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平成 28年 北海道建築士会 第１回青年委員会 報告書 

開催日時 ：平成 28年 1月 16日（土） 14:00～17:00 

開催場所 ：事務局会議室（札幌市中央区大通西 5丁目 大五ビル 6階） 

出席者   ：石塚、原、工藤、丹波、大浦、伊井、小林、渡辺、鈴木、朝倉 

長谷川常務理事、岡本、針ヶ谷前委員長(オブザーバー) 

報告者   ：鈴木 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

≪委嘱状交付式≫（高野会長より） 【14:00～14:10】 

 

≪協議事項≫ 

１．平成 28年事業方針及び事業計画・予算について（石塚）【14:10～14:30】 

（１）自己紹介 

○委員長      ：石塚尚也（恵庭支部） 

○副委員長    ：原一彦（旭川支部） 

○副委員長    ：工藤誠（函館支部） 

○道央ブロック長：丹波泰哉（千歳支部） 

○道南ブロック長：朝倉友和（函館支部） 

○道北ブロック長：大浦昌浩（宗谷支部） 

○道東ブロック長：伊井崇史（中標津支部） 

○委員        ：小林祐司（札幌支部） 

○委員        ：渡辺淳（室蘭支部） 

○委員        ：鈴木光彦（紋別支部） 

（２）事業方針 

前年までの３つの活動方針 「スキルアップ」 「地域貢献」 「仲間づくり」 を引き続き継承しつつ、 

『ひろげる つなげる』 をキーワードとした活動を目指します。 

「ひろげる」 とは、一般の人達（他団体）と関わることで、建築士(会)をアピールしていくことです。 これは

社会貢献の一環でもあり、建築士(会)のブランド力アップにもつながることを目的とします。 

「つなげる」 とは、次世代を担う子ども達に、建築又はものづくりの楽しさ・すばらしさを伝えていくことで、長期

スパンで、若者不足・人員不足を解消していくことを目的とします。 

（３）平成 28年事業計画・予算 

○別紙にて説明 

○委員会及び事業のスケジュール 

【委員会】 

01月 16日  第１回青年委員会 

04月 16日  青年ＷＥＢ会議 1 

08月 20日  第２回青年委員会 

11月 05日  青年ＷＥＢ会議 2 

 



【事 業】 

03月 26日  全道青年委員会連絡会議 

05月 21日  青年建築士の集い 

06月 18･19日 建築のお仕事体験イベント 

09月 30日  青年サミット 

10月 01日  全道大会Ｃ分科会 

 

２．全道青年委員会連絡会議について（石塚）【14:30～15:30】 

〇担当  ◎石塚、小林、丹波 

○日時    平成 28年 3月 26日（土）14：30～ 

○場所    会 議：かでる 2.7 大会議室 

           懇親会：三川屋会館を予定 

○内容    ①平成 27 年事業及び決算報告  

②平成 28 年事業計画及び予算説明 

③その他資料説明 

④研修会 

○研修会  第１部 セミナー （40分） 

POP Star から学ぶ！！「心に響くデザインセミナー」 

講師：沼澤 拓也様 

第２部 ワークショップ （80分） 

ワークショップの成果を今年度の「建築士の日のイベント」へ反映させ、イベントのバージョンアッ

プを図り、より一層子供たちに「建築士（会）」を将来の職業として興味あるものとしていきた

い。 

※「お仕事体験イベント」を知らない会員もいるので、まずはその紹介をする。 

（ブロック・お絵かき・間取り・ストロー・折り紙・スチレンボードの家） 

※その後、新たなお仕事体験メニューをみんなで考える → 今年度のイベントに反映させる 

○タイムスケジュール（青年の集合は 13：00） 

14：00～14：30(00)   受付開始 （受付２名、会計１名） 

14：30～14：36(06)   委員長挨拶（石塚） 

14：36～14：45(09)   会長挨拶（高野会長） 

14：45～15：10(25)   平成 27年事業及び決算報告（石塚） 

平成 28年事業計画及び予算説明 

その他資料の説明（青年委員長会議の報告も含める） 

15：10～15：15(05)   平成 27年全道大会（紋別大会）報告（鈴木） 

15：15～15：20(05)   青年建築士の集い（富良野）案内（富良野支部） 

15：20～15：25(05)   平成 28年全道大会（室蘭大会）案内（室蘭支部） 

15：25～15：30(05)   連合会からの報告（針ヶ谷） 

15：30～15：40(10)   休憩 

15：40～16：20(40)   研修会 第一部（POPデザインセミナー） 

16：20～16：30(10)   休憩 



16：30～17：50(80)   研修会 第二部（ワークショップ）（丹波） 

17：50～17：55(05)   アンケート、CPD用紙記入 

17：55～18：00(05)   総評（長谷川常務理事） 

18：00～18：15(15)   片付け 

19：00～21：00(120)   懇親会（小林・丹波） 

○メンバーカルテ等 

・メンバーカルテ、地域実践活動事例報告シート、自己 PR シートの作成は継続する。 

○スケジュール 

・CPD申請（2/22）（丹波） 

・メンバーカルテ、活動事例報告シート、自己 PRシート（2/29）（鈴木、伊井、各ブロック長） 

※メンバーカルテは本人の顔がわかる写真の添付。エクセル、PDFの２種類提出 

※活動事例報告シートは新しいフォーマットを使用。（全国版） 

・研修会企画（2/29）（丹波、小林） 

※ワークショップ内容の検討。たたき台の作成（丹波） 

・懇親会企画（2/29）（小林、丹波） 

※会場予約（針ヶ谷） 

・各支部長・常務理事・会長に通知文を送る（2/29）（石塚） 

・講師依頼文、通知文、承諾書（2/29）（石塚） 

 ○当日役割分担 

・総合司会：原 

・受付：委員２名 

・会計：岡本 

・研修会(ワークショップ)コーディネーター：丹波 

・懇親会：小林 

 

３．青年建築士の集いについて（大浦）【15:30～16:00】 

〇担当  ◎大浦、原、鈴木 

○日時    平成 28年 5月 21日（土） 

○場所    富良野市（道北ブロック富良野支部主管） 

○内容    地域実践活動発表会を行い、全国大会での発表支部を選定することとする。 

発表支部は、各ブロックにて選定する。 

その他、前委員会で挙がった意見としては下記の通り。 

①優勝した支部には交通費補助の特典がある旨を伝えた上で各ブロック内で支部を選定する 

②発表会の他に講習会などを取り入れる（地域性を生かしたものが良いのでは） 

道央ブロック（      未定） 

道南ブロック（   函館支部） 

道北ブロック（   名寄支部） 

道東ブロック（      未定） 

 

 



○協議事項 

・全国大会の経費関係（実行予算の作成：大浦） 

・投票方法：持ち点２点、２ブロックに１点ずつ投票（最終的にはもう一度検討する） 

○スケジュール 

・研修会企画案の作成（2/29）（大浦＆富良野支部） 

・詳細企画書の作成（3/20）（大浦） 

・CPD申請（4/上旬）（原） 

・案内文作成（3/15）（石塚）※連絡会議で配布予定。正式案内は 4月中旬。 

 

４．全道大会（青年サミット）について（渡辺）【16:00～16:30】 

〇担当  ◎渡辺、朝倉、伊井 

○日時    平成 28年 9月 30日（金） 

○場所    室蘭市 

○内容    未定 

○スケジュール 

・サミット企画案作成（2/上旬）（渡辺）※メーリングにて内容の報告･確認 

○今後の青年サミットのあり方について 

・今回については、既に本部事業計画･予算が例年通りとなっているので、概ね例年通りとするが、

時間を短くするなど、開催支部の負担を軽くしていく方向性としたい。 

・来年以降については、各支部紹介など、他支部との懇親をメインとしていくことも検討。 

 

５．全道大会（Ｃ分科会）について（石塚）【16:30～16:40】 

〇担当  ◎工藤、原、大浦 

○日時    平成 28年 10月 01日（土） 

○場所    室蘭市 

○内容    未定 

○スケジュール 

・分科会企画案作成（2/上旬）（工藤）※メーリングにて内容の報告･確認 

 

６．その他（石塚）【16:40～16:45】 

（１）建築士の日イベントについて 

〇担当  ◎石塚、小林、丹波 

○日時    平成 28年 06月 18･19日（土･日） 

○場所    新さっぽろアークシティ サンピアザ 光の広場 

○内容    将来を担う子どもたちに、建築に興味をもっていただくことや、建築士（会）の PRを目的に「建築

のお仕事体験」 「建築相談」 「建築士会活動のパネル展示」 を企画する。お仕事体験した子

どもたちには、お給料としてイベント通貨「チーク」を支払い、その「チーク」を使って、会場内の駄菓

子屋などで、好きなものと交換して楽しんでいただける。体験できるお仕事は下記の通り。 

①すんでみたい「お家」をかいてみよう（道央ブロック） 

②おりがみで「たてもの」をつくってみよう（道東ブロック） 



③ブロックで「まち」をつくってみよう（旭川支部） 

④パズルで「お部屋」をかんがえよう（札幌支部） 

⑤ストロータワーをつくってみよう（東西アスファルト事業協同組合） 

※詳細は別紙による 

※設計実演に代わる何かを検討したい 

※ＰＶを作成する（小林） 

※連絡会議で検討した内容を反映させる 

 

≪連絡事項≫ 【16:45～17:00】 

１．連合会青年委員会の動き（針ヶ谷） 

（１）全国建築士フォーラム 

（２）交流セッション 

（３）全国青年委員長会議 

○日時    平成 28年 3月 5日（土）6日（日） 

○場所    東京都江東区新木場 ジャパン建材（懇親会：屋形船） 

○内容    次世代の建築の担い手を育てる全国の活動を集約するとともに、活動事例の発表、同じジャンル

の活動ごとにグループ分けして失敗談・成功談などを協議、グループでマニュアル（レシピ）を作成

する予定。全国各地で子どもを対象とした活動を手軽にできるようにしたい。 

           ※北海道からの参加者として 2名選出（連合委員除く）→ 石塚と工藤を予定 

 

２．「新規建築士」を建築士会が応援します！！ 企画について（針ヶ谷） 

【新規建築士セミナー×免許証授与式×合格祝賀会】 

○日時 平成 28年 2月 20日（土）14：00～18：00（合格祝賀会は 16：30～18：00） 

（1/8 までに申請された方については、建築士免許証が 2/18到着）。 

○場所 ホテル札幌ガーデンパレス ４階 平安（合格祝賀会は２階丹頂を予定） 

○参加者 50名（青年委員会から 4名お手伝い） 

○会費 無料（合格祝賀会なので建築士会が飲食費負担） 

○プログラム  

第１部（セミナー・授与式） 

14：00 受付（本人確認、押印手続き） 

14：30 開会あいさつ 

14：40 建築士合格者セミナー（講師：長谷川常務理事） 

16：10 建築士免許証授与式 

16：30 閉会 

第２部（合格祝賀会）立食による軽食パーティー 

16：30 開会あいさつ 

16：35 祝辞（来賓あいさつ） 

16：40 乾杯 

16：45 歓談・交流 

17：30 余興（親睦を深めるグループゲームを 100円ゲームで） 



17：50 締め（建築士会ＰＲ） 

18：00 閉会 

○青年委員会からのサポート 

・祝賀会司会（星野） 

・祝賀会余興（丹波、小林） 

・祝賀会締め挨拶（石塚） 

 

３．会誌原稿について 

担当者（本部委員）が原稿作成 → 委員長が確認して校正 → 事務局へ寄稿 

 

4．その他 

（１）事業予算要求について（岡本） 

○ブロックの事業予算要求書を１月末までに提出すること 


