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◆ 事務局 
建築関係技術者のための「監理技術者講習」の
案内について 

平成 28年 8月から 12月までの建築関係施工技術者（１級

建築士、1級建築施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、

1級管工事施工管理技士等）向けの｢監理技術者講習｣の日程は

下記のとおりです｡ 

申込み等詳細については(公社)日本建築士会連合会のホー

ムページをご覧下さい。(DVD 講習) 

【講習開催日程】受付 9:00 開始  講習＋試験 9:30～17:40 

開 催 日 会 場 定員 

8月 19日(金) サンシップとやま 704 30 

9 月 15日(木) サンシップとやま 704 30 

10 月 28 日(金) サンシップとやま 704 30 

11 月 11 日(金) サンシップとやま 704 30 

12 月 15 日(木) サンシップとやま 704 30 

※平成 29年 1月～3月の開催予定は､後日案内します｡ 

建築士定期講習スケジュール 

会  場 

コード
開 催 日 会  場 定員 

3B-03 
8 月 25日(木) 

(受付中) 

テクノホール 

(富山市友杉 1682) 
100 

3B-04 
11 月 10 日(木) 

 (受付中) 

高岡文化ホール 

(高岡市中川園町 13-1) 
100 

3B-05 
2 月 2日(木) 

(受付中) 

新川文化ホール 

(魚津市宮津 110) 
60 

未定 
3 月 13日(月) 

(予定) 

テクノホール 

(富山市友杉 1682) 
100 

時間:9:20～17:30 

受講料:テキスト 2冊を含めて 12,960 円 

申込:建築士会事務局(平日 9:00～17:00)まで 

問合先:建築士会事務局  担当:佐藤 

◆ 研修委員会
「温暖地版 自立循環型住宅設計ガイドライ
ン」講習会開催のご案内

日時:平成 28年 9月 16日(金)9:30～16:45（受講時間 6時間）

会場:富山県情報センター1階セミナー室(富山市高田 527)

詳しくは同封のチラシをご覧ください。 

◆ 青年委員会 
小さな家づくり 2016 協力者大募集！！ 

『小さな家づくり』は建築プロセスを踏襲して木製遊具を制

作･設置する充実した内容の事業です。自身のスキルアップ

や会員相互のみならず多業種の青年建築『志』との協働によ

るネットワーク形成の他、社会貢献の意味合いも大きく、建

築士の職能を生かした地域交流の機会であることから、広く

建築士の皆様のお力と智恵をお借りするため、参加協力者を

募集しています。この機会に末永く地元の人たちに愛着をも

って使い続けられる遊具制作を行ってみませんか？ 

やる気のある方・交流を持ちたい方・この事業が気になる方、

単発の事業参加でもかまいません。非常に良い経験のできる

事業です。多数のご応募お待ちしています！ 

スケジュール:予定 

8月 6日 9:00:材料塗装作業 

9月 4日     :建前 

9月 25 日    :竣工引渡し 

日時:随時担当者より案内致します｡ 

場所:小矢部市水落大谷公園 

内容:ものづくり実践型建築技能者連携研修事業 

建築 CPD:建前当日に CPD 単位付与を計画しております｡ 

募集対象:コアスタッフ(全事業対象) 

:各当日スタッフ(単発事業対象) 

参加費:無料 

申込先･申込期限:随時大募集!!建築士会事務局まで 

E-mail:info@toyama-kenchikushikai.or.jp 

FAX:076-482-4448 

問合先:青年委員会 担当:長島(TEL:090-2035-1822) 

◆ 女性委員会
「女性委員会 あしたねの森 見学会」ご案内 

日時:平成 28年 9月 17日(土)10:00～12:00(受付開始 9:30) 

会場:社会福祉法人アルペン会 あしたねの森 

（富山市新庄町 2-15-32）  

講師:佐治 直 氏(「あしたねの森」担当者) 

内容:「あしたねの森」は高齢者施設、保育施設、障がい者施

設が一つの敷地内にある複合施設です。富山型デイサービス

や子供園と異なるこの施設について、設計者へどのような要

望をし、開設までに至ったか、多世代交流によって利用者に

どのような効果があるのか、お話を伺いたいと思います。後

半は、施設内の見学を予定しています。 

集合場所は参加者に別途ご案内します。見学会場内の駐車は

ご遠慮ください。子ども同伴可能です。 

持ち物:内履き 

建築 CPD:2 単位(CPD カードをお持ち下さい） 

定員:先着順 20名程度(どなたでも参加できます） 

参加費:会員・学生 無料 会員外 500 円 

(通常見学料は一人二千円ですが、今回特別に見学料を無料

として頂きました) 

申込先・申込期限:氏名・支部名・連絡先を明記の上、9月 10

日までメール又はファックスで下記まで 

E-mail:women@toyama-kenchikushikai.or.jp   

FAX:076-482-4448(建築士会事務局) 

問合先:女性委員会 担当:水木(TEL:080-1279-0037) 

※詳しくは、建築士会ＨＰに掲載予定の案内チラシをご覧く

ださい。 

◆ プロフェッション委員会 
「宮大工技術講習会（応用編）」開催のご案内 

日時:平成 28年 9月 17日(土)18:30～20:30 

会場:サンシップとやま(富山市安住町 5-21)703 号室 

講師:森 泰造 氏 (伝統意匠森工房 代表) 

内容:木造建築技術の進化と伝承 

日本の建築は､長い歴史が比類のない技術と建築美を育んだ

と思われます｡卓越した加工と架構の技術が伝承され進化し

現在に至っているのではないでしょうか｡木造建築技術の今
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講座では､木造建築の歴史に加えて規矩術の基本を視点を変

えて教えて頂きます｡前回受講された方は勿論､今回初めて

の方もこの機会に是非受講ください｡ 

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 30名(どなたでも参加できます｡) 

参加費:会員 500 円     会員外 1,000 円(資料代を含む) 

申込先･申込期限:9 月 10 日までメール又はファックスで 

(E-mail:info@housegmen.com  FAX:0766-26-1919) 

問合先:建築士会プロフェッション委員会 担当:中谷

(TEL:090-7087-1082) 

◆ 新川支部 
建築フェスタ in コスモ 21 のご案内 

日時:平成 28年 8月 21日(日)10:00～14:00 

会場:入善ショッピングセンターコスモ 21 センターコート 

(入善町椚山 1336) 

内容:子供たちにモノ作りの楽しさを伝える､住宅相談･地元

建築関係団体と連携し地域へのアピール 

共催:入善町建築組合 

問合先:新川支部 担当:飯田(℡:0765-72-1971) 

◆ 富山支部
「かぐてんぼう隊」のご案内と隊員の募集 
（今年は 2回目となります） 

かぐてんぼう隊とやまの主旨 

・地震時の家具転倒防止処置を広める活動です 

① 防災イベント等での啓発活動 

② 高齢者住宅における家具固定の支援 

 隊員を募集します。興味のある方参加してみませんか 

 参加条件は以下のイベントに参加可能な方（片方でも OK） 

 総曲輪地区の高齢者住宅における家具の固定 

日時:平成 28年 8月 30日(火)9:00～14:00 

平成 28 年 9月 11日(日)13:00～16:30 

(16:00～報告会を予定) 

事前説明会:平成 28年 8月 10日(木)18:00～ 

申込・問合先:(株)鈴木一級建築士事務所  鈴木保二 

y_suzuki@suzuki-ken.jp 

参加希望の方には詳細(申込書)を返信します｡ 

◆ 富山ブロック
「東日本大震災 被災地訪問（復興状況視察）
事業」のご案内 

日程:平成28年9月30日(金)富山発22:00予定⇒10月2日(日)富

山着21:00予定 

訪問先:10/1:女川町､石巻市､仙台市荒浜､名取市閖上､宮城県

建築士会(発表会･意見交換会) 

 10/2:福島県南相馬市等⇒富山駅北口21:00予定 

(訪問地､時間は変更することがあります｡詳細は参加申込者

にお知らせします｡) 

宿泊:9/30バス泊､10/1仙台市ビジネスホテル太陽泊 

建築CPD:申請予定 

定員:先着順30名(会員外の方もどなたでも参加できます｡) 

参加費:建築士会会員 20,000円 会員外30,000円(バス代､ホ

テル代､視察代含み､飲食代含まず) 

申込先･申込期限:8月30日までメール又はFAXで下記まで｡ 

E-mail:m.yamamoto@knd.biglobe.ne.jp  Fax:076-462-3780  

問合先:富山支部 担当:山本幹史(TEL:080-1013-4105) 

※事業案内･申込書は、建築士会ＨＰをご覧下さい。 

◆ 富山県建築士事務所協会
建築士事務所のマネジメント支援ツール
「JAAF-MST2016」講習会開催のご案内 

日時:平成 28年 9月 8日(木）14:00～16:45 

会場:サンシップとやま 701 研修室(富山市安住町 5-21） 

講師:栗原 健一 氏(ソフト開発者/㈱テクトプラン代表） 

内容:「JAAF-MST」は、「業務報酬算定」と「プロジェクト管

理」を軸にした建築士事務所の業務管理に役立つ統合ツール

です。データベースで一元管理し、見積書の作成、業務台帳

や重要事項説明書の印刷、業務報告書の作成、契約書類等が

手間を省いて作成できます。 

今回、内容、手順、操作方法及び注意事項を理解するための

講習会を開催します。パソコンを持参の上、ご参加ください。 

建築 CPD:3 単位(予定） 

定員:先着順 40名(どなたでも参加できます。） 

参加費:会員 2,000円     会員外 5,000円(資料代・税込) 

申込先・申込期限:9 月 2日までメール又はファックスで 

(E-mail:info@toyamajk.org  FAX:076-442-1180) 

問合先:建築士事務所協会 担当:河内(TEL:076-442-1135) 

◆ 富山県土木部建築住宅課 
平成 28 年度 被災建築物の「応急危険度判定講
習会」の開催について 
大地震の後の余震等による人命にかかわる二次災害を防止

するため、被災した建築物を調査し、倒壊や外壁・窓ガラス

等の落下等による危険性を判断する「応急危険度判定」に関

する講習会を次のとおり開催します。 

まだ応急危険度判定士になっていない建築士の方は、受講

していただくようお願いいたします。また、平成 23年度に認

定を受けられた方は、今年度が更新の年ですので、なるべく

受講いただきますようお願いします。 

なお、申込用紙等の詳細は、同封のチラシをご覧ください。

日時:平成 28年 9月 21日(水)13:30～17:00 

場所:富山県民会館 304号室(富山市新総曲輪 4-18) 

◆ 富山県建築賞協議会
第 47 回富山県建築賞募集(平成 28 年度) 

今年度の募集を開始しました。 

平成 24年 4月 1日から平成27年 3月 31日までに富山県内で

竣工した建築物が対象です。 

応募締め切りは、平成 28年 9月 12日(月)です。 

申込等詳細は、同封の募集要綱をご覧下さい。 

◆ 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(国の補助
事業)のご案内 

開催日・開催場所: 

区

分 
開 催 日 会  場 定員 

施

工 

8月30日(火) 
サンシップとやま703 

(富山市安住町5-21) 
40名 

9月27日(火) 
南陽株式会社 

(高岡市能町750) 
60名 

10月31日(月) 
新川文化ホール104 

(魚津市宮津110) 
50名 

12月5日(月) 
砺波まなび交流館 

(砺波市栄町717) 
80名 

H29 

1月6日(金) 

サンシップとやま701 

(富山市安住町5-21) 
50名 

設

計 

10月3日(月) 
テクノホール 

(富山市友杉1682) 
100名 

11月14日(月) 
高岡文化ホール 

(高岡市中川園町13-1) 
100名 

H29 

1月31日(火) 

テクノホール 

(富山市友杉1682) 
100名 

時間:13:00～17:30

詳しくは同封のチラシをご覧ください。 

事務局の盆休 

8月 15,16 日です。よろしくお願い致します。 
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    青年建築志  集 青年委員会

平成28 年 6 月 25 日(土) 、富山県建築設計会館３階
会議室にて    青年建築志  集  行      

活動報告会では各建築関係団体の活動経過やこれからの
活動    発表       今後 事業発展    意見
交換 行いました。建築関係団体の方々との情報共有が図れ、
今後 活動 行 際     見     機会       

講演会では、３月に発刊された「建築職人アーカイブ」の製
作に委員    尽力    自身 大工職   建築界  
活躍されている根塚三起生氏に、「職人技術と職人精神の継
承       富山      建築 担 青年建築志 向 
てご講演いただきました。 

魅力   建築士会     
皆さんそれぞれにいろいろな価値観のあるなか、魅力  建築士会        ？ 
まず、私が考える魅力   自分自身 活動 楽   事 前提        魅力  建築士会 作 上             
建築物は     方々 協力 知恵 技術       上  れます。今回のとやま建築志のつどいは、     富山 建築 担 青年建築志

（建築士 大工 瓦工事等技能者 青年層） 集  仕事           図  共  交流 深         形成  いく場となりました。 

職人アーカイブについて 
講演を聞くまでは、目的がよく分かりませんでしたが、講演会を通して目的が明確になりました。 
職人技術の継承とは、技術の進歩が伴うべきです。ある時代に、前の時代から受け継いだ技術を何も変化させず、次の時代に伝えるのは、よく

      技術 預     時代 人     成長   新  技術 加  要      技術 取 除           各時代 人 
繰 返  長 継承       真 技術   
     先人 教  大切   技術 中 表面的        奥深         未熟 人 安易 技術 変化     良   

ません。特に熟練に   得   技術    領域                
しかし、進歩しなければ技術は使われなくなります。技術は、何の為かと言うと、  良 建築 生 出 為です。時代に合わない技術は、文化

的な側面はあったとしても、私たちの技術環境の変化が激しい今の時代には、何も変わらない技術は、衰退する一方です。 
    技術 継承       伝達         前 時代  受 継  技術   大切 育  進化   後 時代 引 継   

くべきです。それが、技術の継承であり、技術の発展なのです。私たちは今、そういう観点のもと職人アーカイブを活用し今後の仕事に生かさなけれ
ばいけません。 

  青年委員長 岡﨑光晴
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平成 28 年度高岡支部活動報告会        高岡支部
 平成 28 年６月２5日(土)午後２時 30 分より、ウィング
ウィング高岡５階研修室 502    毎年恒例  平成 28
年度高岡支部活動報告会」を開催しました。 
樋口総務広報委員長 司会進行 元 山口支部長 挨
拶があり、現在の富山県建築士会の状況や推進事業等に
ついてのご説明がありました。 

 山口支部長 会計の明元さんより平成 27 年度決算報告
と平成 28 年度 事業計画及 予算案の説明がありまし
た。支部会員数や新入会員 物故会員  紹介 行  会
員数減少問題についての課題報告もありました。 
  「平成 27 年度活動報告書  基 各事業担当者 新
  資料等 提示 ながら、事業ごとにエピソード等を交え、
フランクな感じで進めました。 
          巻渕     委員長    木造化推進
と構造部材」2015  発表 計３回 渡  行   内容
 濃         次年度以降  行政団体   木造

化推進イベントが展開されるとのことで、高岡支部としてのセミ
       終了      次  大角総務委員   平
成 27 年度高岡支部活動報告会  全国大会石川大会高
岡支部視察研修会」「平成 27 年度高岡支部意見交換
会」をまとめて当時のエピソードを交えながら発表しました。 

 続     林副支部長  空 家活用推進協議会 連
携した「耐震補強に関する改修方法の検討報告会」の発表
があり、安全性を確保した空き家活用と改修費用のバランス
について検討報告がありました。次  五郎女性委員    
テリアデザインセミナー「現代の建築と和紙」についての発表が
あり、講師の川原氏や蛭谷和紙についての補足説明がありま
   最後  山口支部長    氷見市         高
岡    事業     発表       今年度 継続中
ですが、高岡ブロックの会員等が月替わりで講師となり色々な
ジャンルの講演をリレー方式で開催しています。皆さんの参加
をお待ちしております。 

活動報告会のあとは！ 
活動報告会後は、いつもの「高田屋」にて途中合流 中野会長 交  賛助会員の皆さん 親密 交流  
ていただき、楽しい時間を共有しました。（村上氏談：写真は、撮り忘れました。すいません。） 

参加人数
２１名

耐震補強に関する改修方法
の検討報告会 

インテリアデザインセミナー 
「現代の建築と和紙」 

氷見市        
「建築士による勝手気ままなお話」 

支部会員さまのご参加をお待ちしております！！！
年々高岡支部の会員減少が続いておりますが、今年度以降           事業 中心 実務 根   事業展開    多
くの支部会員の皆様が参加していただけるように活動していきたいと思います。 

¦  高岡支部・総務広報委員会  ¦  大角 亮  ¦
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