
平成 28 年 11 月吉日

富山県建築士会 会員・賛助会員 各位

公益社団法人 富山県建築士会 

会 長  中 野 健 司 

「２０１７年 建築富山 新年交流会」 開催のご案内

拝啓  時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 さて、来春も恒例の建築関連団体による合同「新年交流会」を、富山県知事 石井隆一 様を

はじめとするご来賓をご招待して開催することといたしました。 

 2017 年の初春を迎え、各団体の会員及び賛助会員の皆様が一堂に集い、「建築界の躍進」をモットー

に大いに交流し、新しい年への活力源としたいと思います。 

 皆様には、お忙しいことと存じますが、是非ともご参加いただきますようお願い申し上げます。 

記

１ 日  時  平成 29 年 1月 27 日（金） 18 時 00 分～20 時 00 分

２ 会  場  富山電気ビルディング ５階大ホール
        富山市桜橋通り 3番 1号   電話 076－432－4111 

３ 会  費  お 1 人 5,000 円  

４ 申込締切  平成 28 年 12 月 22 日（木） 

５ 申込方法  同封の専用払込用紙による振込にて、申込みの受付とさせていただきます。 

 新年交流会当日、勤務先別の参加者名簿を配布致しますので、「通信欄」に、 

 ご出席者の勤務先名と氏名を必ずご記入ください。名簿の原稿となります。 

 複数でご出席の場合は、各々の氏名を名簿記載希望の順にご記入願います。 

 払込手数料は払込人にてご負担願います。 

 また、専用の払込用紙が無い場合は、郵便局備え付けの振込用紙を使用し、 

 裏面の記載要領に従い記入して下さい。 

 なお、申込期限は厳守願います。期限以後の申込の場合は、参加者名簿に 

 記載できないこととなりますのでご注意願います。 

６ 申込み先  公益社団法人 富山県建築士会

 富山市安住町 7-1 電話：076-482-4446  FAX：076-482-4448 

７ そ の 他 複数の団体に所属されている方は、各会から同様の案内が届きますが、いずれか

一つの払込用紙でお申し込みください。 

当日、マイカーでのご来場は自粛願います。

８ 問合せ先  公益社団法人 富山県建築士会   電話 076-482-4446 

建築富山 新年交流会参加団体 

□（公社）富山県建築士会 

□（一社）富山県建築士事務所協会 

□（公社）日本建築家協会 北陸支部 富山地域会 

□（一社）日本建築学会 北陸支部 富山支所 

□（一社）日本建築構造技術者協会中部支部北陸部会富山会

□ 富山県建築設計監理協同組合 

□ 富山県設備設計事務所協会 

□ とやま住まいとまちづくり推進懇話会 
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新年交流会の当日に、参加者名簿をお配りします。

払込取扱票にご記入いただいた内容が名簿の原稿になりますので、記載例にならって、

明記くださいますよう、お願いします。

参加者名簿イメージ

㈱安住町建設 富山市安住町 7-1 076-123-4567 
立山 一郎

富山 次郎

越中 三郎

磯野工務店 氷見市波野側 555-555 0766-34-5678 
磯野佐々江

 日本建築学会富山支所 富山市安住町 7-1 076-432-1234 
建築 太郎

払込取扱票の記載例

5000 円 ×参加人数

参加者全員の氏名

勤務先の所在地・電話番号

ふりがな
．．．．

を必ず記入

※ 勤務先のない場合は所属団体を記入

会 社 名 氏名・所在地・電話

〈勤務先のない場合の掲載例〉

…

…
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ホットラインNo.244 

◆ 事務局 

｢杭基礎の正しい設計･施工｣講習会の案内につ

いて (DVD 講習) 

杭データ偽装問題に関して､第1弾として設計者向け講習会

を行ないましたが､今回､第 2 弾として主に施工者向け講習会

をつぎのとおり開催します｡ 

日時:平成 29年 2月 15日(水)13:25～16:50 

会場:富山県民会館 304号室(富山市新総曲輪 4-18) 

講師:DVD 講習 

(パイルフォーラム(株) 加倉井正昭氏 他 5名) 

定員:先着順 100名(どなたでも受講できます｡) 

参加費:会員   3,200 円 

     会員外 5,200 円(DVD 用テキスト代を含む) 

申込等詳細:近日中に本会ホームページに掲載します｡また､

来月号の会誌に案内チラシを同封します｡ 

問合先:建築士会事務局 担当:佐藤(TEL:076-482-4446) 

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(DVD 講習) 

平成28年 12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または

本会ホームページをご覧下さい。 

【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 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 

建築士定期講習の案内について 

会  場 

コード
開 催 日 会  場 定員 

3B-05 2 月 2日(木) 新川文化ホール 60 

3B-06 3 月 13日(月) テクノホール 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

平成 28 年度 専攻建築士 

新規登録及び更新申請について

受付期間:平成 29年 1月 4日(水)～2月 28日(火) 

申請条件:新規登録の方 CPD 単位 12単位以上 

登録更新の方 CPD 単位 60単位以上(過去 5年間） 

※専攻建築士の有効期限は 5年間です。 

（今年度更新対象の方には別途ご案内差し上げます。） 

申請方法:更新申請は、一昨年度から認定要件が一部改正され

実務審査が省略された他、書類申請に加え WEB 申請も可能と

なり、申請料も格安となっています。(新規は書類申請のみ)

なお、専攻建築士の登録期限が切れている方も更新が可能で

す。詳細は日本建築士会連合会ホームページをご覧ください。 

申請手数料:17,280 円(新規) 

12,960 円(窓口での更新)  9,720 円（WEB での更新） 

◆ プロフェッション委員会 

「「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) 

◆ 住宅研究会

第 7回勉強会｢住宅を対象とした地盤調査･解析

講習会｣のご案内 

日時:平成 29年 1月 24日(火)13:15～15:15 

会場:富山県総合情報センター2階 第 8会議室 

(富山市高田 527) 

講師:古澤 圭 氏 

企画情報とやま 2016 年 12 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 244 号 E-mail info@toyama-kenchikushikai.or.jp
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ホットラインNo.244 

(住宅地盤調査専門会社 株式会社アースレイズ代表取締役) 

内容:瑕疵担保責任保険が義務化され､住宅着工時の地盤調査

が､ほぼ必須項目となった結果､住宅の改良工事比率は飛躍

的に上がりました｡そして､地盤調査を改良工事会社がおこ

なうことによる､改良工事比率の上昇につながりました｡現

在､当たり前のように地盤改良工事が行われている中､建築

士として正しい知識を持って､建築主の大切な土地･建物を

守ることが求められます｡ 

今回のセミナーは､昨年行なった｢小規模建築物を対象とし

た地盤基礎講習会｣とは異なり､住宅地盤についての最新情

報を勉強するために､全国的に調査･解析を専門としている

技術者を招き､地盤調査､解析手法､地盤保証､住宅地盤業界

といった見識にあふれたお話を聞く機会となります｡ 

住宅に興味のある方は誰でも参加できますのでぜひ参加く

ださい｡ 

定員:先着順 20名(どなたでも参加できます｡) 

参加費:テキスト込み   会員:3,000 円     一般:4,000 円  

テキスト持参   会員:1,000 円     一般:2,000 円 

※テキスト:建築技術者のためのガイドブック｢小規模建築

物を対象とした地盤･基礎｣(一社)日本建築学会編 

申込先･申込期限:平成 29年 1月 17 日(火)までメール又はフ

ァックスで下記まで 

(E-mail:info@migaki.net    FAX:076-461-7782) 

問合先:住宅研究会 担当:前田(株式会社ミガキ) 

(TEL:076-461-7781) 

◆ 高岡支部 

平成 28 年度高岡支部意見交換会のご案内 

日時:12 月 21 日(水) 午後 6時 15 分～午後 6時 45分 

会場:南陽デザインスタジオ高岡 会議室 

内容:来年度の活動について､今後の支部活動について､会員

同士での意見交換を行います｡ぜひお気軽にご参加下さい｡

意見交換会後は､引き続き意見交換や交流を深めて頂く懇親

会を設定しております｡又､当日ご参加頂けない場合は､ご意

見ご要望を支部事務局までお寄せ頂けると嬉しいです｡ 

定員:先着順 20名 (どなたでも参加できます｡)  

参加費:｢意見交換会｣ 無料 

懇親会会場:一文銭(高岡市北島1551)  

懇親会費:5,000円 

申込先･申込期限:申込み締切り 12月 10 日(土) 

メール又はファックスで下記､支部事務局まで 

※氏名､連絡先､参加希望部分(意見交換会,懇親会)をご連絡

下さい｡懇親会の直前のキャンセルは､キャンセル料を頂き

ます｡キャンセルの場合は必ず事務局までご連絡下さい｡ 

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 

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

◆ 日本建築家協会北陸支部とやま地域会 

｢会員作品発表会 2016｣建物見学と講演会開催

のご案内 

日時:平成 28年 12 月 10 日(土)13:30～18:20 

会場:集合場所･見学地 1:アームストロング青葉幼稚園(富山

市総曲輪 4-4-1)､ 

見学地 2:一番町スクエア(富山市一番町 1-1)､ 

見学地 3･講演会場:森記念秋水美術館(講演会は､1 階研修室

で開催(富山市千石町 1-3-6)) 

※見学地 1,2 は駐車場がありません｡見学地 3 も長時間駐車

はご遠慮下さい｡ 

講師:青山善嗣 氏(青山建築･計画事務所代表)､浜潟幸生 氏

(押田建築設計事務所 第二設計室室長)､稲葉実 氏(三四五

建築研究所主宰) 

内容:｢地域会会員の作品を現地見学と講演会で学ぶ｣ 

(街中を徒歩で移動､雨具準備下さい｡) 

建築CPD:4単位申請予定(申込時にCPD番号をご記入下さい｡) 

定員:先着順 40名(どなたでも参加できます｡) 

定員に達した場合は御連絡します｡ 

参加費:会員･一般共 1,000 円 (講演会終了後忘年会を秋水美

術館 [和caf  SHUSUI]で開催予定､会費5､000円(会員限定)) 

申込先･申込期限:平成 28 年 12 月 7 日までにメール又はファ

ックスで下記まで 

(E-mail:yago@miyoi.co.jp  FAX:076-432-1793) 

JIA 北陸支部富山地域会 HP案内から申込み下さい｡ 

問合先:JIA 北陸支部とやま地域会 担当:三四五建築研究所 

矢後(TEL:076-433-0345) 

◆ 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        ※講習時間13:00～17:30

区分 開 催 日 会  場 定員 

施工 

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 
H29 

1月31日(火) 

テクノホール 

(富山市友杉1682) 
100名 

※申込みは、本会ホームページをご覧ください。 

中洋生 水彩画展のご案内 

期間:平成 29年 1月 4日～1月 31日 

会場:県教育文化会館内 1階ルーエ (富山市舟橋北町7-1) 

内容:県内外の風景､景観､建築物の水彩画  約 30 点展示 

問合せ先:中洋生(℡ 076-421-8635) 
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