
年頭のご挨拶
（公社）富山県建築士会

会 長  中 野 健 司

明けましておめでとうございます。2016 年の新春を心からお慶び申し上げます。

 本会も、公益社団法人として平成 25 年度にスタート以来、早４年目を迎えること

となりました。これもひとえに会員そして賛助会員各位のご指導とご協力の賜物と深

く感謝する次第です。

さて、昨年は改正建築士法が施行され、私達建築士の設計・工事監理の業務の適正

化や責務が明確化されましたが、一方では耐震偽装事件以来とも言える杭データ改ざ

ん事件が発生し、建築関係者はもとより国民に大きな衝撃を与える社会問題となって

います。この問題は１企業に留まらず業界全体の問題として更なる広がりを見せてお

り、今後の動向に大きな関心が寄せられています。私達建築士は、国民・県民の財産

である建築物を安全に設計施工することが最大の責務です。事件の報道を見ていると

経済性と合理化優先の流れの中で関係者それぞれの役割と責任が曖昧になっている状

況に、日本の誇るものづくりの原点が大きく揺らいでいるのではないかと危惧してお

ります。

このような中、昨年は 11 月より新たに建築施工に特化した建築工事の「監理技術

者講習」を開始しました。また、地域貢献活動に重点を置き、地域防災の観点から８

月には高齢者の地震災害軽減のため家具転倒防止を図る「かぐてんぼう隊とやま」を

富山支部で発足させ活動を開始するとともに、来る３月には富山県の建築を支えてき

た建築職人技術の伝承を目指して平成 24 年度から取組んできた「建築職人アーカイ

ブ事業」の纏めとして、冊子の刊行とシンポジウムの開催を予定しています。

さらに、昨今大きな社会問題となっている空き家についても、行政と協力しながら

積極的に取組んでいかなければならないと考えおり、２月に「建築士会インスペクタ

ー養成講習会」を開催し、空き家の評価に資する技術者を育成することとしています。

今年も昨年に引続きこのような地域の発展に資する社会貢献活動や建築文化の継承

に寄与するとともに、建築士の資質向上に向けての技術研鑽と後継者の育成、そして

会員の拡大に向けて努力していくこととしていますので、皆様にはご理解とご支援を

よろしくお願いいたします。

終わりに、昨年は待望の北陸新幹線が開業し観光や経済面で本県の活性化が多いに

促進されましたが、本年が会員や賛助会員の皆様にとって更なる発展と活力のある飛

躍の年となりますよう心より祈念いたしまして新年のご挨拶といたします。

公益社団法人 富山県建築士会 
TEL 076‐482‐4446 
FAX 076‐482‐4448 

e‐mail:info@toyama‐kenchikushikai.or.jp
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ホットラインNo.233 

定員:100 名(先着順) 

※申込等詳細は封入チラシをご覧下さい。 

中大規模木造建築物の設計者養成講習会 

｢JISA3301 木造校舎の構造設計標準｣の考え方に基づき流通

材とプレカットを活用して､意匠設計者でも比較的容易にか

つ経済的･合理的に低層系中大規模木造建築をつくる設計手

法を学ぶことを目的とした DVD による講習会です｡ 

日時:平成 28年 3月 8日(火) 13:30～17:00 

場所:サンシップとやま 701 号室 

受講料:テキスト込み  会員 2,000 円  会員外 3,000 円 

定員:50 名 

※申込等詳細は来月号でお知らせします。 

建築士定期講習のご案内 

今年度最後の講習会です。受講の必要な方は早めに申込下さ

い。 

会  場 開 催 日 会  場 定員 

3B-06 
3 月 15 日(火) 

(受付中) 

テクノホール 

富山市友杉 1682 
100 名 

時間:9:20～17:30 

受講料:テキスト 2冊を含めて 12,960 円 

申込･問合先:富山県建築士会事務局(平日 9:00～17:00) 

TEL:076-482-4446  担当:佐藤

建築関係技術者のための「監理技術者講習」の 

ご案内について

公益社団法人日本建築士会連合会では、建築関係施工技術

者に特化したテキストで「監理技術者講習」を実施していま

す。本県では、本会が協力して毎月サンシップとやまで「監

理技術者講習」を実施しています。 

本講習は、建築技術者だけでなく電気・給排水等設備技術

者の方にも役立つ実務的な内容のテキストとなっていますの

で、関係の皆様の受講をお待ちしています。 

講習申し込み等詳細は、日本建築士会連合会ホームページ

又は富山県建築士会ホームページをご覧ください。 

開催日・開催場所

開 催 日 時間 会  場 定員 

1月 29日(金) 9:30 

～

17:30 

サンシップとやま 704 50 名 

2月 19日(金) サンシップとやま 701 60 名 

3月 10日(木) サンシップとやま 601 60 名 

受講料:WEB 申込み      9,500 円／人 

郵送・窓口申込み   10,000 円／人 

申込先:(公社)日本建築士会連合会 

問合先:(公社)日本建築士会連合会､(公社)富山県建築士会 

企画情報とやま 2016 年 1月号
公益社団法人 富山県建築士会

TEL 076-482-4446 

FAX 076-482-4448

ホットライン 第 233 号 E-mail info@toyama-kenchikushikai.or.jp
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◆ 新川支部 

新川支部講演会「蛭谷（びるだん）和紙復活」

日時:平成 28年 1月 20日(水)14:30～16:00 

会場:新川文化ホール 1階 101 号室 

魚津市宮津 110 番 TEL 0765-23-1123 

講師:川原 隆邦氏      

内容:桂離宮の解体修理の際にも使用されたという和紙･400

年近い伝統がある和紙を新川地方･朝日町蛭谷(びるだん)に

て一人の若者が再びよみがえらせた｡伝統技術の継承に励む

姿に触れ､和紙の持つ風合いを実際に感じ取り､建築にも取

り入れ生かすべく課題を探る機会にする｡ 

建築 CPD:2 単位(CPD カードをお持ちください) 

定員:先着順 45名(どなたでも参加できます) 

参加費:無料 

申込先･申込期限:平成28年1月15日(金)まで氏名･電話番号･

メールアドレスをメールまたは TEL にて長谷川までお知ら

せください｡(E-mail)haseg3@outlook.com 

問合先:TEL090-3768-5102  新川支部  担当:長谷川 達三 

◆ 一般財団法人富山県建築住宅センター 

「安心・安全セミナー」開催のご案内 

日時:平成 28年 2月 8日(月)14:00～15:30 

会場:富山県民会館 701 号室(富山市新総曲輪 4-18) 

講師:土居修一氏(公益社団法人 日本しろあり対策協会会長) 

内容:家を長持ちさせるために -木造住宅の防腐･防蟻(シロ

アリ)対策- 

木造住宅の構造的安定性や耐震性は､構造用木材が健全であ

ることが前提｡木材の大敵腐朽被害､しろあり被害の実態や

対策､駆除等について解説します｡ 

建築 CPD:2 単位 

定員:80 名(どなたでも参加できます｡) 

参加費:無料 

問合先:一般財団法人富山県建築住宅センター 

担当:検査第二課 四宮(TEL:076-439-0248) 

※詳細は同封の案内チラシをご覧下さい。 

◆ 財団法人職業技能振興会

「古民家鑑定士」認定講習・試験開催のご案内 

日時:(1 月度)平成 28年 1月 19日(火) 13:05～17:40   

会場:富山市体育文化センター研修室(富山市友杉 1097) 

講師:職業技能振興会委託インストラクター 

内容:古民家鑑定士教本(別途購入が必要です 6000 円)に基づ

いて古民家に関する全般の講習です｡資格取得後は築 50年

以上の古民家鑑定を行い､鑑定結果に基づいて所有者にアド

バイス､相談を行います｡ 

建築 CPD:3 単位(受付時に名簿に氏名と CPD番号を記入｡) 

定員:20 名(どなたでも参加できます｡)  

参加費:23,000 円(受講･受験･認定書発行費用含む) 

申込先･申込期限:開催日の 7日前まで 

HP(http://www.kominkapro.org)から詳細確認の上申込｡ 

問合先:(一社)富山県古民家再生協会 担当:片岡

(TEL:0766-69-7550) ※｢古民家鑑定士｣は民間資格です。 

◆ 富山県建築士事務所協会

講演会「姫路城 平成の大改修」―次の世代へ技

術をつなぐ―のご案内 

日時:平成 28年 2月 21日(日) 14:00～15:30 

会場:富山県民会館 304号室  富山市新総曲輪 4-18 

内容:平成 27年 3月に 5年半かけた世界文化遺産･国宝｢姫路

城｣の大天守保存修理工事が終わり､再び美しい姿を見るこ

とができました｡職人不足が叫ばれ失われていく技術が多い

今日､技術の伝承の大切さを学ぶ｡ 

講師:野崎信雄 氏(前鹿島建設･姫路城大天守保守修理JV工事

事務所総合所長) 

参加費:無料(事前申込が必要です｡) 

建築 CPD:2 単位予定 

主催:日本建築学会北陸支部､富山県建築士事務所協会､ 

とやま住まいとまちづくり推進懇話会 

協賛:富山県建築住宅センター 

後援:富山県 

問合･申込先:一般社団法人 富山県建築士事務所協会 

TEL:076-442-1135  FAX:076-442-1180 

詳細は､富山県建築士事務所協会ホームページ参照 

｢2015 年 構造設計 Q&A集｣DVD 講習会のご案内 

日時:平成 28年 2月 24日(水) 13:30～16:55 

会場:富山産業展示館(テクノホール) 富山市友杉 1682 

内容:本講習は､｢2015 年 構造設計 Q&A 集｣の発行を契機に改

訂部分を中心に解説を行い､設計者として工学的な判断を行

う際の留意点などを示し､構造計算適合性判定の審査等の円

滑化に寄与することを目的とします｡ 

受講料:主催･後援団体会員･行政職員   10,000 円/人(テキス

ト代･税込) その他  14,580 円/人(テキスト代･税込) 

建築 CPD:3 単位予定 

主催:富山県建築士事務所協会､日本建築士事務所協会連合会 

後援:富山県､日本建築学会､日本建築士会連合会､日本構造技

術者協会 

問合･申込先:一般社団法人 富山県建築士事務所協会 

TEL:076-442-1135  FAX:076-442-1180 

詳細は､富山県建築士事務所協会ホームページ参照 

◆ 日本建築家協会北陸支部富山地域会

JIA2015 年度 技術セミナー開催のご案内 

日時:平成 28年 2月 6日(土)15:00～17:00 

会場:アーバンプレイス 8階 821 会議室(富山市牛島町 18-7) 

講師:角舘 まさひで 氏(ぼんぼり光環境計画) 

演題:｢あかりからのまちづくり｣ 

建築 CPD:2 単位の申請予定(CPD カードをお持ち下さい｡) 

定員:先着順 50名 

参加費:無料(どなたでも参加できます｡) 

申込先･問合先:水野行偉建築設計事務所 担当:水野 

TEL:0766-56-8512 E-mail:info@miz-hp.com 

氏名､連絡先を明記の上､上記までメール又は FAX で申込 

◆ 富山県木造住宅生産体制強化推進協議会  

富山県住宅省エネルギー技術講習会のご案内 

開催日・開催場所

開 催 日(半日講習) 会  場 定員 

設計 H28 年 1月 15日(金) テクノホール 100名 

施工 H28 年 2月 6日(土) ヤマイチ(株) 30 名 

時間:13:00～17:35(詳細は富山県建築士会の HP参照) 
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全国大会石川大会高岡支部視察研修会Vol.1     金沢」 
 平成 27 年 10 月 30 日(金) JR 高岡駅瑞龍寺口(南口)
を小型バスと自家用車  出発  予定  早     金沢  
到着しました。 

 まずは、「地域コミュニティの再生」 目指  施設内 見学 リ
サーチ。児童(養護) 高齢者 学生向  各住戸(MIDTOWN)
を中心にサービス施設やリラクゼーション施設、各種ショップやスタジ
オを配し、一つの街区を構成しています。各住居間の 街路樹
 小路   コミュニティ空間 適度 距離感 親近感 提供 
ていると感じました。外壁 金属サイディングを用いながらも落 
着いた風合いを感じさせています。 

 見学後     金沢本館講演会場へ移動しました。 

 まずは、講師の社会福祉法人佛子園施設長奥村俊哉氏よ
り、ビデオによる施設経緯の紹介がありました。 

法人 出発点  創始者 住職 戦後 孤児  寺 庫裡
にボランティアで引取り、共同生活を始めたのが原点です。 
小松市の「三草二木西圓寺」は、廃寺になった本堂を過疎
化が進む地域コミュニティの中心にすべく、住民が気軽に参加で
きる施設で    西圓寺は    金沢  企画する上で地域
コミュニティ再生の基本となりました。また、知的障害児童や高
齢者が施設内での作業に積極的に参加し、笑顔で世代や職
種 超  交流 行       心 動      。 

 講演後は、奥村氏に本館内を案内していただきました。 

参加者のココロもカラダ(おなか)も満たされて！ 
今回は、高岡市空き家活用推進協議会から 4 名(一般 2 名＋大学院生 2 名)が参加されました。昼食
は、本館「ニューももや」にて地ビールとおいしい食事を堪能しました。（売上にも多大に貢献！） 

参加人数
２０名

地域に開放された木質空間 
近隣 保育園児 幼稚園児 遊 場 小学
生 写生大会    利用      。

施設のアイドル「アルパカ」 
施設内には、アルパカ牧場とドッグランが併設さ
れており、居住者がお世話をしています。

交流   
居住者や地域の方々と積極的に交流    
  今年     祭   参加！

   金沢 訪  ！
  施設 特徴    面（企画 運営 地域交流）  成功以外何物     思      しかしながら、知的障害児童のケ
アを中心とした法人が、高齢者施設   知名度 上     現状 色々 考              

¦ 高岡支部・総務広報委員会 ¦ 大角 亮 ¦
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全国大会石川大会高岡支部視察研修会Vol.2 「全国大会会場他」
    金沢 後   次  竪町界隈 新竪町通  散策 

    期 金沢竪町 知 者    寂  限  金沢   
ども所詮は地方都市であることを改めて感じさせられました。 

新竪町通りには所々      雑貨店 見受   、休
日の人通りの様子が気になりました。散策に夢中になりました
が、その後 金沢学生   市民交流館  移動しました。 

ここはアズマダチが特徴の大正時代の佐野家を保存した建造
物です。コーディネーターが常駐し、学生と市民 交流 場 情
報交換 学習 場   積極的利用      。建物内には
色々 仕掛     金沢 歴史 感      

そして「全国大会石川大会会場：石川県立音楽堂 に到
着。恒例 記念写真 高岡支部14名＋氷見支部2名。 

石川大会の感想  
全国大会の会場設定については、施設のキャパシティと交通アクセス等関係者には色々と葛藤があったようで
   北陸新幹線          全国規模 大会 感         … 

参加人数
１６名

学生の家：光庭 
建物中心部にあり、回遊廊下の効果に一役
かっています。

夜になれば深夜食堂？ 
「金沢学生   市民交流館」近くのミニマムな
飲食店 20 軒が集まったノスタルジックな横丁。

おめでとうございます！ 
出席者の皆さま、お疲れさまでした。受賞され
た会員の皆さま、おめでとうございます。

リベンジしたい！
上記 横丁  今回訪        断念 私 含 数名     達                 宣言！20軒全てを制覇
すると豪語しておりました！ 

¦  高岡支部・総務広報委員会  ¦  大角 亮  ¦
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全国大会石川大会高岡支部視察研修会Vol.3  裏東山     ？ 

Gallery&Caf  椋(むく) NPO 金澤町家研究会事務局に
て奥村設計室代表奥村久美子氏よりガイダンスを受けた後、
空 家対策利活用 実践     裏東山  出発  金澤町
家職人工房東山」の外観を眺めながら、現在改修中 北出邸
現場に移動。監督や大工さんへの質疑に花が咲きました。 

奥村氏設計の「木町の町 2世帯住宅 へ移動。施主のご厚
意   建物内外部 見学しました。「ニコイチ」として改修され
た町家は、横割りの 2 世帯住宅   上手 計画   いまし
   隣  高木糀商店 は歴史を感じる外観です。 

「ひがしやま荘」やリノベーション物件 拝見     表東山」へ。 

参加者のコメント  
奥村氏設計の「木町の町 2 世帯住宅       丁寧 解説付  案内          有意義 時
間を過ごせました。 高岡市の空き家活用推進協議会  刺激            町家  裏    ！

参加人数
１８名

おなじみ「表の東山」 
よくあるアングルですが、風情があり、きれいです
ね！

懇親会 
会場である「香林坊らくや」へ移動。中々風情
   居酒屋    奥村   合流 

乾杯！ 
元高岡支部の旧姓Ｓさんが飛入り参加！ 
楽しい一時を過ごしました！

最後に 
今回参加   皆様 隣県   日帰 強行日程       色々  協力               右足骨折      
 松葉杖 必死           Ｋ   疲       来年  大分大会   楽   ！！

¦ 高岡支部・総務広報委員会 ¦ 大角 亮 ¦
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インテリアデザインセミナー『現代の建築と和紙』      高岡支部

平成27年９月30日(水) 高岡駅前のウイングウイング高岡
にてインテリアデザインセミナー『現代の建築と和紙』が開催され
ました。 
講師は、蛭谷和紙作家の川原邦隆氏。後継者不足   
幻といわれた技術を伝承し古くから伝わる製法と道具で和紙製
作 行     、原材料       (楮)」の栽培から仕込
み・紙すきまで、全てをご自身で手掛けておられます。 
まず参加者に「和紙って何ですか？最近で和紙に触ったのは
いつですか？」と  問   始      和紙 原料   樹
木は主に、コウゾ・ミツマタ・ガンピの三種類で、実はお札もミツマ
タからつくられる和紙ということで今でも身近な存在なのです。

その身近な和紙ですが、現代 日本 住宅    和室が
少ない等 理由から使用される機会が減少し、昔は各集落 
存在したという和紙づくりを生業とする方々は激減しました。その
      川原氏 単品売  行     価格競争には巻
き込まれない作品としての和紙を売り込むために、透けるほどの
薄い和紙・透かし和紙・立山杉 色付和紙  を製作し、和紙
の使い方を提案されています。 
富山県民会館    北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅の
合わせガラス、最近オープンした富山市ガラス美術館など、様々
な建物に川原氏の和紙が採用されています。 

合わせガラスに加工された透かし和紙や、柿渋で着色した和
紙など、様々な和紙のサンプルをご紹介いただき、紙漉きまでを
実演しながらご説明下さいました。紙漉きに使う和紙づくりの過
程も、コウゾや繋ぎとなるトロロアオイの仕込みに使うスダレは目
が細かく非常に高価で、日本で製作している所が少なくなってい
るそうで、道具調達の面からも継承が難しいと感じました。

セミナー参加者の様子  
         和紙 原材料       軸    風車 製作         懐      完成品
 回      孫 持  行        等     笑顔         

参加人数
28名

ワークショップ 
風車 製作 和紙 程  張  風 受  
クルクルと回ってくれます。

和紙づくりを実演 
コウゾ 使  和紙作  過程  原料 仕込
みから実演していただきました。

作品の数々 
透かし入りの和紙や合わせガラス、素材の色を
生かした色付和紙等を紹介

和紙の可能性 
川原さんは常に攻め続け、今までの古典的なイメージを覆すような提案をしていきたいと言っておられたのが印象的でした。 
私たちもそれに負けない使い方を提案したい！と思いました。                      ¦ 高岡支部 女性委員会 ¦ 宮西 慶子 ¦
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平成27年富山支部研修見学会 （金沢 現代建築・庭園見学＋加賀料理）

平成 27 年 10 月 30 日(金)に富山支部県外研修見学
会を建築士会全国大会式典に合わせて、観光客や全国の建
築士会員で賑わう金沢 開催     
今回は「金沢 現代建築 百万石の庭園見学+加賀料理
を味わう半日」をテーマに、五感  活用 見学会 行   
た。なお、砺波支部の皆さんにもご参加いただき、富山支部・砺
波支部合同見学会       
現代建築は 2011 年 開館  金沢海   図書館 （ 
     Ｋ＆Ｈ（株）設計監理） 見学      の建物
は数々の建築賞を受賞しています。 
この図書館は「とにかく気持ちよい閲覧室をつくる」という、シン
プルなコンセプトでつくられ、室内は外観デザインの特徴である丸
窓からの多くの自然光が空間全体を包みこんでいて、程よい気
持ちよさを感じることができました。 
その後 金沢市指定文化財  辻家庭園  訪      
こは、大正初期に「北陸 鉱山王    知   横山家 別
荘地庭園で、作庭は椿山荘などの作庭師、七代目小川治兵
衛 行  昭和 入  辻家の所有となったそうです。 
この庭園・建物は今まで非公開でしたが、2013 年 12 月、
新たに結婚式場併設を機に公開されました。 
今回は、特別に辻家当主にご案内いただき、富士の溶岩で 

積まれた大滝や、渓谷を模した地形を成す当時の姿のままの庭
園 見学     高さ 5.5ｍの大滝は、溶岩を鉄筋コンクリー
 造 固  崩 石積 手法 造      近代以降 新
技術 用  秀作事例   極  貴重   だそうです。 
この庭が 英国風自然庭園       金沢 文化 受 
継がれていることは、ひとえに横山家があったから等、意外な金
沢の文化継承を知ることができました。 

    江戸期 西田家庭園 玉泉園   加賀懐石料理
を、庭を愛でながらいただきました。 
駆 足  見学会     新  金沢 一面を知るととも
にまだまだ知らないこと、場所が多いと感じました。 

庭園を臨  砺波支部  交流会
西田家庭園内   「玉泉園」において 今回富山支部 見学会  参加下   砺波支部 方々  交流会 
かねて 加賀懐石料理 堪能      皆さん、食も(酒も)話も弾んで楽しんでいただけました。 

参加人数
26 名

 金沢海   図書館 
多くの丸い窓からの自然光が、空間 落 着
いた明るさをもたらしています。

「辻家庭園」（国指定登録有形文化財）
当主の案内で庭 見学 高さ 5.5ｍの大滝
は、富士の溶岩を使って作られています。

「玉泉園」（西田家庭園） 
池泉回遊式庭園 臨     加賀料理
を堪能しました。

見学会 終  
午後からの全国大会式典への参加というタイトなスケジュールのなか、欲張って 3 ケ所訪れ、皆さんにはゆったりとご覧いただけなく申
し訳なく思っています。 また、富山支部・砺波支部 方々  合同見学会         互      目   ることが少ないな
  良 交流 機会        とてもよかったと思いました。                     ¦  富山支部  ¦ 小泉 美江子 ¦

「辻家庭園」内の結婚式場 

-8-


