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湖国が滋る・水と緑の街づくり
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　明治21年に建築された旧庁舎の老朽化により、現在の県庁本館は昭和12年10月に着工さ
れ２年後の昭和14年10月に完成した。RC造一部鉄骨造、地下１階、地上４階建、塔屋１階、
延床面積15,529㎡の庁舎建築工事は大林組が担当した。
　県庁本館は正面中央に玄関を設け、正面西側に議事堂関係、東側に警察関係を配置し、
正面中央に塔屋を設けた左右対称型の重厚で安定感のある外観である。庁舎は中庭を囲む
箱型配置でまとめられている。本館正面玄関からは琵琶湖を望むことができる。
　県庁周辺には滋賀県の文化・教育関係施設、各種団体の中央施設が集まる。近年施設の
老朽化や県民ニーズの多様化などにより、施設建替えなどの動きが活発となっており、数年
後の県庁周辺は大きく様変わりしそうである。
� 滋賀県土木部建築課編集「建築50年のあゆみ」より抜粋転写

「残しておきたい滋賀の建築」
滋賀県庁本館
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平成26年度　通常総会開催報告
　去る５月31日㈯近江八幡市のホテルニューオウミにて、公益社団法人滋賀県建築士会の通常総会が開催されました。
　記念品贈呈、感謝状贈呈、会員表彰、報告事項などが行われ、議事においては全ての議案が原案通り承認され
無事終了することが出来ました。
　総会終了後はホテル内にて懇親・交流会が開催され、総会に御列席頂きました御来賓の皆様も交えて有意義な懇親・
交流のひと時となりました。
　総会に先立ち安土城跡周辺の見学会も開催され27名の方に御参加いただきました。
　皆様ご協力ありがとうございました。

総務企画委員会

セミナリヨ跡では観光ボランティアの方から信長時代の安
土城下の様子や信長が初めて日本に持ち込んだ文化につい
ての説明を受けました。

セミナリヨ跡の横にある渡し舟乗り場から手こぎ舟に乗り
込み安土城前までヨシの茂る内湖の船旅を楽しみました。

第57回建築士会全国大会「ふくしま大会」参加募集
　『建築士の決断「ならぬことはならぬものです」ふくしまで語ろう建築・絆・再生』をテーマに今年の全国大会が福
島県で開催されます。
　１日目は全国大会の参加。２日目は研修見学会を予定しています。
　皆様のご参加をお待ちしております。
　◎開催日：平成26年10月24日㈮～10月25日㈯
　◎場　所：ビックパレットふくしま
� ※詳しくは月刊「家」８月号に掲載

総務企画委員会
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地域会名 フリガナ／お名前 年齢 当日連絡先（携帯番号） E-メールアドレス／FAX番号 乗車場所 子ども用食事

□ 彦根駅前
□ 大津駅前 □ 必要

□ 彦根駅前
□ 大津駅前 □ 必要

□ 彦根駅前
□ 大津駅前 □ 必要

□ 彦根駅前
□ 大津駅前 □ 必要

※取得した個人情報は、青年委員会家族親睦事業以外には、使用いたしません。

青年委員会　家族親睦事業　参加申込用紙

青年委員会家族親睦事業
大滝鍾乳洞・郡上八幡城下町見学と
� 食品さんぷる作り体験をしよう！

　日　　時　　平成26年８月２日㈯　８：20～19：00

　場　　所　　岐阜方面
　　　　　　　（大滝鍾乳洞～郡上八幡さんぷる工房～郡上八幡城下町）

　募集定員　　40名（会員及び会員家族）
　　　　　　　※ただし、締切日前でも定員になり次第締め切りとなります。
　　　　　　　【締切は､ ７月１８日㈮】

　参加費用　　大　人　3,000円（中学生以上）
　　　　　　　子ども　2,000円（小学生以下　※昼食を必要とされる子どもの方のみ。
� 離乳食など食事の必要の無い子どもは無料）
　　　　　　　【参加費は当日ご持参下さい】

　申込方法　　下部のお申込欄に必要事項をもれなくご記入いただき、（公社）滋賀県建築士会事務局まで
　　　　　　　【ＦＡＸ番号：０７７－５２３－１６０２】送信してください。

　行　　程　　大津駅前�8：20�=�彦根駅前�9：20�=�大滝鍾乳洞�11：40～13：20（見学�古代焼昼食）�=�
郡上八幡さんぷる工房（スイーツストラップ作り体験）13：50～14：30�=�郡上八幡城下町散策�
14：40～15：40�=�彦根駅前�18：00頃�=�大津駅前�19：00頃

青年委員会

親子一緒にスイーツストラップ作り体験 大自然が造り上げた神秘と幻想の世界
 大滝鍾乳洞の見学

白川郷より移築した合掌造内で
名物古代焼の昼食
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あーき塾�～あなたのコーディネート、見直しませんか？～
『住む人を考える』インテリアデザイン塾

　（一社）ハウスキーピング協会・整理収納コンサルティングの香田雅子氏をお招きし、整理収納・生

活動線・インテリア等の知識を所得するセミナーです。家事・育児の経験豊富な主婦の視点と住宅イ

ンテリアのプロの知識を取り入れ、プレゼンテーション能力を学びましょう。事務所オフィスの整理収納に

も活かせる為、どなたでも御参加いただけます。また、㈱サンゲツ�笹島麻子氏による新作デザインクロ

スのセミナーも行います。最新トレンドカラー・デザインを学びスパイスの効いたコーディネート事例を紹

介させていただきます。

青年委員会

３単位予定

氏　名
フリガナ

勤務先名称
フリガナ

連絡先
メールアドレス 会員 ／ 非会員　／学生

本会及び湖北地域会賛助会員FAX番号

CPD番号 地区名
※取得した個人情報は、あーき塾事業以外には、使用いたしません。

申　込　用　紙

日　　時：2014年８月20日㈬　　受付開始／13：00～　　クロス講習／13：30～　　収納講座／14：30～

会　　場：長浜ドーム宿泊研修館　湖北青年会館（滋賀県長浜市田村町1411－１）（TEL：0749－64－2880）

定　　員：50名（先着順）

参 加 費：建築士会員�・�学生�
　　　　　本会及び湖北地域会賛助会員（１名まで）：無料
　　　　　建築士会非会員・上記賛助会員（２名以降）：1,000円�

申 込 先：公益社団法人滋賀県建築士会
　　　　　　TEL：077－522－1615　　FAX：077－523－1602
　　　　　　E-mail�：�shiga-sa@mx.bw.dream.jp

申込締切：８月８日㈮

主催：（公社）滋賀県建築士会青年委員会　共催：滋賀県建築士会湖北地域会
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2014�びわこペーロン大会　選手の募集＆応援のお願い！
　昨年は、ペーロン大会参戦２回目にして「10人漕ぎ　女子の部」で３位入賞を果たしました。今年は、更に上位を
目指して夏の琵琶湖を疾走します。チーム名は「ゴーゴー！女性建築士☆」です。
　漕ぎ手としてご活躍頂ける女性の方、応援団としてご参加頂ける方は、（公社）滋賀県建築士会事務局へご連絡
下さい。
　今回は、もう１チーム、近畿女性建築士チームが参戦されます。
　滋賀県建築士会のPRと会員相互の親睦を深める有意義な夏の日と致しましょう。

　⃝日　時　：　平成26年８月30日㈯　８：00～17 ： 00　雨天開催
　　　　　　　　予備日なし

　⃝場　所　：　大津湖岸なぎさ公園　サンシャインビーチ
　　　　　　　　（滋賀県大津市由美浜）

　※選手の方は、お弁当代、飲物代として、当日2,500円徴収させて頂きます。
　※応援に来て下さる方、飲物代として、当日1,500円徴収させて頂きます。
　　また、お弁当を希望される方はご連絡下さい。

女性委員会

氏　名 連絡先番号 選　手 応　援 お弁当　○ ×

※取得した個人情報は、2014 ペーロン大会事業以外には、使用いたしません。

2014 びわこペーロン大会参加申込用紙

お申し込みはFAXにて… 公益社団法人 滋賀県建築士会 事務局〈FAX.077-523-1602〉

選手の申し込み・お弁当の申し込みは7月11日㈮まで。応援は随時、お待ちしております。
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木造住宅の耐震化に係る概算費用算出
（補強案作成）事業について

平成２６年度から、昭和５６年５月以前に建築されている木造住宅で、耐震診断（※
１）を受けた結果、上部構造評点が０．７未満と診断された住宅を、上部構造評点０．
７以上に引き上げるための改修に係る概算費用とあわせて補強案を提示する事業を
始めます。

事業は各市町が実施し、滋賀県に登録していただいている耐震診断員の皆様に事
業に関わっていただきます。
※１：耐震診断・・・（一財）日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による耐震診断

補助対象となる木造住宅の要件

滋賀県土木交通部建築課建築指導室

昭和５６年５月３１日以前に着工され、完成しているもの
延べ面積の半分以上が住宅として使われているもの
階数が２以下で、かつ延べ面積が３００㎡以下のもの
（構造別棟は個別に算定可）
その他特殊な工法で建築されたものでないもの
その他詳細は市町の補助要綱による
※木造住宅耐震診断員派遣事業および木造耐震・バリアフリー改修等事業費補助と同じ

本事業で作成をお願いするもの

上部構造評点が０．７未満の木造住宅を、０．７以上に上げる耐震改修に係る概算
費用報告書および補強案１案
概算報告書
木造住宅補強計画書
原則、（一財）日本建築防災協会による「２０１２年版 木造住宅の耐震診断と 補強方法」の一般診断法によ

る診断プログラムで作成

補強計画平面図
現在の耐力壁等に対し、補強する耐力壁等を記載

補強壁仕様書
内外壁仕上げ、金物仕様、基礎仕様等を記載

現況平面図

■注意点
・この事業はあくまで耐震改修に係る概算費用（補強案）の提示に係る事業です。
・示していただく概算額は、最低限必要な補強箇所を計画し、全国的な平均額で算出するものであり経費等は一
切含まれない額を示していただきます。
・実際の工事の際には、精密な診断と補強設計が必要です。
・詳細については各市町担当窓口にお問い合わせください。

新規事業



7

地区だより

湖北地区
～かなん認定こども園木造園舎構造見学会の報告～

　湖北地域会は米原市と共催で、５月16日㈮かなん認定こども園の構造見学会を
開催しました。これは現在建設中の、1,337㎡の木造平屋建てこども園で、県産材
の使用率は約87％です。
　平日の昼間にもかかわらず、参加者は150名を越え、関心の高さにびっくりしました。
当初は50名～100名までの参加人数を見込んでいましたので、急遽駐車場を確保し
たり、講演会の会場を変更したりと、関係者一同バタバタとした中での開催でした。
　参加者の内訳は、滋賀県や各市町村関係者・幼保に関わる教育関係者・森林
組合等木材関係者・設計事務所・施工者・学生さん…。
　内　建築士会からの募集での参加者は94名でした。
　第１部は　旧息郷小学校体育館にて
　　　　　　「公共建築物の県産木材利用による意義と効果について」
� 都市・地域プランナーズアソシエイツ　所長　河本茂樹氏
　　　　　　「地域産木材を使った公共建築物の設計について」
� 設計・監理　㈱大村建築設計事務所　大村　悟子
� （建築士会　湖北地域会会員）
　と２人の講演の後、質疑応答。
　第２部　現場　構造見学会と、約２時間にわたる見学会は、盛況なうちに終わりました。
　これからますます需要が増えるであろう「大型公共建築物の県産材利用」ですが、県産材のストックの少なさ、製材所やプレ
カット工場の確保の難しさ・大規模木造建築技術者が不足している等　たくさんの課題が見えてきました。これらについて、参
加者の方々の意見が飛び交う有意義な見学会となりました。
　後援いただきました滋賀県の方からも「滋賀県らしい好事例だ」と、うれしいお話もいただきました。「是非、完成見学会をし
てください」という声もいただきました。これからも行政とタイアップし、建築士会湖北地域会の活動を広くアピールできる事業展開
をしていきたいと思います。お世話になりました関係者の皆様　ありがとうございました。

平成年26度湖北地域会・同賛助会通常総会　湖北地区会員大会開催

　・開催日時：平成25年５月10日㈯　17：00～　　・開催場所：長浜ロイヤルホテル
　５月10日㈯に平成26年度通常総会を開催致しました。開会に先立ち14：00より記念講演会を開催し講師に都市計画家　西
郷真理子氏をお招きし、「長浜駅前開発事業～長浜の今・そして展望～」をテーマとして、長浜駅前周辺再開発事業などにつ
いて講演いただきました。また、講演会終了後、賛助会員の方により自社製品のPRタイムも行いました。今年は、４社の方から、
商品の説明を受けました。
　総会は63名の参加がありました。平成25年度事業報告、決算報告�平成26年度事業計画、予算が無事承認されました。
総会終了後懇親会がおこなわれ、昨年に引き続き長浜建築施工管理技士会と合同の懇親会をおこないました。総勢91名という
大勢の参加があり、大変盛り上がりました。
　伊藤光男副会長・長浜市長・県議会議員の皆様・他来賓の方 を々迎えて会員ならびに賛助会員、建築施工管理技士会員
が恒例のビンゴゲームなどで楽しく懇親をはかりました。
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残しておきたい滋賀の建築
第３回 県庁周辺建築物

　滋賀県庁周辺には、滋賀の文化・教育の中心施設が集められていた。その代表格が滋賀会館である、県庁本
館前に昭和29年に建設された。当館は当時県の文化産業の発信地として活用された。公会堂と図書館を中心とし
た館内には、ホテル、結婚式場、貸事務所もあった。当時としては県下ではめずらしいSRC構造で、設計は日建設
計工務（現・日建設計）、施工は真柄建設であった。
残念ながら本年度中に解体が決定している。
　また県庁本館西側には昭和12年竣工の武徳殿
がある。入母屋造、外周に縁をめぐらせた純和風
の外観である。かつては滋賀県内の武道の拠点
であったが現在老朽化により閉館されている。

23 水 友引
24 木 先負 青年委員会
25 金 仏滅
26 土 大安
27 日 先勝 １級・木造建築士学科試験
28 月 友引
29 火 先負
30 水 仏滅
31 木 大安

12 土 先負
13 日 仏滅
14 月 大安
15 火 赤口
16 水 先勝
17 木 友引 四役・委員長会議
18 金 先負
19 土 仏滅
20 日 大安
21 月 赤口 海の日
22 火 先勝

1 火 仏滅
2 水 大安
3 木 赤口
4 金 先勝
5 土 友引
6 日 先負 ２級建築士学科試験
7 月 仏滅
8 火 大安
9 水 赤口

10 木 先勝
11 金 友引

7月の暦

地区だより

大津地区
大津地域会総会及び大津地区会員大会開催

　大津地域会では４月26日㈯大津港ターミナル集会室にお
いて地区委員会総会並びに大津地域会総会を31名の参加
者のもと開催致しました。総会は議案が全て無事承認されま
した。懇親会は、今年は趣向を変え、大津市都市計画課様
ご協力のもと、景観クルーズと題し、一番丸に乗船し、船内
では昔の、湖上からは現在の「近江八景」を眺め、春の
琵琶湖上を満喫した総会となりました。

地　区 氏　　名

大　　 津 西　田　裕　美

大　　 津 西　河　知　子

新入会員のご紹介
地　区 氏　　名

湖　　 東 木　村　玲　子

高　　 島 兼　松　平　和

地　区 氏　　名

高　　 島 小　林　幸　矢


