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平成３０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 30 年 1 月 13 日（土） 14:00～17:30
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

：朝倉、小林、近藤、瀬尾、亀田、大平、佐々木、石塚、石川、末吉
針ヶ谷常務理事、岡本

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
≪委嘱状交付式≫（高野会長より） 【14:00~14:10】
≪協議事項≫
１．

平成 30 年事業について（朝倉）【14:10～15:00】

（１）自己紹介
○委員長

：朝倉友和（函館支部）

○副委員長

：小林祐司（札幌支部）

○副委員長

：近藤真人（小樽支部）

○道央ブロック長：瀬尾正宣（後志支部）
○道南ブロック長：亀田 誠（日高支部）
○道北ブロック長：大平健二（留萌支部）
○道東ブロック長：佐々木強志（北見支部）
○委員

：石塚規行（旭川支部）

○委員

：石川俊樹（網走支部）

○委員(連合会) ：末吉勇介（函館支部）
○担当常務

：針ヶ谷拓己

○事務局担当

：岡本友美

（２）平成 29 年決算報告について
○別紙にて説明
（３）事業方針
昨年までの２年間は前委員長のもと『ひろげる・つなげる』をキーワードとして活動してま
いりました。今年は魅力ある建築士会の増大を目指します。
外部広報として従来までの活動を土台にメディア等を利用して世間に建築士会の役割と機能
を発信していきます、会員には建築士会のあるべき姿をもう１度考えていただき魅力度 UP を
目指します。以上２点を踏まえ今年は『拡げる・深める』をキーワードに活動していきます。
（４）平成 30 年事業計画
○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 13 日

第１回青年委員会

04 月 14 日

第２回青年委員会（web）

08 月 18 日

第３回青年委員会

11 月 10 日

第４回青年委員会

【事 業】
03 月 31 日

全道青年委員会連絡会議（札幌）

05 月 19 日

青年建築士の集い（斜里町）

06 月 16 日・17 日

建築のお仕事体験イベント

10 月 05 日

全道大会前夜祭（士別）

10 月 06 日

全道大会Ｃ分科会（士別）

（５）平成 30 年予算
○別紙にて説明
２．全道青年委員会連絡会議について（朝倉）【15:00～16:05】
〇担当

◎小林、瀬尾

○日時

平成 30 年 3 月 31 日（土）13：30～17：30

○場所

かでる 2.7 [701 研修室]（懇親会：三川屋会館 19：00～）

○参加人数 34 支部 70 名程度
○内容

①平成 29 年事業及び決算報告 ②平成 30 年事業計画及び予算説明
③研修会 ④「青年建築士の集い」の PR（斜里町）
⑤全道大会の PR（士別）

○研修会
第一部：全国大会（京都）の地域実践報告の放映
第二部：新技術紹介（内容未定）
○準備

メンバーカルテ、地域実践活動事例報告シート、自己 PR シートの更新（末吉）

○上程

1 月末

----休 憩----【16:05～16:15】
３．青年建築士の集いについて（朝倉）
【16:15～16:30】
〇担当

◎近藤、佐々木、石川

○日時

平成 30 年 5 月 19 日（土）16：00～ （懇親会 19：00～）

○場所

斜里町（道東ブロック北見支部主管）
・・・知床第一ホテル（斜里町ウトロ）1 泊予定（80 名で仮押さえ済）

○内容

地域実践活動選抜選手権を行い、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。
道央ブロック（ 未定

支部）

道南ブロック（ 室蘭

支部）

道北ブロック（ 未定

支部）

道東ブロック（ 中標津(仮)支部）
5 月 10 日までに各ブロック長は佐々木氏にデータを送る。
○その他 セミナーは「世界遺産について」を予定、全道大会（士別）の PR
４．全道大会（前夜祭）について（朝倉）
【16:30～16:45】
〇担当

◎近藤、大平、石塚

○日時

平成 30 年 10 月 05 日（金）

○場所

士別市

○内容

青年サミットとしてではなく、「前夜祭」としておこなう、
仲間作りの交流会としておこなう。

５．全道大会（Ｃ分科会）について（朝倉）
【16:45～17:00】
〇担当

◎近藤、大平、石塚

○日時

平成 30 年 10 月 06 日（土）

○場所

士別市（士別グランドホテル）

○内容

テーマにそって４月 web 会議で決定予定

○上程

４月末に予定

○その他 第一回道北ブロック協議会（3 月予定）に担当者は出席する
６．その他（朝倉）
【17:00～17:15】
（１）建築士の日イベントについて
〇担当

◎小林、亀田

○日時

平成 30 年 06 月 16 日（土）･17 日（日）

○場所

新さっぽろアークシティーサンピアザ 光の広場

○内容

建築士（会）のＰＲや、将来を担う子どもたちに建築について興味をもってもらうこ
とを目的に一般市民（子ども）を対象とした建築のお仕事体験イベントや、建築関連
セミナー、建築士会活動のパネル展示を行う。
※スタッフ強化及び「ひろげるという観点から他業種団体へのお手伝い協力を検討
前年内容
※建築のお仕事体験
① おりがみで「たてもの」をつくってみよう
② ブロックで「まち」をつくってみよう
③ パズルで「お部屋」をかんがえよう
④ ストローで「フレーム」をつくってみよう
⑤ 木に触れて「組み木」を組んでみよう
※何デモ相談
※ライフイベント 紙でひとは支えらえるかな？
※スタンプラリー 建築士免許証パネルを使った記念撮影

○上程

※パネル展示

各支部の地域実践活動パネルの展示

※DVD 上映

「建築士」や「建築士会」のＰＶ上映

５月 GW 明け

○その他 来年は各ブロックの第２回ブロック協議会として同日開催したい。
≪連絡事項≫ 【17:15～17:30】
１．連合会青年委員会の動き（朝倉）
全国青年委員長会議（朝倉・末吉出席予定）
○日時
○場所
○内容

平成 29 年 3 月 4 日（土）5 日（日）
株式会社機械工具会館（東京都港区芝 5-14-15） TEL03-3451-5553
『なぜ、建築士会なのか？～青年委員会の方向性とあるべき姿～』

２．新規建築士セミナー×免許証授与式×祝賀交流会について（朝倉）
○日時 ＜二級・木造＞平成 30 年 1 月 27 日（土）14:30～18:00
＜一級＞平成 30 年 2 月 17 日（土）14:30～18:00
○場 所 ホテル札幌ガーデンパレス
○参加者 おおよそ 20 名（青年委員会は懇親会を担当）
○会 費 無料（祝賀交流会なので建築士会が飲食費負担）

○プログラム
第１部（新建築士セミナー）
14:00 受付開始
14:30 開会挨拶（1/27：吉木副会長、2/17：高野会長）
14:35 セミナー：倫理編（講師：長谷川統括理事）
15:15 休憩
15:25 セミナー：実務編（講師：長谷川統括理事）
16:05 終了
第２部（免許証明細授与・祝賀交流会）
16:10 免許証明書授与（1/27：吉木副会長、2/17：高野会長）
16:30 祝辞（1/27：北海道建設部住宅局 建築指導課長 大野 雄一様）
（2/17：北海道建設部住宅局 局長

平向 邦夫様）

集合写真撮影
16:40 交流会
閉会挨拶（長谷川統括理事）
18:00 閉会
青年委員会より一級、二級・木造交付式につきましてそれぞれお二人ずつのご協力をお願い
します。
祝賀交流会のＭＣ（全体の司会進行は女性委員会）として祝宴を盛り上げていただき、適宜
建築士会のＰＲをしていただくことをお願いします。
３．会誌原稿について（朝倉）
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．パネル作成について（朝倉）
H29 年で作成していないものの確認をする ⇒ なし
H30 年 「青年建築士の集い」と全道大会（士別）のパネルを作成する
「青年建築士の集い」のパネルは全道大会（士別）に展示する
全道大会のパネルは平成 30 年中に作成する。

