
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。２０１７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早５年目の節目を迎え着実な歩みを進めています。これもひと

えに会員・賛助会員各位のご指導とご協力の賜物と深く感謝している次第です。

 さて、日本がかつて経験したことのない長期人口減少社会に突入したとの報道が昨年ありま

した。また、国土交通省ではエネルギー消費の効率化を図るため、「建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律」を制定し、本年４月１日より 2,000 ㎡以上の非住宅建築物の基準適合

化や 300 ㎡以上の建築物の届出の義務化が施行されます。

 本会としては、住まいの質の向上・低炭素・省エネ社会の構築という社会の要請や県産木材

活用の動向など時代が必要とする技術の研鑽を行うとともに、地震や気候変動にともなう自然

災害の多発に備える地域防災対策や人口減少・高齢化・過疎化等に起因する空き家・まちづく

り対策等の今後の課題を見据え、より一層地域課題の解決に取り組みたいと考えています。

 現在、建築とまちづくりを取り巻く多くの地域課題に対する本会の取組みは、地域のものづ

くり文化・建築文化を守り育てる上で重要であり、建築関係団体との協働・連携が求められま

す。建築各界各層に拡がる会員相互の絆を強め、建築士や建築技術者・職人の社会的地位の向

上を図り、若者が夢を持って建築界に参入してくれることを願っています。

 また、現在は建築業界においてもＩＴ化やＡＩ化が急速に進展・普及すると共に、建築基準

法や建築士法を始めとした各種法令も複雑・多様になってきており、私達建築士としても不断

の注視が重要となっています。ネット社会と言われる現代は、必要な情報の取得が迅速容易に

なった反面、情報が多すぎてかえって分かりにくい時代とも言えます。

 私たち建築士の担う社会的に重要な使命は、地域社会の健全な発展と国民が願う安全・安心

で豊かな暮らしを育む社会を提供することであると共に、その担い手である優れた建築士や技

術者を育て、地域社会で活躍してもらうことと認識しています。

 本年も引き続き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。皆様には温かいご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。

 終わりに、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.245 

◆ 事務局 
｢杭基礎の正しい設計･施工｣講習会の案内 

杭データ偽装問題に関して､今回､第 2 弾として主に施工者

向けの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) 

申込等詳細は同封の案内チラシ又は本会ホームページをご覧

ください｡ 

「監理技術者講習」の案内について(DVD 講習) 
開 催 日 会 場 定員 

1月 13 日(金) サンシップとやま 704 30 

2 月 21 日(火) サンシップとやま 701 45 

3 月 16日(木) サンシップとやま 701 45 

※申込み等詳細は、本会ホームページをご覧ください。

建築士定期講習の案内について 
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 

※申込み等詳細は、本会ホームページをご覧ください。

◆ 研修委員会
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） 

※今年度更新対象者には別途ご案内。(有効期限は 5年間） 

申請方法:更新申請は、実務審査が省略された他、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） 

平成 28 年度建築士免許交付式 
日時:平成 29年 2月 18日(土) 9:30～12:00(受付 9:00～)

会場:富山電気ビルディング 5階中ホール 

内容:交付式 9:30～10:30 

講演会 10:30～11:40(講師･演題未定) 

※講演会の聴講はどなたでも可能です。 

※12:30から電気ビル4階 8号室で青年委員会主催の新建築

士歓迎会(昼食及び意見交換会他)を予定しています。 

問合先:建築士会事務局  TEL 076-482-4446(白川) 

◆ 砺波支部 
「既存住宅現況検査(ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ)」講座の案内 

日時:平成 29年 1月 26日(木)18:00～21:00 

会場:砺波まなび交流館 2階視聴覚室 

(砺波市栄町 717 番地)TEL(0763)33-1115 

講師:中谷 元秋 氏 

(一級建築士事務所 ハウス・ソリューション研究所 代表) 

内容:最近､｢インスペクション｣という言葉をよく耳にするよ

うになりましたが､その意味や意義を正確に理解している人

は少ないのではないでしょうか? 

依頼者の目的により検査対象や手法は変わりますが､様々な

場面で利用されるようになってきています｡また､不動産売

買時においても宅建業法の改正により､消費者保護の観点か

ら活用促進へシフトし始めています｡ 

一回目は､既存住宅インスペクション・ガイドライン(国土交

通省)の解説と診断の進め方･診断事例など 

18:20～19:20 講習  休憩(10 分) 19:30～20:45 講習、質疑 

＊連続講座なので続けて受講されることをおすすめします｡

この機会に是非受講ください｡ 

二回目は､2 月予定｢見てわかる既存住宅インスペクション

の勘どころ｣など 

共催:(一社)富山県建築士事務所協会 福野支部 

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 40名(どなたでも参加できます｡) 

参加費:建築士会･事務所協会会員:無料    会員外 1,000 円 

申込先･申込期限:平成 29 年 1 月 20 日までメール又はファッ

クスで下記まで 

(E-mail:yamazaki@homare-jimusho.com FAX:0763-52-3368) 

問合先:建築士会 砺波支部･建築士事務所協会 福野支部  

担当:山崎(TEL:0763-52-2446  携帯:090-2127-4311) 

◆ 富山県木造住宅生産体制強化推進協議会
住宅省エネルギー設計技術講習会の案内 

開催日・開催場所        ※講習時間13:00～17:30

区分 開 催 日 会  場 定員 

設計 1月31日(火) テクノホール 100名 

※申込み等詳細は、本会ホームページをご覧ください。 

◆ 日本建築学会北陸支部富山支所 
建築サロン｢土蔵･民家のリノベーションから
里山くらしのデザインまで｣  

日時:平成 29年 1月 11日(水) 18:30～20:00 

会場:サンシップとやま 601 号室  富山市安住町 5-21 

講師:萩野紀一郎 氏(富山大学芸術文化学部准教授) 

参加費:無料(配布資料の関係で事前申し込みが必要です｡) 

CPD 単位:2 単位 

主催:建築学会北陸支部富山支所 

問合せ･申込先:(一社)富山県建築士事務所協会内(白山) 

TEL:076-442-1135  E-mail:toyama-aij@toyamajk.org 

◆ 一般財団法人富山県建築住宅センター 
｢建築基準の運用｣講習会開催のご案内 

日時:平成 29年 1月 26日(木)14:00～15:30 

会場:アイザック小杉文化ホールラポール研修室 1  

(射水市戸破 1500) 

主催:射水市建築士同好会 

共催:一般財団法人富山県建築住宅センター(TKJC) 

講師:一般財団法人富山県建築住宅センター職員 

内容:建築確認申請書作成の留意事項及び県内特定行政庁に

おける建築基準の運用について 

建築 CPD:2 単位(予定:CPD カードをお持ち下さい｡) 

定員: 90 名(先着順:配布資料の関係で事前申し込みが必要｡) 

参加費:建築士会会員･TKJC 情報ｻｰﾋﾞｽ会員社員:500 円 

上記以外の方:1,000 円 

申込先･申込期限:下記事項を記載して､平成29年 1月 18日ま

でメール又はファックスで 

 (E-mail:t-kumiai@guitar.ocn.ne.jp  FAX:076-432-9786) 

<申込記載事項> 

①聴講者氏名､②聴講券の送付先住所､③連絡先電話番号､④

勤務先名､⑤聴講区分(建築士会員､TKJC 会員社員､その他) 

問合先:富山県建築設計監理協同組合内 竹林

(TEL:076-432-9785) 

企画情報とやま 2017 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 245 号 E-mail info@toyama-kenchikushikai.or.jp
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インテリアデザインセミナー 『つくらない。を、つくること。』 

平成28年10月12日（水）高岡市内にある築110年 空
き家を改装した「大菅商店」にて『つくらない。を、つくること。』と
題してインテリアデザインセミナーを開催しました。参加者は42名
で、富山大学の学生さんが約半数を占め、会場は満員御礼と
なりました。 
講師は、「studiooosuga」(スタジオオオスガ)で 高岡を拠
点に、東京、名古屋などでも設計の仕事をされている大菅 洋
介氏。設計の仕事に携わりながら、現代の荒物屋「大菅商店」
を開店。地場の新たなプロダクトの提案や、県内外からの作り手
を紹介する企画店など 「暮らすコト、つかうモノが集まる場」となる
よう運営しているそうです。

まず、大菅氏がリノベーションを手掛けた COMMA, 
COFFEE STAND 坂下公民館  坂下公民館 棟は 45
度       建物の正面が決められることなく角地にある建
物の圧迫感を軽減が図られ、また屋根裏 は備蓄倉庫も設け
られていました。

その後高岡市中心部 改修中 現場 見学  大菅商店
へ移動し講演会となりました。一般的な改修工事では捨ててし
     材料  価値 見出  再利用       施主
様との価値観の共有が必要であるとの事でした。大菅氏が子供
の頃は、高岡の町に来るのが楽しみだったという、その頃のような
街にしていきたいと話しておられました。 

セミナー参加者の様子  
富山大学の学生さんが多数参加していただき、街づくりから設計・地場産業のリプロダクトまで幅広く活動されて
いる大菅氏に積極的に質問をされ、アットホームな講演会となりました。 

参加人数
42名

COMMA, COFFEE STAND 
残す材を大菅氏自ら、解体をしながら決めて
いき設計したカフェ。人がいない案内所から、
平日も人が集まる場となった。

坂下公民館 
既存改修の予定が、解体中、無筋基礎であ
る事が発覚 新築 変更     既存改修
の難しいところでもある。 

地場産業をリプロダクト 
菅笠生産 高岡（福岡地区）が全国の
90％以上を占めている。その技術を現代の生
活にマッチした小物づくりに応用。

今後の 活動 
Ｕ      大菅氏     気  高岡 良     発掘  新  形 エネルギーを吹き込み、人を呼び込む仕掛けをつくってお
られる。今 時代     見出  価値 気  活動 行          大菅氏 今後の活動が楽しみです。 

¦  高岡支部 女性委員会  ¦  宮西慶子  

-7-



平成２９年１月４日

公益社団法人 富山県建築士会

     正 会 員 各 位

公益社団法人 富山県建築士会

選 挙 管 理 委 員 会

委 員 長 今 村 彰 宏

公益社団法人富山県建築士会代議員選挙日程について

公益社団法人富山県建築士会定款(以下「定款」という。)第５条第２項に規程する現在の代議員の任

期は、平成 29 年３月までとなっています。このため、新たに平成 29・30 年度代議員を選出するため、

定款第５条第３項に基づきに代議員選挙を行います。

代議員選挙は「公益社団法事富山県建築士会代議員選挙管理規程」(以下「選挙管理規程」という。)
に基づき、次のとおり行いますのでお知らせいたします。

なお、今回選出される代議員の任期は平成 31 年３月までです。

記

１．代議員選挙告示日（立候補の届出日）

（１）告示日：平成 29 年３月９日（木）  受付時間：9 時～17 時

（２）立候補の届出は、代議員選挙立候補届に記入の上、告示日に公益社団法人富山県建築士会事務局

(富山市安住町 7 番 1 号富山県建築設計会館 2 階)までご提出下さい。なお郵送の場合は、封書に

より告示日の受付時間内に到着するよう配達日指定でお送り下さい。なお、立候補の書式は富山

県建築士会ホームページからダウンロードあるいは富山県建築士会事務局までご連絡下さい。

２．代議員選挙

選挙管理規程第17条に基づき、立候補者の数が選挙区毎の定数を超えた選挙区は選挙となります。

（１）選挙予定日：平成 29 年３月 28 日（火）

（２）詳細は選挙となる選挙区の正会員の皆様に、告示日から 7 日以内に、投票用紙と一緒にご案内い

たします。

３．選挙区の区割りと代議員定数

選挙区の区割りは選挙管理規程の別表に定められており、支部となります。

代議員定数は正会員 30 人に 1 名の割合となっており、選挙区毎の平成 28 年 12 月 1 日現在の正会

員数に基づいて算出し、次のとおりとなりました。

選挙区の区割り 代議員定数 選挙区の区割り 代議員定数

新川支部 9 名 射水支部 ４名

中新川支部 3 名 高岡支部 8 名

上新川支部 1 名 氷見支部 2 名

富山支部 15 名 砺波支部 9 名

婦負支部 4 名 合  計 55 名

☆ 代議員選挙広報 ☆

-8-


