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「７月１日って何の日？」～建築士をアピール～
青年委員会
◇「７月１日って何の日？」
「７月１日って何の日？」と家族に尋ねてみたと
ころ、
「海開きの日かな？」との返事。期待する答
えが返ってくるかと、知り合いの建築士に尋ねてみ
ると、
「国民安全の日だな」との答え。確かに・・・。
みなさんはご存じかと思うのですが、期待してい
た答えは「建築士の日」なのです。改めて建築士の
日の制定について、下記コメントを紹介して再確認
したいと思います。
昭和62年10月２日 制定
今や建築士を取りまく諸問題は、その高度な技術
の研究をはじめ、めまぐるしく移行する諸情勢と相
まって、複雑かつ重要な時期に直面していると言え
よう。
建築士のための指定講習会をはじめとする種々の
施策は、建築士の質の向上と建築物の高度化への適
切な処置はあるが、広く社会に向かっての建築士の
地位の向上については、未だ何の策もとられていな
いのが現状であろう。
われわれは、いま社会に向かって、地道な努力を
して訴えていかねばならぬ多くのものを感じざるを
得ない。
ここに、全国的に「建築士の日」
（７月１日）を
設けて、社会に広くＰＲし、われわれ自身も改めて
建築士の意識を再確認する日としたい。
＊
◎

委員長

針ヶ谷

拓

己

をアピールすることを目的に、各支部において建築
士会活動のパネル展示を行いました。特に札幌駅前
通地下歩行空間では、７月１日の前後１週間、建築
士会活動のパネル展示を行い、多くの市民に建築士
（会）をアピールしています。
今年は、札幌駅前通地下広場にて建築士（会）の
アピールはもちろん、将来を担う子どもたちに建築
士を目指したいと思っていただけるような、市民参
加型のイベントも企画しています。
現在企画しているイベントは、子どもたちを対象
に、建築のお仕事を体験して、お給料（独自の紙幣）
をもらい、そのお給料でブース内に出店するお店（駄
菓子、おもちゃ、ジュース）で買い物ができるといっ
た、「キッザニア」や「ミニさっぽろ」のミニチュ
ア版のようなものです。具体的なお仕事は、各支部
で行われている地域実践活動である①折り紙建築
（釧路支部）②ブロック玩具のまちづくり（旭川支
部）③カラスよけプラダンゴミサークルの作成（札
幌支部）。その他「自分の理想の家を描く」
「マグネッ
トボードで家の間取りづくり」などの案が出ており、
企画を進めているところであります。

建築士法施行の日 ７月１日（昭和25年）
第30回建築士会全国大会（岩手大会）において
大会決議
社団法人日本建築士会連合会

◇「建築士の日イベント」
青年委員会では、昨年、地域社会に建築士（会）

札幌支部青年委員がスタッフ参加した
「ミニさっぽろ」の様子
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「建築士の日」支部事業
今年も各支部で色々な事業を企画しています。ぜひ、他支部の事業ものぞいてみてはいかがでしょうか。
支部名 開催年月日
6/23（土）
7/7（土）
9：45～

事

業

計

画

開催場所

◆見学会「札幌の景観バスツアー」
（２回開催）
札幌市南区を中心に古い歴史有る建物を貸し切りバスにより見学する。

札幌市南区

◆ビールパーティー
チケット販売予定数 1,200人分（例年 600～700人来場）
チケット １枚 2,000円（ビール・ソフトドリンク飲放題、軽食付）
その他お酒、イベントゲームコーナー、別途チケット販売

ホテルポールス
ター札幌

札

幌

千

歳

◆ボランティア活動他会員親睦

恵

庭

◆住宅新築＆耐震・リフォームセミナー（支部設立50周年記念事業）

石

狩

◆北海道工業大学新体育館の視察見学会及び北海道職業能力大学校建築課実習での
北海道工業大学新
構造上の地震耐力実験等を視察研究する。２校見学後に懇親会を行い支部会員の
体育館、北海道職
コミュニケーションを図り意見交換をする。
業能力大学校 他
参加者 20名（予定）

函

館

7/5（木）
予定

◆第25回チャリティ「ビア＆ダンスの夕べ」
会員の親睦と市民との交流を図り、
「建築士」の存在をアピールすると共に収益
金の一部を社会福祉関係まちづくり関係団体等に寄付をしている。

桧

山

7/8（日）

◆江差町かもめ島祭りの一行事（全道北前船競漕大会参加）
参加後、会員の懇親会を行う。
（かもめ島祭りのバーベキューチケット協賛購入）

小

樽

7/3（火）
18：30～

江差町かもめ島

◆市内の幼稚園（１箇所）に木工品を寄贈し、園児と一緒に組み立てや塗装の作業
を実施する。
◆建築士会の活動についてPRするため、ポスターの展示などを行う。
（検討中）

後

志

7/1（日）

◆建築士会が地域に貢献できることを計画（総務委員会に付託）

岩

内

◆第８回バードハウスＤＩＹ体験会

余

市

◆パークゴルフ大会

古

平

7/1（日）

◆古平支部パークゴルフ大会

室

蘭

10月予定

◆親子ふれ愛工作室

空

知

◆建築士会空知支部岩見沢分会青年部
◆建築士会空知支部滝川分会青年部

第28回
第23回

ビールパーティー
ビールパーティー

北空知

８月予定

◆青年部により活動内容のパネルを作成し、市民との交流場所で報告できるように
８月に開催する「建築士と仲間のつどい」の開催日に合わせて会場前に展示。

留

７月予定

◆チャリティビアパーティー

萌

◆第25回チャリティビールパーティー（日時・場所 未定）
・建築士賞 支部管内において良好な都市環境づくり、人にやさしい住環境づく
りを通して、北国の快適で豊かな街づくりに寄与し顕著な功績のあった個人・
団体を選考し表彰する。
・寄付基金贈与
・アトラクション・抽選会等

旭

川

士

別

7/1（日）

◆建築士の日ビールパーティー
・パネル展示
・抽選会

富良野

6/29（金）
18：00～

◆第25回「建築士の日」親睦ビールパーティー
建築士会会員、建設関連業界で働く方、家族を含め、親睦と連携を深めることを
目的として、200名ほどの参加を目標に開催を計画。

富良野文化会館
２階 大会議室

上富良野

7/1（日）
18：00～

◆「建築士の日」ビールパーティー
会員・家族の親睦ビールパーティー、抽選会など
参加者 会員・家族 200名

上富良野町公民館
大ホール
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支部名 開催年月日
名

十

寄

勝

事

7/8（日）
11：00～
16：00
予定

釧

路

７月予定

根

室

７月予定

網

走

見

美

幌

紋

別

画

開催場所

◆「帯広市歩行者天国」に建築士会として出店し、建築士についてPRをする。
・「親子で作る木製ベンチ」
木に触れて、木で物を作る楽しみを実感していただき、もの創りの楽しさや建
築の世界を身近に知ってもらう。
テント内には建築士会活動のパネルを何枚か設置して、建築士会活動のPRも
行う。
所要時間 15分程度
材料 50個分用意
（材料はあらかじめカットし、建築士メンバーが補助し電動ドリルでビス止め
を行う）

建築士の日に
近い日曜日

◆ビールパーティー
◆道東ブロックパネルの展示と折り紙建築はがき販売
◆親睦会

明治公園

◆バス停用ベンチ作成（寄贈する）と会員親睦会

7/7（土）
予定

◆第19回ビールパーティー（網走支部主催）
余興：水木ジュンコンサート（予定）

7/7（土）
7/8（日）
予定

◆高齢者入所施設へのライブ演奏（水木ジュン）による、音楽慰問への助成、協力
活動

7/7（土）
18：30～
20：30

帯広市歩行者天国
内（西２条通り）

500円（予定）

◆「親子で巣箱を作ろう」
・親子での巣箱作りを通して、野生動物・自然環境の保護に関心を持ち、もの作
りの楽しさ、達成感を体験してもらう。
建築士会会員が指導し、親子の共同作業をサポートする。
完成した巣箱を林の木々に取り付ける作業も親子で一緒に行う予定。
対象：小学校高学年より

北

計

名寄産業高校建築システム課の生徒を招いて現場見学会

参加料（材料費）

中標津

業

（予定）親子で参加募集

◆2012㈳北海道建築士会北見支部ビールパーティー
・市民と建築士会の交流・親睦を深めることを通じて、
建築士会の普及啓発を図る。
北見経済センター
会員相互の交流・親睦を深めることを通じて、
建築士の資質・技術の交流を図る。
地域貢献活動の一環として収益金の一部から福祉施設へ車椅子の贈呈をする。
◆幼稚園・保育所の遊具等の塗装直し（予定）
◆ふれあい広場2012びほろへの参加（予定）

７月初旬

紋別市内
パークゴルフ場

◆第14回支部長杯パークゴルフコンペ
◆毎 年７月５日に開催される北門神社祭の御輿徒業に地域貢献活動・建築士会の
PR活動として参加。

宗

谷

7/5（木）

＊記載のない支部は、「建築士の日」事業は未定です。
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道士会の動き
道本部の主な会議日程等
◆支部長・事務局長会議
◆第２回女性委員会
◆第３回青年委員会

平成24年度
建築士定期講習会
（第三期）ご案内

６月２日（土）
６月23日（土）
６月30日（土）

関係機関等会議出席状況
◆高校生建築デザインコンクール実施運営委員会
〈開催日〉５月16日（水）
（札幌）鈴木まちづくり副委員長出席
◆
（公社）
日本建築士会連合会第２回会員増強ＴＦ
〈開催日〉５月17日（木）
（東京）高野会長出席
◆㈶北海道建築指導センター評議員会
〈開催日〉５月23日（水）
（札幌）鈴木専務理事出席
◆㈶北海道建築指導センター理事会
〈開催日〉５月25日（金）
（札幌）高野会長出席
◆建築ＣＰＤ運営会議
〈開催日〉５月28日（月）
（東京）高野会長出席
◆ＪＩＡＣＰＤ評議会
〈開催日〉５月29日（火）
（札幌）高野会長出席

平成24年建築士試験申込状況
一級建築士
〈申込者数〉 全道428名
７月22日（学科）10月14日（製図）
二級建築士
〈申込者数〉 全道805名
７月１日（学科）９月９日（製図）
木造建築士
〈申込者数〉 全道   9名
７月22日（学科）10月14日（製図）
※〈申込者数〉インターネット受付は含まない

一級建築士学科試験
受験者講習会
１点ＵＰが確実に狙えるポイントを伝授！
７月７日
（土）・８日（日）９：00～16：00
㈳北海道建築士会会議室
（札幌市中央区大通西５丁目）
会 員
9,000円（会員外 18,000円）
テキスト代 3,360円
※受講料を添え直接本部へお申込みください。
※詳細は、ホームページをご覧ください。
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建築士事務所に所属する建築士は、３年毎に建築
士定期講習を受けることが義務付けられています。
今年度は、経過措置期間終了後、はじめての定期講
習会です。平成21年度（平成21年４月１日～平成22
年３月31日）に第１回を受講した方は、今年度（平
成24年４月１日～平成25年３月31日）が受講年度と
なります。
〈開催日〉

10月17日（水）
10月23日（火）
10月24日（水）
11月２日（金）
11月７日（水）
11月16日（金）
11月27日（火）
11月29日（木）

北
札
帯
北
室
旭
釧
札

斗
幌
広
見
蘭
川
路
幌

市
市
市
市
市
市
市
市

※平成25年２月（第四期）苫小牧市、札幌市で開催

〈申込書受付〉 ８月中旬頃
近くなりましたらホームページ・会誌等でご案内
します。
〈受講手数料〉



12,900円

「７月１日は建築士の日」

イベントのご案内

昨年に引き続き士会活動等のパネル展示のほかに
今年は、市民向けのイベントを企画しています。未
来を担う子どもたちに、建築の仕事を体験し、建築
士の仕事・建築士会の活動を知ってもらえたらと思
います。
参加してくれた子どもたちには、お給料（その日
だけ使える独自の紙幣）を渡し、お菓子やおもちゃ
を買うことができます。ほか、「住まいの相談」な
ども企画しています。ぜひ、お立ちよりください！
〈開催日〉

６月30日（土）～７月１日（日）
10：00～17：00

〈開催場所〉
札幌駅前通地下広場

北４条展示空間

実行委員会報告

情報委員会

まちづくり委員会

副委員長

委員長

天城

秀典

１）60周年記念誌の検討としては
歴史を振り返ると共に、未来への展望に繋げて行
く流れを表す。
特集１「支部活動の10年」として各支部活動の現
状と展望を取り上げる。
特集２「委員会活動の10年」としてこの10年間で
取り組んで来た事、実績や成果を残して来たもの、
継続していかなければいけないこと等、活動の記録
を掲載して行きたいと思います。
２）会誌の年間スケジュールとしては
７月号は代議員制、８月号は建築士の日パネル展、
９月号は応急危険度、赤レンガ賞、10月号はブロッ
ク会、会員作品展、11月号は全道大会報告等の予定
です。
３）ＨＰについては
委員会ページの構成についてはページの流れや見
出し、コンテンツの情報整理などをし、ページの構
成要素は活動内容や理念などを簡潔にまとめ、イベ
ントや告知の表現方法は文章や写真を巧く使い、資
料のダウンロードなども出来るようにする。また、
これからの活動予定なども掲載する。
４）全道大会については
今回は分科会としてではないが、目に付きやすい
場所、時間でＨＰを紹介する。
５）その他の記念誌発行検討内容は
全国大会北海道大会、CPD制度、専攻建築士制
度、構造一級建築士、設備設計一級建築士など大会
や制度に関するもの。歴史を振り返ることとして、
建築士会設立当時からの会員の方の紹介や感想、こ
の10年間に建てられた建築物の紹介。震災における
道内の被害状況、防災の観点から見た耐震改修の実
例紹介。新法人化へ向けた組織の見直し等を掲載予
定です。

事業の経過報告
本吉

定

今年度の委員会は１月に第一回委員会、４月に第
一回小委員会を開催し各事業内容の検討を進めてお
ります。
１．地域におけるまちづくり活動の推進と支援
「まちづくりフォーラムin北見」2012.6.23開催
＊温根湯温泉街再生整備計画策定内容を基に再生
事業の一環として改築工事が完了しオープン
（7/1）を控えた山の水族館の施設を見学し、
温根湯温泉街再生整備と地域の事例報告を行い
今後のまちづくりについて意見交換を行います。
２．景観整備機構の指定検討
＊９月25日（火）札幌にて、景観整備機構の指定
を受けている静岡県建築士会景観整備機構副代
表 塩見 寛氏を招きフォーラムを開催する事
になり、札幌以外の支部の皆さんにも参加して
頂きたいと思います。
３．全道大会（函館・桧山大会）分科会
＊テーマ「ゆるやかな まち育て」
 分科会では10：30～12：00まで函館のまちづく
りが感じられる街歩きを行い13：00からの分科会
で３名のパネラーを招き、まちづくりの在り方等
を話し合いたいと思います。
４．応急危険度判定制度の検討
＊部会を今までに３回開催しており、アンケート
を実施しマニュアルを作成中で、今年度中に結
果をまとめるべく活動をしております。
このような事業を行い、各地のまちづくりの在り
方・建築士としてまちづくりに対してどのように携
わって行くべきかを今後さらに検討していきたいと
思っております。
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青年・女性の窓
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道北Ａ（旭川支部）


米本

一恵

平成24年度の女性委員会総会と
新年会を１月22日に行ない、総会
では23年度の事業報告と決算、24
年度の事業計画と予算が承認され
ました。
24年度の事業計画では毎年行
なっている勉強会や体験などの活
動の他に、社会貢献事業として建
築を目指す高校生との交流を進め
ることにして、各方面に協力をお
願いしているところです。どのよ
うな形で実現するか楽しみです。
また、
今年旭川で開催される「青
年の集い」の一部を担当すること
により、交流の場をさらに広げら
れるのではないかと思います。
他にも色々な企画をいたします
ので、たくさんの方に参加して頂
きたいと思います。

旭川の女性メンバーが集合

テーブルセッティングの講習

マナーの講習を受けながら食事

３月８日、道産材と住環境にこ
だわった、住宅の見学会を行ない
ました。

24年度の事業計画を報告中

総会後の新年会と勉強会を兼ね
たディナーでは、ホテルの方に講
師をして頂き、テーブルマナーを
勉強しながら、おいしくフレンチ
のコース料理を頂きました。
6
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外壁に道産材を使用した住宅

♪女性建築士の集いin函館♪
ロマンチックな佇まいの古建築
が立ち並ぶ函館のまち…。美しく
保存活用されている歴史的建築物
や街並みを見学します。今回は近
代建築史の研究者として有名な角
幸博氏と古建築保存再生の名手に
して函館支部長の山内一男氏がＷ
講師！贅沢な時間をお約束します。
★見学スケジュール★
８月26日（日）
８：30 元町公園集合
８：45 佐田邸（プレーリーハウス）
９：50 旧相馬邸
10：30 元町界隈まちあるき
（遺愛幼稚園－ハリストス正教会
－洋風町家－元町カトリック教会
－旧亀井邸－東本願寺－五島軒）
11：30 函館市地域交流まちづくり
センター（旧丸井今井）
12：30 昼食（ペシェ・ミニヨン）
14：00 解散
参加ご希望の方は必要事項を添
えて、下記にご連絡下さい。
（参加費無料・昼食は実費）
① 参加者氏名・所属支部
② 連絡先
③ 移動手段の有無
★申込・お問い合わせ★
北海道建築士会事務局（和田）
電 話：011-251-6076
ＦＡＸ：011-222-0924
メール：wada@h-ab.com
締切り：８月10日
ご参加をお待ちしています！

支部だより

釧路支部
『事務局の移転と

今後のあり方』
副支部長

鈴木

要

釧路支部事務局が、今年２月20
日に移転致しました。
移転先は釧路市末広町３丁目１
番１号「パステルパーク」２階に
ある「くしろチャレンジオフィ
ス・ぷらっと」と言う場所です。
こちらは釧路市の起業家支援施設
（共同レンタルオフィス）で、施
設内には施設スタッフのデスク以
外に幅120㎝×奥行き70㎝のデス
クが６ブース有り、その中の１
ブースをレンタル致しました。
以前の事務所と比較しますと、
とても狭い所ではありますが、建
物も新しく暖房が完備されていて
とても暖かく、家賃・光熱費等を
考えても以前より経費が掛からな
いので、当支部の経費節約にもな
ります。
ところで、現在当支部の正会員
は149名で事務局員を１名雇用し
て、会の運営を行っておりました
が、平成25年度からは現在の「社
団法人北海道建築士会」が「一般
社団法人北海道建築士会」へと新
体制になる事も有り、当支部の運
営の見直しを考え、事務局のあり
方を話し合って来ました。結論と
して今年度末までに、現在の事務
局員の雇用を解き、事務局を外部
へ委託する事を決定致しました。
委託先は現在調整中で、今年度
中（10月頃）には決定させる予定
でおります。
また、事務局員の雇用を今年度
末までとしておりましたが、本人
の希望もあり、今年３月末を持ち
まして退職致しました。長きに亘
り釧路支部の運営に貢献して頂い
た元事務局員の松並さんには、こ
の場を借りまして御礼申し上げた
いと思います。
事務局の委託先が決まるまでの
期間、いろいろとご迷惑をお掛け
致しますが何卒宜しくお願い致し
ます。
釧路支部事務局連絡先：0154-31-1231
「くしろチャレンジオフィス・ぷらっと」内

士別支部

恵庭支部

支部設立40周年
を控えて

 気モードに
本
シフトアップだ！

支部長

支部長

土岐

浩二

昭和48年４月１日、旭川支部の
１分会から独立し、士別市・和寒
町・剣淵町・朝日町の１市３町を
区域とする士別支部が誕生しまし
た。（現在は士別市と朝日町が合
併し、１市２町がその区域です）
私も当時は準会員として設立準
備のお手伝いをした記憶がかすか
に残っているところです。
時の経つのは早いもので、あっ
という間に丸39年が過ぎてしま
い、来年度、北海道建築士会が一
般社団法人へと移行する意義深い
年に我が支部も40周年を迎えると
ころです。
発足当初は、分会体制も取りな
がら80名近い会員と60社ほどの賛
助会員で、親睦事業が中心ながら
何とか継続的な活動をしてきまし
たが、近年は、会員数も減少傾向
であり、現在では全道各支部の中
でも活動が停滞している支部では
ないかと危惧しているところです。
そんななかでも、士別市が開基
100年を迎えた1999年７月１日に
（記念日と建築士の日が同日で
あったこともあり）初開催した「建
築士の日ビールパーティー」は、
昨年まで１度の中止はあったもの
の、子供は無料で出入り自由とし、
ワタアメなど縁日コーナーも設け
家族ぐるみで参加できる数少ない
パーティーとして継続していると
ころです。
今年は久々に新会員も数名入会
し、少し若返りが図られました。
まだ具体的には決定していませ
んが来年の40周年に向け、気持ち
も新たに支部会員の力を結集した
取組をして参りたいと考えていま
す。

水間

幸彦

恵庭支部設立50周年記念事業と
は別に、来年度全道大会は恵庭市
で開催決定となりました。
実は、支部設立50周年は今年に
当り、資金積立も含め準備してい
たところ、全道大会を恵庭でやれ
ないだろうか？との声掛りがあり
まして、緊急役員会では断わると
の腹積りが、釧路大会の炉端焼き
店にて、我が恵庭支部の強力顧問
から「いつから貴君らは志を忘れ
たのかな？」と痛い所を突かれ、
直ちに「君子豹変す、小人は面を
革む（君子が過ちを改めることは、
豹の模様のようにはっきりしてい
る。しかし小人はただ外面を改め
る だ け で あ る ）」 に 倣 っ た 次 第
（あァ－恥ずかしいね）。
そんな顛末で、全道大会（恵庭
大会）に支部設立50周年記念を冠
して、平成25年９月21・22日を決
めさせてもらいました。
恵庭支部設立50周年記念事業と
しては、昨年４月に東日本大震災
への義援金を前倒しで拠出し、恵
庭市施策である新耐震法以前建築
の住宅耐震診断業務も安価で請
け、すでに６件を超えました。ま
た、本年５月12・13日（土・日）
に市民を対象とし、恵庭市職業訓
練センターを借りて、恵庭市と共
催で「住宅新築＆耐震・リフォー
ムセミナー」を開催し、支部会員
93名がすべて参加する勢いで臨み
ましたが、初ということで集客数
がいまいちで、残念でした。
８月24日の函館大会には、恵庭
大会をアピールするため、青年部
を中核にした我ら昔の青年部も大
挙貸し切りバスにて、乗り込ませ
て頂きます
（イカ踊りヤルぞー！）
。
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information
ＣＰＤ認定プログラム（５月認定）

平成24年度

㈳北海道建築士会会員作品の募集

会員の創意と技術に満ちた作品を紹介することで、会員
の技術力向上とこれを起点としたコミュニケーションによ
る士会活性化を目的として作品展を実施します。多くの会
員の応募をお待ちしています。
応募対象
①対象建物 平 成20年以降に竣工し、検査済証の交付を受
けた建物で、その種類、規模等は問わない。
ただし、確認申請を要しない建物については、
検査済証は不要とする。
②対 象 者

上 記建物の設計者で㈳北海道建築士会正会員
に限る。

③応募作品 １人もしくは１グループ１点とする。
所有者の了解
応募者は、あらかじめ建物所有者等の了解を得て応募す
ること。
応募締切および提出先
平成24年７月25日（水）必着
［提出先］
〒060-0042 札幌市中央区大通西５丁目11番地大五ビル６Ｆ
㈳北海道建築士会 事務局
TEL：011-251-6076

FAX：011-222-0924

応募資料
①申 込 書 所 定の申込書を本会ＨＰからダウンロードし
て記入すること。
②提出資料

◆建築施工管理技士の技術向上講習会
《日程及び会場》６月５日
（火） 14：00～16：30
帯広建設業協会（帯広市）
《単位数》
２単位
《問合せ先》
帯広建設業協会
℡ 0155-24-5309
◆実務に役立つ色彩セミナー
《日程及び会場》６月16日
（土） 13：30～15：00
北海道建築士会会議室（札幌市）
《単位数》
２単位
《問合せ先》
㈳北海道建築士会
℡ 011-251-6076
◆一般市民向けセミナー

◆東京スカイツリー建設 施工計画編・鉄骨編
《日程及び会場》６月23日
（土） 13：00～17：00
大通公園ビル（札幌市）
《単位数》
４単位
《問合せ先》
ＡＷＡ認証機構北海道会
℡ 011-219-2332

図書案内
民間（旧四会）連合協定
工事請負契約約款（平成23年5月改正）

図 面（平面図・断面図・配置図等）及び完成
写真（内・外装）等の画像データ３点と上記

◎Ａ４判・14頁 ◎定価：700円
◎発行：民間（旧四会）連合協定
工事請負契約約款委員会

申込書を、CD-ROMに記録して提出すること。
（応募作品は返却しない）
作品掲載
応募作品のすべては、本会ホームページに掲載する。また、
その中から４点程度を選考し「北海道建築士№182」に掲載

実務に
役立つ

実務に役立つ建築法規解説2011

建築法規解説

編集＝全道建築行政連絡会議

２０１１
新しい動き ●建築確認手続き等の運用改善（第二弾）について
●規制改革等の要請への対応について

する。
※詳細は、北海道建築士会ＨＰをご覧ください。
HP

http://www.h-ab.com/

◎第45回建築基準法講習会テキスト
◎Ａ５判 ◎定価：3,000円
撮影：三輪晃久写真研究所

（平成22年度北海道赤レンガ建築賞受賞建築物）

全道建築行政連絡会議

編 集 後 記
大型連休もアッという間に終わり、
運動会シーズン突入です。
六月は「よさこいソーラン祭り」
、七月には「建築士の日」
。皆
様ご存知だと思います。今月は「建築士の日」支部事業を掲載
しています。会員の減少、予算の削減等、厳しい状況の中、各
支部様々な事業を行っているようです。これを期に隣の支部へ
足を運んでみてはいかがでしょうか。
今年も道青年委員会では、
「７月１日建築士の日」に、札幌
駅前通地下広場にてイベントを開催し、
一般市民に
「建築士会」
をアピールするようです。是非、買い物ついでにでも立ち寄っ
情報委員会 神田光英
て下さい！
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家づくりのトラブル実例

《日程及び会場》６月28日
（木） 18：00～19：30
かでる2･7（札幌市）
《単位数》
１単位
《問合せ先》
㈳北海道建築士会札幌支部
℡ 011-232-1843

情報委員会委員長／岡田
隆
副委員長／三浦
浩・天城
委
員／森田ゆう子・岡田
用田 史門・高松

北海道建築士

秀典・神田
光弘・山下
徹・道塚

光英
聡
勉
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