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青年委員会

in 三原 &大久野島

親睦ツアー2022
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青年委員会では今年も新入会員さんを交えた日帰りツアーを企画いたしました。
今回の行き先は三原！造船所跡に建てられた瀬戸内醸造所さんの新しいワイナリーを見学します。
瀬戸内海を見晴らす開放的な建築の中で、やわらかな潮風に吹かれながらおいしいランチも。午後は大久野島に渡って散策。
青い海とかわいい兎たちに囲まれてリフレッシュしてみませんか。交流会もありますので、これを機会に是非ご参加下さい！

建築士会員のうち45歳以下の若手メンバーのみで
構成される委員会です。建築士として地域社会に貢献
できるよう、若手だけの力でイベントやワーク
ショップなどを企画・開催しています。様々な業種・
仕事から一個人として参加出来るメリットを生かした
多彩なネットワーク作り、やりたい事を仲間と作り
上げていく経験など、ここでしか出来ないことも
たくさんあります!
ぜひ皆さんもご一緒に参加してみませんか?
お問い合わせは下記事務局まで。

COVID-19（新型コロナウイルス）の感染対策について
当日は次の内容にご協力下さい。①集合時の検温　②マスクの着用　③こまめなアルコール消毒
体調が優れない方は直前でも参加の自粛をお願い致します。感染状況によっては、やむを得ず
企画内容の変更もしくは中止をする場合がありますので、予めご了承ください。

青年委員会長　長島  周平

青年委員会とは？

申　込：URLのWEBフォームより 2月25日（金）までにお申込ください！

日　程：

参加費：3000円（昼食・夕食代込）※その他諸費用がかかる場合があります。

対象者：①45歳以下の会員様　②令和2年度及び3年度入会の新規会員様

2022年3月5日（土）
10：00　三原駅西口ロータリー前集合

10：30　瀬戸内醸造所ワイナリー見学

11：30　併設レストランでランチ

14：00　大久野島を散策

18：00　ホテル大広苑にて交流会

（竹原駅より徒歩15分）

20：15　現地解散

←スマホの方はQRコードから申し込みできます
　WEBからの申込みが難しい方は事務局までご連絡下さい

※自家用車でのご参加もOKです
　移動は参加者の車に乗合で行います

瀬戸内醸造所さんの
HPはこちら

https://ws.formzu.net/dist/S23821970/

公益社団法人

広島県建築士会

建築士

20222

169No.

/

MONTHLY IROSHIMA



3

令和3年建築士試験合格おめでとうございます!!
広島県では一級建築士79人、二級建築士125人の方が合格されました。
新制度になって2回目、コロナ禍の中でも2回目の建築士試験でしたが、2回目ともなるとマスクの着用、検温、手指の消毒、ソー

シャルディスタンス等々感染対策が手馴れてきまして、今年の試験も大過なく無事終えることができました。合格された方も残念な
がら不合格だった方も、大変な時期に受験され本当にお疲れさまでした。
新制度になって受験要件が緩和された関係で、本年度の受験者数も旧制度だった令和元年と比較して全体で約1．2倍と増加して

おりますが、最終の合格者は0．94倍と減少となりました。合格率が厳しくなっている中、合格された方は本当におめでとうございます。
運悪く不合格となられた方も、次回の受験のため既にスタートを切られたかと思います。是非合格されることを祈念しております。
私共試験の運営をする立場としては、本年の建築士試験はコロナ禍ではない試験となることを切に願っております。

CPD認定プログラム（2月～3月の広島県内実施分） 2022年1月13日現在

日  時 プログラム名 単位 主　催 連絡先
2/17 監理技術者講習 6 広島県建築士会 082－244－6830
2/17 信頼される建設現場を目指す～法令順守と品質管理～ 6 インターウェーブ 099－812－0677
2/19 広島県ヘリテージマネージャー更新講習会 2 広島県建築士会 082－244－6830
2/22 DVD講習「中大規模木造設計セミナー（木造低コスト化編） 4 広島県建築士会 082－244－6830
2/24 DVD講習「中大規模木造設計セミナー（実現のための手法編）」 3 広島県建築士会 082－244－6830
2/25 仮設安全監理者資格取得講習会（足場編） 8 全国仮設安全事業協同組合 03－3639－0641
3/  8 建築工事積算セミナー【広島】 6 経済調査会 03－5777－8222
3/  9 構造設計一級建築士定期講習（FC） 6 広島県建築士会 082－244－6830
3/10 監理技術者講習 6 広島県建築士会 082－244－6830
3/10 設備設計一級建築士定期講習（FC） 6 広島県建築士会 082－244－6830
3/11 BIM講習会 3 広島県建築士会 082－244－6830
3/12 第19回　鋼構造実験見学会「梁継手塑性ヒンジの工法紹介と抵抗機構に基づく強度・剛性・履歴形状について」 2 日本建築学会中国支部 082－243－6605
3/16 一級／二級／木造建築士定期講習（6D-06） 6 広島県建築士会 082－244－6830
3/23 一級／二級／木造建築士定期講習（6D-F1） 6 広島県建築士会 082－244－6830
3/23 一級／二級／木造建築士定期講習（6D-F2） 6 広島県建築士会 082－244－6830

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
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表紙写真について
脳神経筋センター よしみず病院
●設計監理／株式会社フジタ広島支店一級建築士事務所
●施 工／株式会社フジタ広島支店
●所 在 地／山口県下関市
●用 途／病院（病床数：391床＋介護医療院60名）
●構造規模／鉄骨造、地上6階
●敷地面積／12,956.46㎡
●建築面積／5,051.73㎡
●延べ床面積／21,712.58㎡
●竣 工 日／2021年9月

「地域に開かれた病院」「新しい時代の医療の提供」「充実した内部空間」
をキーワードとして、医療計画、運用計画、建物計画が一体となった
計画を行った。
交差点に面したガラス張りの外観は、季節を感じられる前面の庭園
と一体となり、地域に開かれた病院を表現している。
1階には、診察室、検査室だけではなく、カフェ、コンビニ、多目的
ホール「ぱるて」があり、地域の方々との積極的な交流・情報発信
の場として活用する。
2階のガラス張りのリハビリ室、3階の屋上庭園は、体と心を回復
させるための気持ちいい空間となるよう計画した。
3～6階の病棟階は、各階2つずつの病棟が配置され、看護の看守り
（気配り）が行き届くように病室が配置されており、安全・安心を
感じられる病棟を目指した。スタッフステーションは向かい合って
配置され、連携して看護業務を行う。病室は「1床室」、「4床室」、
障子で仕切られた「個室風多床室」が配置され、プライバシーと
看護を両立させている。

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

病室（個室風多床室）

リハビリステーション

多目的ホール「ぱるて」

病棟ロビーホール
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● 最終審査会の様子をアーカイブでご覧ください ●
熱戦が繰り広げられた今年度のチャレンジコンペの最終審査会の様子

を府中市公式YouTubeチャンネルで公開しています。学生のプレゼン
テーションから審査委員による質疑応答・選考まですべて視聴できます。
是非ご覧ください！

最優秀作品賞「トイレが集まる、トイレに集まる」
横浜国立大学・大学院Y-GSA　植田雅人、前本哲志、宮本皓章

優秀作品賞「ふわりくぐり」
広島大学・大学院　山田誠人、井上龍也、賈剣飛、林恭平

優秀作品賞「あそびと遊びのあるトイレ」
東京理科大学　青木廉、平澤美織

QRコード
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応募作品及び審査会の詳細はこちらからご覧ください。
➡ https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/miryoku/challe-com2021-result.html

  ひろしま建築学生チャレンジコンペ2021＠びんごふちゅうを開催しました！
－－ 府中市こどもの国  こども広場トイレ －－

 広島県営繕課

広島県では「魅力ある建築物の創造に向けた人材育成」
の一環として、全国の建築学生を対象に「ひろしま建築学
生チャレンジコンペ」を実施しています。
8回目となる令和3年度は、はじめて府中市との共同開
催で、「府中市こどもの国　こども広場トイレ」を題材と
して、審査委員に百田有希氏、大西麻貴氏（大西麻貴＋百
田有希／ o＋h）、藤森雅彦氏（藤森雅彦建築設計事務所）
をお迎えし実施しました。

今回のチャレンジコンペでは新型コロナウイルス感染
症拡大の状況を鑑みて、オンラインを活用し、審査会等を
実施しました。ここでは最終審査会の様子を含め、コンペ
の実施状況をご報告します。

7月3日（土）よりコンペ応募者を募り、作品を受け付け
たところこれまでのコンペで最多となる91作品（県内31
作品、県外60作）の提出があり、一次審査においてその中
から最終審査に進む5作品を決定しました。
その後、最終審査会では提案学生5者によるプレゼン
テーション、審査委員による質疑応答・選考を経て、実際
に建築する最優秀作品を決定しました。
審査会では学生の熱意あるプレゼンに、どれになっても
おかしくない熱い議論が繰り広げられました。
また、提案学生が持参した模型はどれも細部まで自分た
ちのこだわりを込めて作り上げられており、プロの審査委
員も声をあげて驚いていました。
審査会の様子は一般の方に向けてYoutubeでWEB配
信を行いました。模型を挟んで学生と審査委員とがやり

取りする場面はWEB上でも臨場感を味わうことができ、
オンラインのメリットを感じることができました。今後
のプロポーザルやコンペにも活かしていきたいと考えて
いますので、今後もご支援をお願いいたします。
なお、最優秀作品に選ばれた作品は今年度設計を進め、
来年度に竣工予定となっております。

写真1  プレゼンテーションの様子 写真4  力のこもった模型の数々に審査委員も関心を寄せていた

写真3  模型を用いて審査委員に説明する様子

写真2  プレゼンテーションの総評を述べる百田有希審査委員長


