受賞したのは、景観まちづくり活動部門
として応募された「可部夢街道の町並み保存とまちづくり」
です。
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第17回ひろしま街づくりデザイン賞
「可部夢街道の町並み保存とまちづくり」が大賞を受賞

広島市都市整備局都市計画課都市デザイン係

町並みの保全活動や、路地裏を楽しむことができる花の散
歩道の整備、ボランティア団体と連携した清掃活動などに老
若男女問わず取り組んでおり、さらに、昔ながらの町並みを
保全するための建替方法等を提案したガイドラインの作成
や、SNSなどを活用した広報活動により、可部の魅力を積極的
に発信し、次世代の参加に繋げていることが、良好な景観の
形成に大きく貢献していると評価されました。
その他の受賞作品には、部門賞として建築物（一般）部門
3件、個人住宅部門1件、広告部門1件、花と緑部門1件、街
並み部門1件、景観まちづくり活動部門1件、奨励賞として
4件が、受賞作品として選ばれました。特に建築物（一般）部
門や個人住宅部門の受賞作品は、敷地の特性を捉え、用途に
応じて見せ方を工夫し、それぞれの周辺環境を先導するデザ
インとなっており、広島市の街並みの魅力を高めるものです。
本市では、「世界に誇れる『まち』」の実現に向けて、美し
く品のある都市景観を創出するため、本表彰をはじめ、景観
計画に基づく協議制度などさまざまな取組を進めています
が、景観づくり、より愛着の感じられる街づくりには、もと
より事業者や市民の方々との連携・協働が欠かせません。今
後も広島らしい景観づくりのために、ご協力をよろしくお願
いします。
なお、次回のひろしま街づくりデザイン賞は、令和3年秋
頃に募集開始予定ですのでふるってご参加ください。

大賞：可部夢街道の町並み保存と街づくり（安佐北区可部）

上段左から 【部門賞】建築物（一般）部門：CHRONOS DWELL ／香月メディカルビル／ひのっこホール、【部門賞】個人住宅部門：PIVOT SHELTER
 【部門賞】広告部門：USAGIYA Salon、【部門賞】花と緑部門：楽々花グループ  市道沿い花壇
下段左から 【部門賞】街並み部門：エキキターレ、【部門賞】景観まちづくり活動部門：美しい通学路・散歩道
 【奨励賞】マツダ  スタジアム開場10周年記念イベント「傘まつり」／ IROHA village／ KOI PLACE ／JR横川駅  高架下店舗

第17回ひろしま街づくりデザイン賞 表彰式のご案内
● 日時：令和2年11月26日（木）14：30～
● 場所：紙屋町シャレオ中央広場（広島市中区基町地下街100号）
受賞作品の表彰及びこれまでの受賞作品のパネル展示を行います。
ぜひお越しください！

ひろしま街づくりデザイン賞 検索
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CPD認定プログラム（11～12月の広島県内実施分） 2020年10月9日現在
日  時 プログラム名 単位 主　催 連絡先
11／20 電気設備におけるノイズトラブルの実態とその対策手法 3 電気設備学会 03－6206－2730
11／21 令和2年度　広島県ヘリテージマネージャー養成講習会⑦ 6 広島県建築士会 082－244－6830
11／22 高圧ケーブル工事技能認定講習会（1日目） 4 日本電気協会 中国支部 082－243－4237
11／23 高圧ケーブル工事技能認定講習会（2日目） 4 日本電気協会 中国支部 082－243－4237
11／26 2020年度　被災建築物応急危険度判定士講習会① 3 広島県建築士会 082－244－6830
11／26 信頼される建設現場を目指す～法令遵守と安全管理～ 6 インターウェーブ 099－812－0677
11／26 2020年度　被災建築物応急危険度判定士講習会② 3 広島県建築士会 082－244－6830
12／　1『公共建築工事標準仕様書に基づく電気設備工事の施工管理（施工計画書作成要領）令和2年版』講習会 4 公共建築協会 03－3523－0381
12／　1「改修工事ここが知りたい技術セミナー」エレベータ改修工事勉強会 2 広島県建築士事務所協会 082－221－0600
12／　2『公共建築工事標準仕様書に基づく機械設備工事の施工管理（施工計画書作成要領）令和2年版』講習会 4 公共建築協会 03－3523－0381
12／　3「既存住宅状況調査技術者」講習会（新規講習） 5 広島県建築士会 082－244－6830
12／　3『公共建築工事標準仕様書に基づく建築工事の施工管理（施工計画書作成要領）令和2年版』講習会 4 公共建築協会 03－3523－0381
12／　7【第2回】労働安全衛生特別教育（高圧・特別高圧電気）講習会（1日目） 6 日本電気協会 中国支部 082－243－4237
12／　8【第2回】労働安全衛生特別教育（高圧・特別高圧電気）講習会（2日目） 6 日本電気協会 中国支部 082－243－4237
12／　8「既存住宅状況調査技術者」講習会（更新講習） 2 広島県建築士会 082－244－6830
12／　9 建築士定期講習 6 ビューローベリタスジャパン 052－589－4503
12／　9 構造設計一級建築士定期講習（FD） 6 建築技術教育普及センター 03－6261－3310
12／　9 既存住宅状況調査技術者講習（更新） 2 広島県建築士会 082－244－6830
12／10 監理技術者講習 6 広島県建築士会 082－244－6830
12／12 令和2年度　広島県ヘリテージマネージャー養成講習会⑧ 6 広島県建築士会 082－244－6830
12／16【第2回】シーケンス基礎講習会（1日目） 6 日本電気協会 中国支部 082－243－4237
12／17【第2回】シーケンス基礎講習会（2日目） 6 日本電気協会 中国支部 082－243－4237
12／21【第3回】労働安全衛生特別教育（高圧・特別高圧電気）講習会（1日目） 6 日本電気協会 中国支部 082－243－4237
12／22【第3回】労働安全衛生特別教育（高圧・特別高圧電気）講習会（2日目） 6 日本電気協会 中国支部 082－243－4237
12／22（株）確認サービス　構造設計一級建築士定期講習（広島） 6 確認サービス 052－238－7763
12／23 内線規程講習会（広島会場） 5 日本電気協会 中国支部 082－243－4237
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■ 第25回実行委員会を開催しました
 9月16日（水）　18：30 ～
来年の開催に向けて、開催規模や会場検討など運営方法
について意見交換をしました。WEB配信や新しい形式
の交流会なども検討しています。

■ 第26回実行委員会を開催します
11月5日（木）　18：30 ～
全国の建築士会に向けてアンケート調査を実施しました。
内容を分析し運営方法の参考にしていきます。

第63回建築士会全国大会

広島大会実行委員会の活動紹介－3
2021年開催の広島大会に向けて実行委員会を立ち上げ
準備を進めています。実行委員会や各部会の活動をこの
コーナーで報告していきます。
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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

表紙写真について
グリーンハウス宏喜苑

●設 計 施 工／㈱竹中工務店

●所 在 地／広島県福山市南本庄3丁目

●構 造 規 模／鉄骨鉄筋コンクリート造＋鉄骨造地上6階建

●敷 地 面 積／3,633.76㎡

●建 築 面 積／1,898.38㎡

●延 床 面 積／7,420.53㎡

●竣 工 日／2020年7月

●撮 影／建築写

福山市の介護老人保健施設「グリーンハウス宏喜苑」の建替計画で

ある。既存建物は入所者90名にデイケアを付帯した介護老人保健施

設であったが、地域の高齢者に生きがいを感じていただけるよ

うな体と心のケアサービスを提供し、在宅復帰を総合的に支援す

る新しい地域福祉施設を創造したいとの建築主の思いを実現す

べく、新たにデイサービス機能を付帯し全国的にも珍しい3機能の

コンプレックスへと建替工事を行うこととなった。

老健施設の完全個室化などの機能向上を図りつつ、母体である整

形外科病院と連携し施設全域でリハビリが可能となるようなゆ

とりを持った施設の充実を図っている。また、展望浴場やジャグ

ジー付きリハビリプール、館内ウォーキングコース、屋上リハビリ

庭園などの高齢者のリハビリ意欲を高める様々な要素をちりばめた

新しい在宅強化型施設としている。

中国エリアをすっぽりカバーしています
広島本店：広島市中区国泰寺町 1-3-32 国泰寺ビル 1 階
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



5

あふれる活動を毎年行っております。今年度においては
新型コロナウィルスの影響で秋の交流会を中止させてい
ただきましたが、2021年2月13日に三原支部が幹事によ
る第47回ボウリング大会を企画しております。
詳しい行事の内容については、マンスリーを通じて報告

を行っていきます。本年度も皆様方のご協力をよろしく
お願い申し上げます。（なお、感染の状況により中止をさ
せて頂くこともあります。）

試験業務委員会
今年度の試験業務委員会の活動としては、7月5日（日）

に二級建築士学科試験（広島工業大学専門学校）、同月12
日（日）に一級建築士及び木造建築士学科試験（広島県立
大学広島キャンパス）、9月13日（日）二級建築士試験製図
試験（広島県健康福祉センター）、10月11日（日）一級建築
士及び木造建築士製図試験（広島工業大学専門学校）がそ
れぞれ行われたことによる試験監理を実施しました。
今年度は、東京オリンピックの開催予定のため、一級建

築士、木造建築士学科試験が例年より早まったことによ
る会場の変更や、コロナ禍の影響による感染防止の関係
から、試験室を大幅に増やしたこと、試験会場入口での検
温や各試験室の机やいすの消毒、さらには学科試験（法規）
の建築基準法令集確認の際の手指の消毒など、試験監理運
営において例年にない作業が多数発生しました。
このことにより、受験者及び試験監理員に多くの負担を

おかけしましたが、試験運営において大きなトラブルもな
く、無事終了することが出来ました。
ご協力いただいた監理員の皆様に感謝します。今年度に引

き続き来年度もご協力いただくよう、よろしくお願いします。
【広島県の学科試験　受験者数・合格者数】
　一級学科　受験者数 672人 合格者数 147人
　二級学科　受験者数 469人 合格者数 193人
　木造学科　受験者数 2人 合格者数 2人

最終的な合格発表は、一級建築士は12月25日、二級建
築士は12月3日の予定です。

青年委員会
これからの活動として10月24日「GOTO神勝寺」とい

うタイトルで福山の神勝寺の見学会を行う予定です。（掲
載時には終わっていると思いますが。）感染症対策を取り
ながらも集まれるものはないかと企画しました。
実は青年委員会では昨年より青年委員に該当する45歳

以下の会員さんが一堂に会する場を作り、建築士会の魅力
を伝えられないかと模索しておりました。広島県では各
支部毎に青年部がないところもあり、県への参加会員も少
なくなってきております。何かをきっかけに青年がより
楽しく一緒に活動できることはないかと思い様々な案の
中、企画していたところのコロナ…しかし前向きに考えて
出来ることをと思い、今回の形となりました。
短い時間ではありますが楽しい交流になればと願って

おります。活動に興味がある方、ぜひお気軽に事務局まで
ご連絡ください。一緒に士会の活動を楽しみましょう！

女性委員会
女性委員会は今年30周年ということで記念誌の発行を

計画しております。30年という区切りの年、今までの女性
委員会の活動をまとめています。
毎年開催していました地域防災イベント、見学会も新型

コロナウイルスの感染拡大防止のため中止にしましたの
で、記念誌の発行に向けて皆で全力で作成に当たっていま
す。発行は年度内の予定です。
委員会の会議もwebに挑戦しました。わからないこと

だらけであたふたしながらですが、皆の協力で無事に開催
することができました。今後はwebでの会議が増えるの
かなと思いますが、見学会などを通してメンバー同士の交
流も大切に活動をしていきたいと思います。

2020年度も半年が経過しました。新型コロナウイルス感染防止に
留意しながら、後半に向けて少しづつ活動を始めています。
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その中で、毎年度行っているHM協議会総会については
残念ながら資料配布のみとなりましたが、本年で第8期目
となる養成講習については、募集定員を減らした上で8月
末から行っており、来年2月下旬には第3期の修了者を対
象とした更新講習の実施も予定しています。
広島県のHMは今年度の受講者が加わると200名を超
える予定です。現在、HM協議会としての事業や活動は難
しい状況となっているものの、県内各地域での会員活動は
着実に進みつつあるものと考えています。
また建築士会全国大会に連動して来年11月に延期され
た広島での全国HMネットワーク協議会総会についても、
そろそろ本格的に準備を進めていくことになりますので、
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

住宅委員会
昨年度より活動を始めた住宅委員会は、県内の住宅問
題等に行政と連携して取り組むことを活動の一つとして
位置づけており、当士会がメンバーとなっている広島県
の「空き家活用推進チーム」の一員として「広島県空き家
対策推進協議会」への出席などを予定しています。また、
（旧）住宅研究部会から継続実施している住宅講演会につ
いて、今年度は、国土交通省の事業に参画する形で下記の
シンポジウムを開催することとしています。皆様多数の
ご参加をお待ちしています。
事業名：「和の住まい推進リレーシンポジウム in 広島」
日　時：令和3年1月24日（日）13：30 ～ 16：45
場　所：県民文化センター（多目的ホール）
定　員：200名（予定）
講　師：建築家　横内　敏人 氏
　　　　（国土交通省、文化庁、林野庁の担当官）

交流厚生委員会
交流厚生委員会では、会員の親睦交流事業において活気

企画総務委員会
今月は54年ぶりの全国大会で、超多忙な頃となる予定
でした。しかしながら新型コロナウイルス感染拡大によ
り、大会も一年延期されるなど、多くの行事が変更や中止
を余儀なくされています。
企画総務委員会は、これまで4月、7月の2回、これから
今月、来年3月の2回の開催を予定しています。今年度は
役員改選の年でもあり理事会、総会を対面開催か書面によ
るかの難しい選択を迫られました。結局、3月理事会のみ
書面開催で5月理事会、総会はコロナ対策を講じる中で、
対面開催としました。
上半期が過ぎ、今月下旬予定の理事会では上期報告しま
すが、このコロナ禍が収束するまで、こうした状況が続き
ます。皆様のご健康と引続き本会活動へのご協力をよろ
しくお願いします。

まちづくり委員会
令和2年度広島県地域貢献活動基金助成について－
今年度は新型コロナウィルス感染症の影響もあり、時
期が少し遅くなりましたが、8月19日にまちづくり委員
会開催し、「特定非営利法人 原田芸術文化交流館」と「呉
YWCA なかなか会議」を助成対象とさせていただきまし
た。また、本部で新たに木のまちづくり部会が新設されま
して、いままでの5部会から6部会（景観、防災、歴史、街
なか・空き家、福祉、木のまちづくり）体制となりました。
今年度は委員長が木のまちづくり委員兼任とさせていた
だきましたが、来年度からは新たに木のまちづくり委員も
必要になりますので協力お願いいたします。

ヘリテージ委員会
ヘリテージ委員会は、ヘリテージマネージャー（以下
HM）養成講習の開催とHM協議会への支援を活動の中心
としています。

広島県建築士会　各委員会からのお知らせです


