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湖国が滋る・水と緑の街づくり
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　琵琶湖疏水は明治維新で都が東京に移り、活気を失った京都の復興を目指して京都府土
木技師の田邊朔郎（たなべさくろう）の指導のもと計画され、この第一疏水は明治18年に着
工し、同23年に開通しました。
　田邊は洞門を建築物の玄関のような意匠で飾ることを構想し、そのデザインを滋賀県庁舎
新築のために当時の内務省から招かれた技師で、明治21年に延面積約千坪の大工事を完成
させた小原益知（おはらますとも）に依頼したのである。
　この堂々とした第一トンネル洞門東口は三角破風をコリント式の柱で支え、半円アーチを
開く構えであり、長等山を貫く難工事の成果を象徴するにふさわしい。
　彼はその力量を存分に発揮し、三つの隧道をそれ自体が記念碑となるようにまとめあげた
のである。各洞門には伊藤博文を始めとする明治の元勲が文字を書いた扁額（門戸等に掲
げる横に長い額）が掲げられ、この工事が国家的レベルの事業であったことを示している。
 国指定史跡／経済産業省「近代化産業遺産」
 参考文献：「湖国のモダン建築」「京都市上下水道局案内板」など

琵琶湖疏水第一トンネル洞門（大津市）
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第34回近畿建築祭「兵庫大会」参加報告総務企画委員会

　近畿建築祭兵庫大会が「1.17からの20年をふりかえって」をテーマに、１月31日㈯神戸市産業振興センターをメイ
ン会場に開催されました。
　今年度からは「近畿あーきてくと」も同時開催され、滋賀士会からは27名が参加させて頂きました。
　午前10時30分より記念式典が執り行われ兵庫県建築士会高橋会長の挨拶に続き、近畿建築士協議会代表岡本大
阪府建築士会会長の挨拶があり震災直後の故千葉實滋賀県建築士会会長の協力に謝意を述べられたことに胸を厚く
しました。
　11時10分から引き続き基調講演が行われ、室崎益輝（ヨシテル）兵庫県立大学防災教育センター長が「震災から
20年 －防災安全と建築士－」のテーマで講演をされました。
　午後からは５コースのセッションに別れ、各自思い入れのあるセッションに参加させて頂きました。「近畿あーきてくと
2015」もセッションの一つに組み入れられ、青年建築士の熱き活動報告に参加でき有意義な発表会でした。
　17時から各セッションの報告会に続き、大会旗が和歌山建築士会池内会長に引き継がれました。来年は、弘法大使・
空海が開山して1200年にあたる高野山で10月３日に開催される予定です。
　滋賀士会の皆様、粉雪舞う中の参加協力ありがとうございました。次回和歌山大会には、今回同様多数のご参加を
お願い致します。

近畿あーきてくと 2015（１月31日開催）青年委員会

　１月31日㈯、神戸市産業復興センターにて行われました第34回近畿建築祭のセッションとして第22回近畿あーきてくと
2015が開催されました。今回は、近建祭のセッションとして開催したこともあり大勢の方が参加され満席状態でした。
　滋賀県からは滋賀県土木交通部流域政策局流域治水政策室の一伊達 哲さんが、「地先の安全度マップ・滋賀県
流域治水の条例」について、滋賀職業能力開発短期大学校（愛称ポリテクカレッジ滋賀）住居環境科の学生さんが「木
造耐力壁ジャパンカップ３連覇への軌跡」と題して発表されました。
　共に大変、充実した内容で参加者の方は真剣に発表を聞き入っておられました。
　今回のテーマは震災から20年ということもあり「地域の備え」でした。
　これから我々、建築士が進んで地域の為に何ができ、なにをすべきか考えさせられる発表会となりました。
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平成26年度 二級・木造建築士免許証明書交付式 開催報告
　平成27年２月７日㈯に二級・木造建築士免許証明書
交付式を滋賀県建設会館にて（公社）滋賀県建築士会の
主催で執り行いました。
　二級建築士100名（受験者数340名）、木造建築士14名
（受験者数32名）計114名の新建築士の旅立ちに、滋賀
県土木交通部建築課 課長の小嶋裕司氏の臨席を賜り、山
本会長に依る免許証明書交付に引き続き、建築課の高山
氏に依る「建築士のてびき」をもとに建築士の心構えにつ
いて、姉川渉外事業委員に依る「建築士業務を進める上
での注意事項」の説明を行いました。

建築士試験運営チーム

第二回青年会員交流会～話して広がる青年建築士の輪
　去る２月７日㈯に大津市のホテルピアザびわ湖にて第二回青年会員交流会～話して広がる青年建築士の輪～を開
催いたしました。
　当日は、４９名（会員２９名・会員外及び本年度合格者２０名）の参加で盛大な交流会となりました。
　本年度は、二級及び木造建築士免許授与式と同日開催とした事で、多くの合格者の方にご参加頂けました。
　交流会中、青年委員会のＤＶＤ放映により日頃の活動を皆さんにご理解して頂けたと思います。
　各テーブルでは名刺交換を行い、日常業務の事・プライベートの事など色 な々会話が聞こえてきました。
　メインイベントの名前ビンゴで最大に盛り上がり、交流会終了時には大きな仲間の輪が出来ました。
　来年度は、さらにパワーアップをさせ開催をしたいと思います。
　ご参加して頂きました皆様本当にありがとうございました。

青年委員会
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平成26年度「滋賀県ヘリテージマネージャー育成講座」終了する
　本年度（公社）滋賀県建築士会が文化庁の補助と滋賀県教育委員会の後援を受け開催しておりました、「平成26年度滋賀県ヘリテー
ジマネージャー育成講座」は２月14日に第10回目講座を修了し、本年の全講座（10講座60時間）を終了しました。当日講座終了後には
修了式が執り行われ、全10講座をすべて履修した受講生に「滋賀県ヘリテージマネージャー」認定証が授与されました。第１期は19名
が認定証を受け、残る17名には履修証明書が渡され、次年度以降の補講後に認定を受けることととなります。認定を受けられた皆様には
今後滋賀県の歴史的建造物の保存活用並びに修理保全分野でのご活躍を御期待申し上げます。
　当日の第10回講座は「私が見つけた歴史的建造物の保存活用計画」をテーマに受講生が６名６グループに分かれて研究成果を発表
する公開講座として開催され、本年の全講座を締めくくりました。公開講座では１グループ60分の持ち時間のうち40分間の発表、20分間の
講評と質疑応答で行われ、全６グループ６時間のスケジュールで開催され、一般の聴講の方 も々参加される中、各グループの熱気のこもっ
た発表は40分の持ち時間が足りないほどの充実した内容のものでした。講評は京都工芸繊維大学日向進教授、滋賀県立大学石川準教授、
滋賀県教育委員会文化財保護課池野保参事の３名の先生方が担当され、それぞれの発表内容について専門的見地からの御意見をいた
だき、発表者にとっては今後の参考となる貴重なアドバイスを受けることが出来た有意義な時間となりました。
（A～F）６グループ発表内容と受講者名を掲載致します。
　Aグループ テーマ「関蝉丸神社保存活用計画」
 　旧東海道逢坂の関に程近い所にある関蝉丸神社の神楽殿、社務所、拝殿を調査し、神社の再興と歴史的価値の高

い建物の活用計画をまとめた。
 メンバー：峰岡秀弘、木村竜、北井征暁、芝山直子、山本勝義、吉原秋夫（敬称略）
　Bグループ テーマ「三井寺霊鐘堂保存活用計画」
 　昭和５年改修された旧鐘楼、現在は弁慶の引きずり鐘の安置所となる、改修前の姿を調査するとともに改修後の建物

の再評価を行い霊鐘堂の新たな活用計画をまとめた。
 メンバー：伊藤裕子、堀田忠則、吉井龍治、市川由美子、岩波正、北村正仁
　Cグループ テーマ「高橋家保存活用計画」
 　長浜市高月町に残る余呉型民家を調査、綿密な建物現況実測調査に基づき、修理計画と活用計画をまとめた。建物

の保存状態も良く、余呉型民家の代表例ともなりうる建物の調査資料として高く評価された。
 メンバー：河内浩喜、橋本市郎、北條政良、大林利男、竹中伸治、橋本慶昭
　Dグループ テーマ「川並家住宅保存活用計画」
 　甲良町に残る麹製造を行っていた民家を調査、麹蔵の活用、古くからの集落との関係性、神社参道に面した立地条

件を考慮した建物保存活用計画をまとめた
 メンバー：北村統、島田廣己、杉本外余夫、鈴木大祐、西澤政男、世一辰男
　Eグループ テーマ「白露庵保存活用計画」
 　彦根市錦町にある彦根藩家老が建てた茶室の現況調査を行い、修理活用計画をまとめるとともに、本建物の特徴、評

価をまとめた。
 メンバー：石川清和、西澤央泰、松尾則長、東周次、小川慈、川村晃久
　Fグループ テーマ「旧杉本家保存活用計画」
 　甲賀市信楽町多羅尾の民家、天保13年藩医の住宅として建築され　後に農家に改造された建物を調査し、建築当時

の建物形態を探るとともに、山村の過疎化対策を含めた形で活用計画をまとめた。
 メンバー：川端眞、杉江文雄、山口義彦、井口寛、井島均、竹田久志
　修了式の後、平成26年度「滋賀県ヘリテージマネージャー育成講座」受講生、実行委員会、関係者で記念撮影を行い本年の講座を
すべて終了しました。

ヘリテージマネージャー
実行委員会

6グループ毎に修了後講評が行われた

修了式にて日向実行委員長から認定証が授与される

グループ発表終了後講評が行われた 公開講座の様子

石川県立大准教授による講評 全員で記念撮影
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平成27年建築設備士試験の案内
 平成27年２月
 公益財団法人 建築技術教育普及センター

　建築設備士試験は、建築士法第20条第５項及び同法施行規則第17条の18に基づき、国土交通大臣の登録（登録
学科試験及び登録設計製図試験）を受けた登録試験実施機関である公益財団法人 建築技術教育普及センターが実
施しているものです。
　建築設備士制度は、建築設備の高度化、複雑化が進みつつある中で、建築設備に係る設計及び工事監理におい
てもこれに的確に対応するために、昭和58年５月、建築士法の改正時に創設されました。
　建築士法第20条第５項においては、建築士が、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事
監理を行う場合に、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書又は工事監理報告書において、その旨を明らかにし
なければならないこととされています。また、建築基準法による建築確認申請書、完了検査申請書及び中間検査申請
書においても、その旨を明らかにしなければならないこととされています。
　建築設備士は、建築設備全般に関する知識及び技能を有し、建築士に対して、高度化、複雑化した建築設備の
設計及び工事監理に関する適切なアドバイスを行える資格者として位置付けられています。

■試験のスケジュール
⑴試験日及び時間割

試験の区分 試験日 時　間　割

「第一次試験」
（学　科） ６月21日㈰

９：45～10：00（15分） 注意事項等説明

10：00～13：00（３時間） 建築一般知識、建築法規

13：00～14：00（１時間） 休　憩

14：00～14：10（10分） 注意事項等説明

14：10～17：10（３時間） 建築設備

「第二次試験」
（設計製図） ８月23日㈰

10：45～11：00（15分） 注意事項等説明

11：00～16：30（５時間30分） 建築設備基本計画、建築設備基本設計
製図

　※平成26年の試験の「第一次試験」（学科）に合格している場合、本人からの申請により平成27年の試験の「第
一次試験」（学科）が免除されます。

⑵試験地
　札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪府、広島市、福岡市及び沖縄市※

※沖縄県については、「第一次試験」（学科）のみ実施します。また、沖縄県で「第一次試験」（学科）を受け
た受験者については、原則として「第二次試験」（設計製図）の試験地を福岡市とします。

インターネットホームページ（http://www.jaeic.jp/）で制度案内、受験・資格に関する情報を提供して
います。
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平成26年度　フォ－ラムの御案内
日　　　時　平成27年３月20日㈮
　　　　　　13：00～　受付開始
　　　　　　12：20～16：40

場　　　所　大津市民文化会館　多目的ホール
　　　　　　（大津市御陵町２番３号　TEL：522-7165）
　　　　　　※会場は、駐車場が少ないので、公共交通機関
　　　　　　　（電車、バス）をご利用ください。

定　　　員　200名
　　　　　　（FAXによる申し込み先着順とし、定員になり次第締切ります。３/13最終締切）

参　加　費　無　料

内　　　容　⑴開会あいさつ　　　　　　　（13：20～） （公社）滋賀県建築士会大津地区委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大津市都市計画部建築指導課長

　　　　　　⑵フォーラムの内容　　　　　（13：30～15：20）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講　師
　　　　　　　・改正建築基準法の概要と要点について 大津市都市計画部建築指導課
　　　　　　　・改正建築士法の概要と要点について 滋賀県土木交通部建築課
　　　　　　　・生活道路拡幅整備推進事業について 大津市都市計画部生活道路整備推進室
　　　　　　　・質疑応答

…………………………………………（休　憩　10分）…………………………………………

　　　　　　⑶避難所セーフティチェックについて（15：30～16：30）� 大津市建設部建築課

　　　　　　⑷閉会あいさつ　　　　　　　（16：30～16：40）� （公社）滋賀県建築士会湖西滋賀地区委員長

大津・湖西滋賀地区委員会

フォーラム　参加申し込み書　　（ＦＡＸ 077－547－2522）

参加者　住所

参加者　氏名 連絡先（携帯）

　所属地区（建 築 士 会）　　　大津　　　　湖西滋賀　　　その他（　　　　　　）　　・　会員外

※取得した個人情報は、フォーラム以外には、使用いたしません。
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湖南地区　田中　みきお

がんばれ湖国の建築士　№７
JICAシニア海外ボランティア報告

　Alii!（英語ならさしずめHello!となる）
　私は、JICAシニア海外ボランティアとして今回２度目とな
る。任地は太平洋のミクロネシアにあるパラオである。学校
時代に地理の授業で習ったミクロネシアやメラネシア、ポリ
ネシアを身近に感じることになった。
　広い太平洋の小さな島々はそれぞれが独立国、あるい
は植民地である。ここパラオは、そうした中の一つであるが、
まことにもって小さな国である。国連加盟の独立国195の国
の中で小さなグループに所属している。もっとも小さなバチ
カン市国、ナウル、ニウエについで小ささでは４番目という。
人口およそ２万人は県内では愛荘町の人口とほぼ同じで
ある。面積は屋久島ほどであるが、大小形も大きさも異な
る600近くの島で構成されている文字どおりの群島である。
人が住む島はわずか９に満たない。
　イギリスにより発見され、ドイツの統治、日本の委任統治
そして第２次大戦後のアメリカの信託統治を経て独立と
なった。今年独立20周年を迎えようやく成人したと言う。
　かつてこの地を統治した日本の影響はこの国の文化形
成に大きな影響を与えているようだ。先祖に日本人の流れ
をくむ人も多く、独立した時の大統領は、クニオ・ナカムラ、
現在のコロール州の知事はヨシタカ・アダチ、世界屈指の
親日国と言われるゆえんを垣間見るのはこうした名前だけで
はなさそうである。パラオ語になった日本語の多さも際立っ
ている。Skarenauos（ツカレナオス）は「疲れなおす」で、
よく聞く言葉で疲れたのでリラックスしてビールを飲むと言う
合言葉のようだ。Aji Daiziob（アジダイジョーブ）は美味
しいの意味である。Daiziob（ダイジョウブ）は日本語の大
丈夫と同じように使われ頻度が高い。私の母親が聞いたら
懐かしがるチチバンドTsitsibandoはブラジャーのことだが、
まだ聞いたことはない。
　食べ物も豊富で治安も良く、日本人観光客数はこの国

最大でこの国の人口の２倍近くも訪れる。全体では何と10
万人以上の観光客数である文字通りの観光大国である。
世界中のダイバーにとっては世界一魅力的なダイビングス
ポットが沢山あってリピーターの多くはダイビングが目的であ
る。
　私の活動しているのは最大の都市、コロール州である。
ここでの行政組織は少し日本やアメリカなどからすると違和
感がある。国の下部にあるのは州、州の下部にはハムレット
（村の意味）と言われる小さなコミュニティがある。州は全
部で16あるが最大はコロール州で、全体の７割近くが暮ら
す。小さなものでは100人に満たない。
　ここでの私の仕事は独立のはるか前にできた都市計画
マスタープランの見直し作業である。都市計画マスタープラ
ンは、20年後の都市を見据えての基本的なガイドラインで
ある。こんな言葉もここでは通用しない。40年近く前にアメ
リカの支援でできた都市計画のマスタープランが今も都市
計画の憲法のように使われていることに驚いている。国勢
調査に相当する各種の統計調査は５年ごとに行われてい
る。最新の資料は2005年だったが、次の資料は2012年ま
で跳んだ。大統領が変わっての変更らしい。
こうした島国特有のゆったりとしたリズムやおおらかさはアイ
ランドタイムという表現で一くくりにされてしまう。私はきちん
と５年ごとに見直せる。そんな仕組みを整えたいと考えて
いるが、ことは思ったようには進まない。３代目となり６年
が経過する中でまだゴールが見えないのが悩みだ。
　湿度が高く一年中日本の蒸し暑い夏が続いている常夏
の国パラオ。緑が多く夜には涼しく感じ、時々激しく降る雨
は一抹の清涼剤である。
　世界遺産選定の「ロックアイランド南部ラグーン」など見
どころ一杯の太平洋の楽園「パラオ」の紹介でした。
Mesulung.（英語で言うとThank you.） パラオより

写真①食用のこうもりを食べました。珍味だそう
です。

写真②ロックアイランド　2012年世界遺産の選定を受け
たことは記憶に新しい。富士山の選定1年前である。

写真③バイ　パラオの伝統的な建造物でいたるところにこの形
を模したものが見られる。文化そのものかもしれない。
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残しておきたい滋賀の建築
第11回 琵琶湖疏水に観光船

　今年は、大津市と京都市で2014年１月から協議を重ねてきた琵琶湖第一疏
水での観光船（琵琶湖疏水船下り）の試験運航が予定されている。
　大津市の疏水取水口から京都市内の蹴上浄水場近くまでの7.8km、３コー
スを下る試験運行は３月28から５月６日の土日祝日に行われる。
　コースは、①大津－蹴上（60分）、②大津－山科（30分）、③山科－蹴上（30
分）の３コースを用意していて、新たな観光の名物として本格運行に向けた課題を探る。
　洞門を間近に見るチャンスです。

22 日 仏滅
23 月 大安 　
24 火 赤口 　
25 水 先勝 　
26 木 友引 　
27 金 先負

青年委員会40周年記念
研修旅行2015in台湾28 土 仏滅

29 日 大安
30 月 赤口 　
31 火 先勝 　

11 水 先負 　
12 木 仏滅 　
13 金 大安 　
14 土 赤口 　
15 日 先勝 　
16 月 友引 四役会、理事会
17 火 先負 　
18 水 仏滅 第6回所属建築士　定期講習
19 木 大安 　
20 金 友引 　
21 土 先負 春分の日

1 日 大安 　
2 月 赤口 　
3 火 先勝 　
4 水 友引 　
5 木 先負 　
6 金 仏滅 　

7 土 大安 Doシリーズ67～まちづくりから
学ぶ　～草津市『niwa+』～

8 日 赤口 　
9 月 先勝 　
10 火 友引 　

3月の暦

地区だより

湖北地区委員会
新春家族ボーリング大会

●日時：平成27年１月24日（土）
●場所：長浜T. T BOWLスプリングレーンズ
　毎年恒例の新春家族ボーリング大会を長浜T. T BOWL

スプリングレーンズにて開催しました。
　賛助会と建築施工管理技師会の家族も加わり参加家族和
気あいあいの中ゲームを楽しみ、終了後の表彰式では表彰
発表のたびに歓声が上り、にぎやかな中　今年の大会も終
了しました。成績は大村貫次さんが優勝、準優勝は本田真
司さんでした。毎年行なっておりますので皆様の参加お待ち
しております。


