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◆ 事務局 

民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」の

解説講習会のご案内 

日時:平成 28年 11 月 9日(水)13:30～16:00 

会場:いきいき KAN(富山市新富町 1-2-3) 

申込等:申込･詳細は建築士会 HPをご覧ください｡

問合先:建築士会事務局 担当:土倉(TEL:076-482-4446)

｢杭基礎の設計･施工の要点と『基礎ぐい工事監

理ガイドライン』の解説講習会｣(DVD 講習) 

日時:平成 28年 10 月 18 日(火)13:20～17:00 

会場:富山県民会館 304号室(富山市新総曲輪 4-18) 

申込等:申込･詳細は建築士会 HPをご覧ください｡

建築 CPD:4 単位 

定員:先着順 100名(どなたでも受講できます｡) 

参加費:会員 5,000 円   会員外 8,000 円(テキスト代を含む) 

問合先:建築士会事務局 担当:佐藤(TEL:076-482-4446) 

◆ 選挙管理委員会 

代議員補欠選挙の結果について 

 選挙管理委員長 今村彰宏 

欠員となっていた中新川支部と射水支部の代議員補欠選挙に

ついては平成 28年 6月 27日に告示し､立候補届の提出は8月

29日(月)17時が締切でした｡ 

同日 17時 30分から第2回選挙管理委員会を開催し､立候補者

全員を代議員に当選としました｡ 

補欠選挙支部 欠員数 立候補者数 
当選者 

(立候補者) 

中新川支部 1名 1 名 高木 忠彦 

射水支部 1名 1 名 村田 昌俊 

◆ 高岡支部 女性委員会

インテリアデザインセミナー 開催のご案内 

日時:平成 28年 10 月 12 日(水)18:30～20:30(受付 18:15～) 

集合･見学場所:COMMA,COFFEE STAND(コンマ コーヒースタン

ド)高岡市小馬出町 48 

※集合場所から現場見学の後､講演会場に移動します｡講演

会場に直接来られる場合は 19時までにお集まり下さい｡ 

講演会場:大菅商店 (高岡市大手町 12-4) 

講師:大菅 洋介 氏(スタジオオオスガ代表 住宅や店舗の設

計･施工･リノベーション)  

演題:つくらない｡を､つくること｡ 

内容:高岡を拠点に､東京､名古屋などで住宅や店舗の設計･施

工･リノベーションを手がけ､古いものにも価値を見い出し､

できるだけ廃棄物を出さない設計を大切にしている｡改修･

リノベーションなどを通し､高岡のまちの再価値化やまちな

か活性化の活動について伺います｡講演会の前に､進行中の

現場見学を行います｡ 

建築 CPD:2 単位(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 無料     会員外 1,000 円    学生 無料  

駐車場:なし(近隣の有料駐車場をご利用下さい) 

申込先･申込期限:平成 28年 10月 7日までメール又はファッ

クスで下記まで氏名､会員or一般or学生､所属(支部､勤務先､

学校名等)､連絡先をご連絡下さい｡ 

建築士会高岡支部事務局(モノ・スペース・デザイン内) 

TEL:0766-27-8787  FAX:0766-27-8788     

Email:takaoka-shibu@toyama-kenchikushikai.or.jp 

問合先:高岡支部女性委員会 宮西慶子 TEL:090-8268-7261 

◆ 高岡ブロック

『ひみ里山杉の伐採と製材』見学会のご案内 

日時:平成 28年 11 月 5日(土)9:00～12:00(受付 8:30～) 

会場:氷見市内の山林及び岸田木材株式会社 

内容:高岡ブロックでは富山県産材である｢ひみ里山杉｣を､高

性能林業機械を使って伐採する現場､及び製材･乾燥工程な

どを見学する見学会を開催します｡ 

富山県産材をより多くの方に知っていただきたく､皆様の参

加をお待ちしております｡ 

講師:富山県西部森林組合氷見支所 林 美樹氏 

岸田木材株式会社         岸田 毅氏 

集合場所:岸田木材株式会社 

(氷見市万尾前 247 1  TEL:0766-91-0093) 

建築 CPD:申請予定 

定員:20 名(どなたでも参加できます｡) 

参加費:無料(雨天決行のため､ヘルメット･長靴･雨具をご持

参ください) 

申込先･申込期限:高岡支部事務局(モノ・スペース・デザイン

内)TEL:0766-27-8787  FAX:0766-27-8788 

e-mail:takaoka-shibu@toyama-kenchikushikai.or.jp 

※氏名･支部名･連絡先､会員外の方は所属等明記の上､お申

込みください 

参加申し込み締め切り 11月 1日(火) 

企画情報とやま 2016 年 10 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 242 号 E-mail info@toyama-kenchikushikai.or.jp

-1-



ホットラインNo.242 

◆ 新川支部 

「にゅうぜん商工フェア～まつりんぴっく

2016」開催のご案内 

日時:平成 28年 10 月 8日(土)9:30～15:30 

会場:入善まちなか交流施設 うるおい館 

内容:入善町の旬な味覚や地場産品などの特産品販売､町内企

業を中心としたオリジナル技術や製品･サービスなどを一同

に体験できるイベントに出展します｡新川支部では｢住宅耐

震相談会｣を行います｡是非､会場にお越しください｡ 

参加者:どなたでも参加できます｡ 

参加費:無料 

問合先:南保(TEL:0765-72-0351) 

新川支部視察研修 

新川支部では、長野方面へ 2日間の日程で研修会を予定して

います。どなたでも参加できますので、皆様のご参加をお待

ちしています。 

日時:平成 28年 10 月 18 日(火)～10 月 19 日(水) 

内容:長野県上田市方面 

･ウッドテック社(木製サッシ他製造)視察研修 

･海野宿(江戸･明治の建物が調和し歴史息づく街並み)視察 

･渋温泉｢金具屋｣木造 4階建歴史の宿にて宿泊･研修 

･小布施｢岩松院｣北斎の大作天井絵(大鳳凰図)と街並み視察 

行程:【1日目】8時 00魚津出発～ウッドテック社(木製サッ

シ他製造)～海野宿～渋温泉(宿泊) 

【2日目】渋温泉～小布施｢岩松院｣～善光寺門前町(ガイ

ド案内)～名立谷浜 SA(休息)～18時過ぎに魚津着 

定員:先着順 20名(申込み多数の場合､先着順となります｡) 

参加費:会員 30,000 円､一般 45,000 円 (昼食･宿泊費含む) 

申込:長谷川達三  090-3768-5102(電話にて受付します)     

申込み期限:10 月 7日(金) 

その他:申込者には､後日､見学会の詳細な案内書を送付いた

します｡ 

問合せ先:新川支部研修部会  長谷川達三  090-3768-5102 

建築技術研修会開催のご案内 

日時:平成 28年 10 月 27 日(木)14:00～15:30 

会場:入善まちなか交流施設うるおい館 イベントホール(3) 

入善町入膳 5232-5  TEL:(0765)72-0123 

講師:富山県新川土木センター 建築課 松島 基氏 

内容:｢建築基準法に関する留意点｣ 

･最近の法令改正について(様式改正含む) 

･既存不適格の取り扱いについて 

･全体計画認定手続きについて その他 

※事前に質疑事項を受付けます(下記申込み先まで送信)｡ 

建築 CPD:2 単位 

定員:先着順 40名(どなたでも参加できます｡) 

参加費:建築士会会員:無料  一般:500 円 

申込先･申込期限:10 月 24日までメール又はファックスで下

記まで 

一級建築士事務所スタジオプラカ

(E-mail:k-iida@ma.mrr.jp  FAX:0765-72-1974) 

問合先:新川支部 担当:飯田(TEL:0765-72-1971) 

｢桜井中学校等｣建設現場見学研修会のご案内 

日時:平成 28年 10 月 28 日(金)8:10～17:00 

コース:黒部地域建築会館→民間企業建設現場見学→桜井中

学校建設現場見学→さざなみ温泉 漁師料理網もと(昼食)→

境関所(関の館)→護国寺(庭園見学)→全龍寺(天井画観

覧)→善巧寺(天井画観覧)→黒部地域建築会館 

定員:先着順 25名(どなたでも参加できます｡) 

参加費:会員 5,000 円  会員外 7,000 円 (昼食代含む) 

申込期限･申込先:平成 28年 10月 11日まで下記まで 

新川支部黒部地区事務局(TEL:0765-52-4510) 

問合先:新川支部黒部地区事務局(TEL:0765-52-4510) 

詳細:申込者には､後日､詳細な案内書を送付します｡ 

◆ 日本建築学会北陸支部富山支所 

｢とやまたてもの探偵団｣開催のご案内 

日時:平成 28年 10 月 29 日(土)10:00～17:00 

内容:高志の国文学館､富山市角川介護予防センター､TOYAMA

きらりの 3施設を見学し､参加者の年齢等に応じた説明によ

り幅広い層に分かり易く紹介しながら､地方都市の文化施設

のあり方を参加者全員で考えることを企画しました｡(集合

場所は参加申込者に別途連絡します｡また､施設間はバスで

移動します｡) 

定員:30 名程度(どなたでも参加できます｡子供同伴も歓迎し

ます｡) 

参加費:700 円(弁当･お茶代を含む) 

申込･問合先:日本建築学会北陸支部富山支所 

(富山県建築士事務所協会内)Email:info@toyamajk.org   

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

申込期限:平成 28年 10 月 21 日(金) 

◆ 日本建築家協会北陸支部富山地域会

JIA 2016 年度 技術セミナー開催のご案内 

日時:平成 28年 11 月 12 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:山梨 知彦 氏 (日建設計) 

演題:｢近作を通して考えたことｰ BIM でデザインするｰ ｣ 

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､上記までメールで申し込み 
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