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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 11月から平成29年 3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

ムページ又は同封の案内チラシをご覧下さい。(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 

平成 28年 11月 11日(金) サンシップとやま 704 30 

平成 28年 12月 15日(木) サンシップとやま 704 30 

平成 29年 1月 13 日(金) サンシップとやま 704 30 

平成 29年 2月 21 日(火) サンシップとやま 701 45 

平成 29年 3月16日(木) サンシップとやま 701 45 

◆ プロフェッション委員会 

「茶室技術講習会その 5（基本編 2）」講習会開
催のご案内 

日時:平成 28年 11 月 26 日(土)18:30～20:30 

会場:サンシップとやま(富山県総合福祉会館)703 号室  

富山市安住町 5-21 

講師:鎌田 茂氏(鎌田工務所代表) 

内容:茶室は茶事を行うのに必要な要素をとりいれて､他の建

築とちがって特に工夫された茶道専用の道場です｡席入り―

懐石(かいせき)―初炭(しょずみ)―中立(なかだち)―後座

(ござ)入り―濃茶―薄茶―退出などの順序によって行うこ

とも一例で､こうした茶事に必要な茶席､諸種の茶器､茶器を

洗浄する設備の水屋､懐石料理を整える厨房設備の勝手(か

って)などを総合したものを茶室と称します｡ 

今回は､耳慣れない言葉の意味から基本となる平面計画まで

初心に立ち返り勉強したいと考えています｡ 

定員:先着順 25名(どなたでも参加できます｡) 

参加費:士会員は 500 円､会員外は 1,000 円､学生 200円(いず

れも資料代を含む) 

建築 CPD:2 単位の予定(CPD カードをお持ち下さい) 

申込先･申込期限:平成28年 11月 20日までメール又はファッ

クスで下記まで 

 (E-mail:kami@k-kentiku.jp  FAX:050-3737-5472) 

問合先:プロフェッション委員会 担当:木村

TEL(090-5179-5665)

「「規矩術」世界への、おさそい」講習会開催の
ご案内 

日時:平成 28年 12 月 16 日(金)18:00～19:00 

会場:建築設計会館 3階会議室 

講師:内記志朗(歴史的建造物修復士) 

内容:飛鳥時代の仏教伝来､仏像の覆屋建設の規矩術は､中国 4

千年の歴史があります｡規矩術は設計者｢大工棟梁｣の必修技

が､明治期の近代建築により､現在は堂宮大工棟梁の世界に

なりました｡縦6尺､横9尺の板図､｢二軒 指椽･扇椽 規矩図､

規矩型板｣展示､規矩術の歴史｢古代規矩術･近世規矩術･現代

規矩術｣と､多数の規矩術関連資料と共に､話していきます｡ 

定員:先着順 30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 12月 12日までメール又はファッ

クスで下記まで 

 (E-mail:kami@k-kentiku.jp  FAX:050-3737-5472) 

問合先:プロフェッション委員会 担当:上梅澤

TEL(070-5636-8880) 

◆ 女性委員会 

「女性委員会 仕事報告会」のご案内 
日時:平成28年11月26日(土)14:00～16:00(受付開始13:45) 

会場:なやかふぇ(南砺市野口 24)  

講師:鵜野 田鶴子さん､河島 亜己さん 

内容:今回は､農家で実際使われていた納屋をリフォームし､

カフェとなった会場での報告会です｡報告者は､鵜野さん･･･

｢東日本大震災復興公営住宅整備･熊本震災応急危険度判定

について｣を､河島さん･･･｢建具製作･調整について｣をテー

マに経験されたお話を伺います｡ 

建築 CPD:2 単位(CPD カードをお持ち下さい) 

定員:先着順 15名程度(どなたでも参加できます) 

参加費:新入会員:無料､会員･学生 500 円､会員外 1,000 円(飲

食代含む) 

申込先･申込期限:ファックス又はメールにて平成 28年 11 月

19日までお願いします｡ 

FAX(建築士会事務局):076-482-4448 

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

お申込みの際は､参加者氏名･支部名･連絡先を明記してくだ

さい｡ 

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｡

◆ 富山支部 

｢輪島のまち建築見学会｣開催のご案内 
日時:平成28年 11月12日(土)8:30～18:30(8:15までに集合) 

集合場所:JR 富山駅北(車で来られる方は最寄りの駐車場をご

利用下さい｡)  

見学場所:石川県輪島市周辺(日本三大朝市と呼ばれる｢輪島

朝市｣や､能登半島の祭り文化を体感できる｢輪島キリコ会

館｣､輪島塗と塗師文化を感じることができる｢輪島屋塗仁 

塗師の家｣｢輪島塗会館｣など､NHK連続テレビ小説｢まれ｣の舞

台でもあった輪島市を巡ります｡) 

建築 CPD:2 単位(CPD カードをお持ち下さい｡) 

定員:先着順 27名(どなたでも参加できます｡) 
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参加費:会員 4,000 円､会員外 6,000 円(バス代込､昼食代別) 

昼食会場は海亭 のと吉予定 凡そ2,000円～2,500円程度に

なります｡ 

申込先:メール又はファックスで下記まで 

(E-mail:komi@fukumi-aa.co.jp  FAX:076-432-7869) 

申込期限:平成28年 11月 4日(金)まで(定員になり次第締切) 

問合先:富山支部 担当:小見直輝 

(携帯:080-6363-1945   電話:076-432-7855) 

◆ 高岡支部

「空き家活用のための限界耐力計算法研修」講
習会開催のご案内 

日時: 

第1回 平成28年12月3日(土)13:30～16:45(受付13:00～) 

構造設計および限界耐力計算の基礎:許容応力度計算から

振動論まで一連の流れを学習 

第2回 平成29年1月21日(土)13:30～16:45(受付13:00～) 

平屋建て木造建物の限界耐力計算:限界耐力計算の基本を

マスターするため平屋で計算 

第3回 平成29年2月25日(土)13:30～16:45(受付13:00～) 

限界耐力計算の応用と拡張:木質ラーメン､ダンパーなどの

使用方法を検討 

第 4回 平成 29年 3月 4日(土)13:30～16:45(受付 13:00～) 

2 階建て木造建物の限界耐力計算:2階建て建物の限界耐力

計算を実施 

会場:南陽デザインスタジオ 

(高岡市能町 750  TEL0766-25-7700) 

講師:清水 秀丸氏 

(椙山女学園大学 生活科学部 生活環境デザイン学科 講師) 

内容:町家型の空き家を活用するにあたり､耐震化のための構

造計算手法として､一般的な壁量計算による場合と､建物が

大きな変形した限界状態付近までの耐力を計算する限界耐

力計算による場合や許容応力度計算によって門型フレーム

を追加する方法などが考えられる｡ 

間口が狭く､奥行きが長い町家は間口方向の壁が少ないので､

壁量計算による耐震化では町家の特徴である狭い間口が耐

力壁によって塞がれてしまい､本来の使い勝手が変わってし

まう可能性が高いことが考えられる｡そこで､町家の良さで

ある開放的な空間をできる限り維持しながら耐震化を図る

ための方法としての限界耐力計算法や許容応力度計算など

を学び､最小限の耐力壁やその他の耐震化の部材を設けるこ

とで耐震化を図る術を学ぶことで､町家の良さを残しながら

改修する設計手法を身につけ､空き家の利活用につなげるス

キルを身につける｡ 

建築 CPD:3 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｡)  

エクセルがインストールされたノートパソコンを持参して

ください｡貸出はしません｡ 

主催:高岡市空家活用推進協議会  

主管:(公社)富山県建築士会高岡支部 

参加費:1,000 円/回×4回=4,000 円  初回に現金で全額徴収

します｡(特定回だけの受講でも同額とします｡) 

申込先･申込期限:11 月 30日までメール又はファックスで氏

名･所属･連絡先を明記して下記高岡支部事務局まで 

(E-mail:takaoka-shibu@toyama-kenchikushikai.or.jp  

FAX:0766-27-8788 モノスペース・デザイン内) 

問合先:高岡支部 担当:林(TEL:0766-54-5562) 

◆ 富山県

「景観づくりフォーラム 2016」の開催について 
富山県では､地域の特性を生かした優れた景観づくりを推

進し､美しい県土を形成するため､富山県景観条例に基づき､

景観づくりに関する施策に取り組んでいます｡ 

景観づくりを推進する上で､県民･事業者の皆さんの積極的

かつ主体的な取り組みが重要であることから､県では､魅力あ

ふれる景観づくりの取り組みを奨励し､景観に対する関心が

一層高まるよう下記のとおりフォーラムを開催します｡多く

のご参加をお待ちしております｡ 

日時:平成 28年 11 月 24 日(木)14:00～16:00 

会場:タワー111 スカイホール(富山市牛島新町 5-5) 

内容: 

14:00～ 第一部 表彰式 

｢うるおい環境とやま賞｣・｢景観広告とやま賞｣ 

15:00～ 第二部 講演会 

｢景観まちづくりのすすめ｣(予定) 

講師 中井 検裕 氏(東京工業大学環境･社会理工学院教授) 

参加費:無料 

申込方法:住所､氏名(フリガナ)､電話番号を明記の上､郵便､

FAX 又は eメールでお申し込み下さい｡ 

申込･問い合わせ先:〒930-8501(住所記載不要) 

富山県土木部建築住宅課景観係 

TEL:076-444-9661    FAX:076-444-4423 

E-mail:akenchikujutaku@pref.toyama.lg.jp 

被災宅地危険度判定士講習会のご案内 
県では地震等により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場

合に､二次災害防止を目的とする被災宅地危険度判定を実施

するため､被災宅地危険度判定士の認定登録を行っていると

ころです｡この認定登録の前提となる平成 28年度の講習会を

下記のとおり開催しますので､積極的なご参加をお願いいた

します｡ 

日時:平成 28年 12 月 15 日(木)14:00～16:45 

会場:富山県民会館 6階 611 号室(富山市新総曲輪 4番 18号) 

内容:(1)被災宅地危険度判定制度及び認定登録について 

(2)被災宅地危険度判定技術及び被災宅地危険度判定活動の

実態について 

定員:80 名(定員になり次第､締め切らせていただきます｡) 

その他: 

＊登録には要件があります｡詳細はお問い合わせ下さい｡(一

級建築士であれば登録できます｡) 

＊登録された判定士の方には､災害時に判定活動への参加を

要請することがあります｡ 

＊申込みされた方に対して､受講券の発行等は致しませんの

で､あらかじめご了承下さい｡ 

＊平成28年度に登録有効期限が切れる方及び平成23年度以

前に認定登録を受け交付日から 5年経過し更新されていな

い方も講習会を受講しなければ更新及び登録を受けること

ができません｡ 

申込先:氏名､会社名､連絡先を明記の上､郵便又はファックス

で下記まで 

 (〒930-8501(住所記載不要) 富山県土木部建築住宅課住み

よいまちづくり班  FAX:076-444-4423) 

問合先:富山県土木部建築住宅課住みよいまちづくり班  

担当:飯塚(TEL:076-444-3359) 
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