
平成24年度 事 業 報 告 

会      勢 

 平成２４年３月３１日 平成２５年３月３１日 

正 会 員 数       ２，０２８名  １，９９１名

準 会 員 数       １８名  １７名

賛助会員数       １１５社  １１１社

入会者     ５８名 

退会者    ９６名 

会    議 
１．総会 

日 時   平成２４年５月２７日(日) 

   会 場   富山電気ビル 

□ 活動報告会   午後２時～ 

□ 通常総会    午後４時～ 

議事 (1) 平成２３年度 事業報告 

     (2) 平成２３年度 収支決算ならびに監査報告 

     (3) 監事選出の件 

     (4) 平成２４年度 活動指針(案)および事業計画(案) 

      (5) 特別会計の一般会計への繰入れの件 

     (6) 平成２４年度 収支予算(案) 

２．臨時総会 

日 時   平成２４年１１月１０日(土) 

   会 場   富山県総合福祉会館 サンシップ 

□ 臨時総会    午後２時～ 

議事 (1) 公益社団法人富山県建築士会定款の承認の件 

     (2) 公益社団法人富山県建築士会定款細則の承認の件 

     (3) 公益社団法人富山県建築士会役員報酬及び費用に関する規程の承認の件 

     (4) 会館建設積立貯金等を基本財産へ振替える件     

□ 建築文化講演会 午後４時～ シンポジウム「建築文化の継承と創造」 

３．役員会 

(1) 正副会長会議 

(2) 理事会 

(3) 評議員会 

(4) 常任理事会 

(5) 顧問・参与会 

(6) 監査会 

4/9･4/18･5/23･6/14･7/12･8/22･9/10･10/11･11/5･12/3･1/9･2/6･2/28 

4/23･10/24･3/26 

4/27･10/26･3/29 

7/10･9/6･10/24･3/26 

12/3 

4/18 

13回

3回

3回

4回

1回

1回



４．委員会・部会 

(1) 総務部会 

(2) 広報部会 

(3) まちづくり部会 

(4) 研修部会 

(5) ＣＰＤ推進委員会 

(6) 専攻建築士制度推進委員会 

(7) 青年部会 

(8) 女性部会 

(9) 壮年部会 

(10) 専攻建築士審査評議会 

(11) ＣＰＤプログラム評議会 

(12) 新法人運営検討特別委員会 

(13) 選挙管理委員会 

3回 

15回 

5回 

6回 

メール会議12回 

1回 

10回 

15回 

6回 

1回 

12回 

9回 

2回 

５．東海・北陸建築士会ブロック会 

６月２９日(金) 

７月１１日(水) 

９月１３日(木)～１４日(金) 

１２月１３日(木) 

平成２５年２月１５日(金) 

第1回会議 (名古屋市) 

第1回士会長会議(名古屋市) 

第2回会議 (伊勢市) 

第3回会議・第1回事務局長合同会議(名古屋市) 

第4回会議 (犬山市) 

６．建築士会連合会 

６月８日(金) 

   〃 

１０月１８日(木) 

１０月１９日(金) 

平成２５年２月１３日(水) 

平成２５年３月９日(土) 

第459回定例理事会・士会長合同会議 (東京) 

平成24年度通常総会 (東京) 

第3回定例理事会・士会長合同会議(茨城) 

第55回建築士会全国大会記念式典(茨城) 

全国建築士会事務局職員会議(東京) 

全国青年委員長会議(東京) 

７．建築士会東海・北陸ブロック会青年建築士協議会 

 ６月１２日(土)  

１０月 ６日(土) 

平成２５年２月１６日(土) 

青年建築士協議会第1回定例会議(名古屋) 

青年建築士協議会第2回定例会議(名古屋) 

青年建築士協議会犬山大会(犬山市) 

８．建築士会東海・北陸ブロック会女性建築士協議会 

平成２４年６月２３日(土) 

平成２５年２月１６日(土) 

女性建築士協議会定例会議 (前期福井会議) (福井) 

女性建築士協議会定例会議(後期犬山大会) (犬山市) 



事    業 
１．建築行政協力事業 

(１)  建築士試験受付 

二  級 木  造 一  級 

学 科 製 図 学 科 製 図 学 科 製 図 

H24受付数 ２０７ ２３ ４ ０ １０５ ４ 

H23受付数 １９７ ２７ １０ ０ １１２ ７ 

(２) 試 験 

二  級 木  造 一  級 

学 科 製 図 学 科 製 図 学 科 製 図 

試 験 月 日 7月1日(日) 9月9日(日) 7月22日(日) 10月14日(日) 7月22日(日) 10月14日(日) 

H24受験者数 ２５７ １６２ ６ ２ ２１４ ８２ 

H23受験者数 ２６３ １５６ ６ ３ ２２７ ８６ 

試 験 会 場 富山県立大学 富山県立大学 富山大学 

(７４名合格）      (１名合格） (３４名合格） 

(３) 違反建築物防止週間一斉公開パトロール協力 

  日 時   １０月１１日(木) 午前１０時より 

２．二級・木造建築士の登録・閲覧の事務等

(１) 免許申請・登録 

手続種別 
件数 

手続種別 
件数 

二級 木造 二級 木造 

新規登録 70 1 携帯免許変更 9 0 

事項変更 13 0 住所変更届 24 0 

再交付 9 0 登録抹消 11 0 

(２) 懲戒処分情報 

手続種別 
件数 

手続種別 
件数 

二級 木造 二級 木造 

取消 0 0 業務停止 0 0 

(３) 合格者・法定講習修了者データ取込 

データの種類 
件数 

二級 木造 

管理建築士講習修了者 47 

定期講習修了者 709 19 

(４) 閲覧 

件数 

二級 木造 

閲覧者件数 11 0 

対象者件数 25 0 



３．一級建築士の登録等事務の受付等業務 

(１) 免許申請・登録受付 

手続種別 件数 手続種別 件数 

新規登録 34 携帯免許変更 12 

事項変更 2 住所変更届 26 

再交付 7 登録抹消  

(２) 閲覧 

 件数 

閲覧者件数 2 

対象者件数 2 

４．講習・研修・事業等 

(１) 第一期定期講習 

日 時 ６月６日(水)  午前９時３０分より 

会 場 富山産業展示館(テクノホール) 受講者 １２８名

(２) 第二期定期講習 

日 時 

会 場 

日 時 

会 場 

７月１１日(水)  午前９時３０分より 

高岡地域地場産業センター 

９月５日(水)  午前９時３０分より 

新川学びの森 

受講者

受講者

６７名

６３名

(３) 応急危険度現場研修会 

 日 時 

会 場 

８月２９日(水)  午後１時３０分より 

太閤山県営住宅26、27号棟 受講者 ２１名

(４) 応急危険度判定講習会 

 日 時 

会 場 

９月２６日(水) 午後１時３０分より 

富山県農協会館 8階ホール 受講者 １３４名

(５) 第三期定期講習 

 日 時 

会 場 

日 時 

会 場 

１０月３日(水)  午前９時３０分より 

砺波市職業能力開発センター 

１１月７日(水)  午前９時３０分より 

富山産業展示館(テクノホール) 

受講者

受講者

６０名

１００名

(６) 建築文化講演会・建築見学会 

日 時 

会 場 

演 題 

講 師 

１１月１０日(土) 午後４時より 

サンシップとやま 

「建築文化の継承と創造」 

三井所 清典 氏 受講者 ９５名

(７) 建築関係法令改正等に関する説明会 

日 時 

会 場 

平成２５年１月２２日(火) 午後２時より 

富山産業展示館(テクノホール) 受講者 ２６８名



(８) 第四期定期講習 

日 時 

会 場 

日 時 

会 場 

平成２５年１月２３日(水)  午前９時３０分より 

富山産業展示館(テクノホール) 

平成２５年３月６日(水)  午前９時３０分より 

富山産業展示館(テクノホール) 

受講者

受講者

６１名

６５名

(９) 二級・木造建築士免許証明書交付式記念講演会 

日 時 

会 場 

演 題 

講 師 

平成２５年２月２０日(水) 午後２時５０分より 

北日本新聞ホール 

「家づくりで大切にしていること 

 －設計者と施工者の視点から－」 

籠田 智広 氏 受講者 ６０名

(１０) すべての建築士のための総合研修(戸建木造住宅施工コース) 

日 時 

会 場 

平成２５年２月２２日(金)  午後６時より 

砺波市職業能力開発センター 受講者 ３９名

(１１) すべての建築士のための総合研修(戸建木造住宅設計コース) 

日 時 

会 場 

平成２５年３月１５日(金)  午後２時より 

ありそドーム 受講者 ３２名

(１２) 一級建築士免許証明書伝達式記念講演会 

日 時 

会 場 

演 題 

講 師 

平成２５年３月１６日(土) 午前１１時より 

サンシップとやま 

「立業社をはじめとした環境配慮型建築について」

三嶋 志郎 氏・水澗 亨 氏 受講者 ４０名

(１３) 総務部会事業 

 通年 役員会の企画・運営 

５月２７日(日) 総会・懇親会の運営 

平成２５年１月１８日(金) 建築富山新年交流会 

(１４) 研修部会事業 

通年 専攻建築士制度の運営、啓蒙 

通年 

８月２５日(土) 

ＣＰＤ(継続能力開発)の啓蒙、評議会運営 

自立循環型住宅設計講習会 

１１月１０日(土) 建築文化講演会 

平成２５年２月２０日(水) 

平成２５年２月２２日(金) 

平成２５年３月１５日(金) 

二級建築士免許証明書交付式 

すべての建築士のための総合研修(砺波) 

すべての建築士のための総合研修(魚津) 

平成２５年３月１６日(土) 一級建築士免許証明書伝達式 

(１５) 広報部会事業 

  １) 富山建築士No.57号発行 

  ２) ホットライン 企画情報とやま 毎月(188～199 号、新年特別号) 計13回発行 

  ３) ホームページ 随時更新、支部メール設定、会員用ダウンロードサイト設定 



(１６) まちづくり部会事業 

４月～１０月 

１０月～平成２５年２月 

うるおい環境とやま賞募集・パネル展示・審査資料 

うるおい環境とやま賞パンフレット作成等 

１０月 ３日(水)・４日(木) 

１０月１１日(木) 

平成２５年３月３日(日) 

いきいきとやま・第25回健康と長寿の祭典 高齢者住宅相談

富山県一斉公開建築パトロール 

うるおい景観・防災ツアー 

(１７) 青年部会事業 

５月１２日(土) 総会･総会記念講演会：尾山敦子氏(サンシップ) 

７月２１日(土) 

８月１９日(日) 

９月２２日(土) 

職人に聴く！よくわかる瓦屋根講座(富山県総合体育センター会議室) 

住まいを彩り金属板レリーフづくり体験(富山市婦中ふれあい館) 

青年部会活動報告大懇親会２０１２ (太閤山ランドバーベキュー場) 

平成２５年２月２日(土) チームで解決！住宅改修 建築士と介護支援専門員の合同研修会(富大高岡キャンパス)

(１８) 女性部会事業 

５月１９日(土) 

６月 

総会・モデルハウス見学(開ヶ丘)

女性部会たより発行(２８号) 

７月 ７日(土) 

９月８日(土)・９日(日) 

１１月２８日(水) 

１２月１５日(土) 

平成２５年１月 

地元街並み探訪(高岡編) 

東北視察・ボランティア 

建築確認申請業務の勉強会(高岡テクノドーム) 

施設見学会・懇親会(ちー庵) 

女性部会たより発行(２９号) 

 (１９) 壮年部会事業 

 ７月１４日(土) 

 ９月２２日(土) 

平成２５年２月１７日(日) 

６月１７日(日)～平成２５年３月２４日(日)

トイレと街づくり講演会：高橋志保彦氏(サンシップホール)

2012中国伝統風水講義１(サンシップ) 

2012中国伝統風水講義２(サンシップ) 

歴史的建造物修復技術講習会９回(文化庁受託事業) 

５．ＣＰＤ(継続能力開発)研修認定 

主管 申請数 認定数 

本会・部会 ４２ ４２ 

ブロック・支部 １８ １８ 

他団体 ３０ ３０ 

個人 ８ ８ 

委員会 ０ ０ 

計 ９８ ９８ 

６．受託事業 

(１) 住宅瑕疵担保保険制度等に係る事務業務 

 (a)まもりすまい保険 

受託先 住宅保証機構株式会社 

受付件数 一般：富山(本部)１０ 高岡９ 魚津０ 砺波３ 特定団体：３６  計５８件 

 (b)住宅エコポイント 

受託先 住宅保証機構株式会社 

受付件数 一般：富山(本部)３５ 高岡５３ 魚津２１９ 砺波１２８   計４３５件 

 (２) 建築技術育成業務 

受託先 富山県 

受託額 ２７３，０００円 



(３) 被災建築物「応急危険度判定」講習等業務 

受託先 富山県 

受託額 ９７６，５００円 

(４)「うるおい環境とやま賞」候補案件募集等業務 

受託先 富山県 

受託額 ９４５,０００円 

(５) NPO等による文化財建造物の管理活用事業「歴史的建造物修復技術講習会」 

受託先 文化庁 

受託額 ６３８，０００円 

(６) 市内町屋等実測・図面化業務 

受託先 高岡市 

受託額 ７５０，０００円 

７．第５５回建築士会全国大会(茨城) 

日 時 

会 場 

１０月１９日(金) 

茨城県民文化センター 

・ 日本建築士会連合会会長表彰者 

・ 日本建築士会連合会伝統的技能者表彰者 

参加者３０名 

藤井 一彦氏 

松木 信行氏

８．支部活動 

【下新川支部】 

３月１７日(土) 

８月１９日(日) 

１０月２０日(土) 

１０月２７日(土) 

第31回通常総会・懇親会(あけぼの) 

建築フェスタｉｎコスモ２１(入善町建築ネットワーク共催) 

入善商工フェアー「まつりんぴっく」事業参加 

耐震改修パネル展示、住宅相談 

新川ブロック研修会 

(舟見コミュニティセンター構造見学会・県産材活用講習会) 

【黒部支部】 

５月１９日(土) 

９月２９日(土)･３０日(日) 

１０月１１日(木) 

１０月２７日(土) 

１１月１１日(日) 

１２月 １日(土) 

平成２５年３月１５日(金)  

第35回通常総会(ホテルアクア黒部) 

くろべフェア２０1２参画(総合体育センター)  

違反防止建築パトロ－ル 

新川ブロック支部合同建築技術講習会(新舟見公民館) 

見学研修会(奥能登) 

創立35周年記念事業(黒部市民会館) 

新川ブロック支部合同建築技術講習会(ありそドーム) 

【魚津支部】 

５月 ８日(火) 

５月３１日(水) 

９月２８日(水) 

１０月１１日(木) 

１０月２７日(土) 

１０月２８日(日)・２９日(月) 

１１月３０日(金)  

平成２５年１月１８日(金) 

平成２５年１月２６日(土) 

平成２５年３月 ２日(土) 

新会員歓迎懇親会 

第37回親睦ゴルフ大会 

第38回親睦ゴルフ大会 

富山県一斉公開建築パトロール協力(魚津市内) 

ＣＰＤ認定講習会(新川ブロック会主催・下新川支部担当) 

舟見地区交流センター見学他 

石川県下(九十九湾、輪島方面) 

臨時総会(公益社団法人へ改組することに対する事項) 

親子ボウリング大会 

役員新年懇親会 

第33回通常総会 



【滑川支部】 

５月２６日(土) 

６月２３日(土)・２４日(日) 

８月１９日(日) 

１０月２７日(土) 

１１月３０日(金) 

第41回ゴルフ大会(立山カントリー) 

研修講習会(愛知・長野) 

第４２回ゴルフ大会(呉羽カントリー) 
新川ブロック会・後期ＣＰＤ認定講習会(担当：下新川支部) 

役員反省会

【中新川支部】 

４月２７日(金) 

９月 １日(土) 

１０月１１日(木) 

１１月２３日(金) 

第30回通常総会・懇親会  

立山町「みらいぶ」視察会 

立山土木公開建築パトロール協力

支部創立30周年記念式典・講演会・祝賀会 

演題：『知られざるもう一つの立山』「越中と信州をつなぐ道」   

講師：今井 清隆氏(立山カルデラ砂防博物館長)    

【上新川支部】 

  ５月１２日(土) 

 ７月６日(金)～８日(日) 

  ８月１１日(土) 

第24回通常総会・懇親会 

建築研修県外視察「東北大震災現地視察」(富山ブロック主管富山支部)

山本厚生氏の連続住宅講座(全６回) 第３回住宅講座 

【富山支部】 

  ４月１４日(土) 

 ４月２８日(土) 

 ５月 １日(火) 

５月１５日(火) 

  ７月 ６日(金)～８日(日) 

  ９月 １日(土) 

１０月１１日(木) 

１０月１９日(金) 

１２月１３日(木) 

平成２５年１月１５日(火) 

平成２５年３月１６日(土) 

建築士会設立60周年記念事業協力 

「連続住宅講座」講師：山本厚生氏6/23,8/11,10/27,12/8,2/23(共催)

会計監査 

第４２回通常総会・講演会・懇親会(富山電気ビル)(40名) 

演題：「被災地域の復興計画の概要と今後の展望」 

講師：財団法人宮城県建築住宅センター理事長 三部佳英氏 

「東日本大震災被災地訪問とボランティア活動」(宮城県) 

(富山ブロック事業、主管：富山支部)(14名) 

建築見学会「立山町元気交流ステーション」(中新川支部と共催)(32名)

富山市公開建築パトロール協力 

全国大会茨城県 (6名) 

支部役員懇親会(24名) 

座談会「東日本大震災被災地訪問から半年」(富山自遊館)(6名) 

見学会「金沢の文化と建築にふれる」(19名) 

支部役員会(5/9,6/7,8/9,10/18,12/13,2/14,3/14)  

【婦負支部】 

５月２０日(土) 

７月  ６日(金)～８日(日) 

１２月  １日(土) 

平成２５年３月３０日(土) 

平成24年度第1回建築技術講習会(ゆーとりあ越中) 

演題：「住まいにガラスを生かすには」 

講師：YKKAP 藤井文雄氏 

建築研修県外視察「東北大震災現地視察」(富山ブロック主管富山支部)

平成24年度第２回建築技術講習会(婦中町ふれあい館) 

演題：「エネルギーを創り・蓄え・制御するスマートハウス」 

講師：パナソニック 吉田学氏  日本海ガス 岩城智之氏 

まちづくり現地見学会 (射水市放生津地区) 

「旧新湊の中心市街地の再生(住宅密集市街地の改善とまちの再生)」 

講師：新建築設計事務所 中野健司氏・西一生氏 



【射水支部】 

  ５月１９日(土) 

 ９月１０日(月) 

 ９月３０日(日) 

１１月１７日(土) 

平成２５年２月１８日(月) 

第２回通常総会・懇親会 

役員会 

五箇山合掌造り住宅、部材見学会 

「射水の古建築」シリーズ、太子講研修会 

講師：射水市学芸員 松山充宏氏 

役員会  

【高岡支部】 

  ４月２８日(土) 

  ７月１１日(水) 

  ７月２８日(土) 

  ８月 ５日(日) 

１０月１４日(日) 

１０月１８日(木) 

１０月１９日(金) 

１１月３０日(金) 

１２月 ２日(日) 

平成２５年２月２３日(土) 

平成２５年２月２３日(土) 

平成２５年３月 ２日(土) 

第41回通常総会・講演会・懇親会(ウィングウィング高岡研修室) 

演題：「暮らしのまわり 金澤町家」 

講師：奥村設計室主宰・奥村久美子氏 

建築士定期講習会(高岡市地場産センター)担当：高岡ブロック 

インテリアデザインセミナー 講演会 

演題：「インテリアデザインのオシゴト」  

講師：橋本夕起夫デザインスタジオ 徳田雅子氏 

高岡ブロック講習会「伏木地区のまちあるき」 担当：高岡支部 

金屋町図面化業務実測 

第7回まちづくり賞発表会 まちづくり大賞受賞 

全国大会茨城大会参加 建築ウォッチング 

金屋町図面化業務成果図納品 

まちづくり大賞祝賀会(エルパセオ１階) 

高岡ブロック青年部会合同講演会 

演題：「これからの高岡のまちづくり」 

講師：富山大学助教・横山 天心氏 富山大学学生 

講習会及び交流会「食と文化と建築と」(シャンディガフ) 

講師：能作幾代氏・林 芳宏氏 

工事現場見学会(木津コミュニティセンター) 

【氷見支部】 

  ５月１９日(土) 

１０月２１日(日) 

１１月１８日(日) 

第31回通常総会・懇親会 

パークゴルフ大会 

現地研修・講演会(道神社他)講師：上野 幸夫氏 

【砺波支部】 

  ４月２１日(土) 

 ７月１８日(水） 

１０月 ３日(水) 

１０月１１日(木) 

１０月１８日(木)～２０日(土) 

平成２５年１月２６日(土) 

平成２５年２月１５日(金) 

平成２５年２月２２日(金) 

第41回通常総会・懇親会(アパホテル砺波駅前) 

いまさら誰にも聞けないけんちく講座 第一回「建築一般構造」 

講師：岡山 斎氏（砺波地域職業訓練センター） 

いまさら誰にも聞けないけんちく講座 第二回「アルミ建具」 

講師：ＹＫＫＡＰ株式会社（黒部前沢ガーデン・水橋） 

違反建築防止公開建築パトロール協力 

建築士会全国大会参加と建築見学会（茨城県） 

砺波支部新年会・講演会｢これからの建築士の社会への貢献｣ 

講師：今村彰宏氏 (アパホテル砺波駅前) 

いまさら誰にも聞けないけんちく講座 第三回「建築に関する税金」 

講師：岡山 斎氏（砺波地域職業訓練センター） 

砺波ブロック講習会「建築士法22条の4に基づく建築士のための講習会｣

講師：小澤高夫氏（砺波地域職業訓練センター） 


