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北海道からの景観整備機構の指定をうけて
まちづくり委員会

委員長 佐

■景観法の制定
高度成長期以降、全国どこへ行っても美しいまち
なみを軽視した建造物が続々と建てられるという、
ひたすら前を向き続けた建設行為によって、まちな
みや自然景観から調和や地域の特色がどんどん失わ
れてきました。すなわち経済が最優先、建築基準法
や都市計画に違反しなければどんな形態の建築物も
建てられる、という状況に至りました。
しかし、平成15（2003）年に国土交通省が「美し
い国づくり政策大綱」を策定したことを受け、行政
が自ら美しい国づくりに向けての方向転換を表明
し、平成16（2004）年に景観法が制定されました。
これによって、法の下で景観への取り組みが大手を
振ってできるようになりました。景観法の目的は、
第１条において「この法律は、日本の都市、農山漁
村等における良好な景観の形成を促進するため、景
観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることに
より、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊
かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会
の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経
済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的
とする」とあります。
■道内における景観行政
一方、
北海道においては、平成13（2001）年に「北
海道美しい景観のくにづくり条例」が公布され、北
海道・道民・事業者の役割が明確にされつつ、北海
道ならではの雄大な景観を生かす広域的な景観づく
一
○
二
三

良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当
該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提
供、相談その他の援助を行うこと。
管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木
の管理を行うこと。
景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成す
る広場その他の公共施設に関する事業若しくは景
観計画に定められた景観重要公共施設に関する事
業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。

※㊀㊅㊆

藤

芳

則（苫小牧支部）

景観整備機構指定交付式にて
左より、北海道下出建設部長、高野会長

りが進められてきましたが、景観法が施行された後
の平成20（2008）年に「北海道景観条例」に改定さ
れ、現在に至っています。現在、北海道内で独自の
景観計画を策定できる景観行政団体として、北海道
以外に札幌市・旭川市・函館市・小樽市・釧路市・
北見市・当別町・黒松内町・長沼町・東川町・美瑛
町・清里町・平取町・上富良野町・栗山町の15市町
が名乗りを上げています。
■景観整備機構に指定
景観法は、景観行政団体がその申請によって景観
整備機構として指定し、機構は次の業務を協働で行
うものと定めています。
四

前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定める
ものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
五 第五十五条第二項第一号の区域内にある土地を景観
農業振興地域整備計画に従って利用するため、委
託に基づき農作業を行い、並びに当該土地につい
ての権利を取得し、
及びその土地の管理を行うこと。
六 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
○
七 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促
○
進するために必要な業務を行うこと。

北海道建築士会が実施する業務
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日本建築士会連合会の三井所清典会長は、「取り
組みやすい課題から地域で官民連携の活動を」と今
年の年頭挨拶で呼びかけました。それを受けて連合
会まちづくり委員会は「行政との連携」をキーワー
ドに今年の活動を始めています。
一方、北海道建築士会においては、既に被災地応
急支援特別委員会が行政と協力すべく支援ネット
ワーク作りを始めています。
まちづくり委員会では、社会貢献活動の更なる推
進と各支部の活性化を目指して景観整備機構指定へ
の検討を行ってきましたが、平成26（2014）年３月
に「北海道景観整備機構指定要領」が制定され、指
定申請の手続きが明瞭になり、一気に道筋が整いま
した。
そこで、全道34支部で取り組んでいる「まちづく
り活動」を整理し、景観整備機構が行う前記七つの
業務のうち、これまでの活動や事業がそのまま生か
せる㊀㊅㊆の業務を選定し実施業務としました。
㊀については、景観スペシャリスト養成講座修了
生や地域の専門家等への要請があった場合に派遣や
情報提供ができます。
㊅については、北海道文化遺産活用活性化計画事
業の一環として、歴史的地域資産の調査・保存活用
検討を行っていきます。
㊆については、景観バスツアーや全道大会分科会、
まちづくりフォーラムなどが該当します。

札幌支部景観スペシャリスト養成講座

まちづくりフォーラム「ハツキタフォーラム」

全道大会（旭川大会）B分科会
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平成26（2014）年12月の第５回理事会において北
海道へ景観整備機構指定申請を行うことが承認さ
れ、平成27（2015）年２月23日に申請書を提出し、
３月26日北海道庁にて下出建設部長から高野会長に
景観整備機構指定通知書が手渡される手交式が執り
行われ、晴れて北海道建築士会が北海道の景観整備
機構第１号となりました。
これによって、北海道も北海道建築士会も道民に
対して、景観に真剣に取り組んでいくんだ、との強
い意思を示したことになります。
先ずは、新たに特別委員会を立ち上げるのではな
く、まちづくり委員会の所管業務として位置付け、
今まで全道34支部で取り組んでいる活動を行政に理
解していただき、より良い景観を形成・維持するた
めの協働者として行政との結びつきを強めることに
よって、建築士の業務の新たな展開を見据えつつ、
ブランド化と、ひいては会員増強の一翼を担うこと
ができればと考えています。
歴史的まちなみの保存活動だけではなく、自分た
ちの住んでいる地域を良く知り、より快適で愛着を
持てるまちにしたいという気持ちを育み、活動する
人材を育てることは大切なまちづくり活動であり景
観活動でもあると思います。
言葉を替えると、特別なことではなく日頃取り組
んでいることが、まちへの愛着とそのまちのブラン
ド化につながり、住民が安心できる景観が形成され
ていくのではないかと考えます。

景観法の施行状況
（平成26年３月31日時点）

北海道関連のみを抜粋

◇景観行政団体 613地方公共団体
北海道 小樽市 釧路市 当別町
長沼町 栗山町 東川町 美瑛町
上富良野町 清里町 平取町

黒松内町

◇景観計画策定団体 429団体
北海道 札幌市 函館市 旭川市 小樽市
釧路市 当別町 黒松内町 長沼町 栗山町
東川町 上富良野町 清里町 平取町
◇景観重要建造物 334件
（２都道府県、59市区町村）
札幌市：２件
黒松内町：６件
東川町：２件
◇景観協定の認可 47件
（１都道府県、27市区町村）
旭川市：１件
◇景観協議会

のべ48組織
（２都道府県、33市区町村）
江差町：１件
栗山町：１件

◇景観地区 36地区（20市区町村）
ニセコ町：１地区
倶知安町：１地区

平成27年３月27日付

北海道建設新聞

会長のコメント
本会では、北方建築文化の発展に寄与することを
目的として、建築士の品位の保持、資質の向上に努
めておりますが、一方、建築士としての職能を活か
した社会貢献にも力を注いでおり、その大きな柱が
①「応急危険度判定業務」と②「景観形成やまちづ
くりに関わる活動」と考えております。両方とも札
幌などの都市に限定されるものではなく、各地域で
必要とされる普遍的な活動であり、支部と行政との
連携が必須となるものです。
①は支部と行政との協定締結の前段の準備は整い
ましたが、②については、今回の景観整備機構の指
定が、支部でのまちづくり活動に一層の弾みがつく
ものと確信しており、今後、まちづくり専攻建築士、
ヘリテージMG等の出番も期待しているところであ
ります。
（北海道建築士会会長 高野壽世）

■全道の景観行政団体からの指定に向けて
平成27（2015）年３月の第１回理事会において、
札幌市への景観整備機構指定申請が承認され、札幌
市と指定に向けての協議を続けてまいりますが、今
回北海道から指定を受けたことによって、札幌市以
外の14市町の景観行政団体も少なからぬ動きが生じ
るのではないかと期待しつつ、引き続き、それら景
観行政団体から景観整備機構の指定を受けるべく検
討を重ねてまいります。
実務的には、まちづくり委員会が景観整備機構の
所管窓口となりますが、その業務内容によっては該
当する支部と協議の上、その支部が実動組織として
行政と協働していくことになります。
今後とも、まちづくり委員会の活動にご理解とご
支援を賜りますようお願いいたします。
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道士会の動き
道本部の主な会議報告
◆第１回総務委員会
〈開催日〉４月４日（土）
〈議

青年建築士の集い（後志大会）のご案内

「新幹線が運ぶ！！ 倶知安のまちを考えよう」
日時：平成27年５月16日
（土） 11：00～17：30
会場：ニセコ グランヒラフマウンテンセンター

案〉

１）平成27年総務委員会事業計画及び予算について
３）各表彰者の推薦について

今年の青年建築士の集いは、実際に倶知安町で生活
している町民の方を招いて「倶知安の現状と未来」に
ついて「新幹線駅」をキーワードにみんなで考えます。

◆第１回本部青年ＷＥＢ会議

問合せ先：北海道建築士会本部（011-251-6076）

２）第40回全道大会（紋別大会）について

〈開催日〉４月11日（土）
〈議

案〉

１）青年建築士の集いについて
２）建築士（会）周知イベントについて
３）全道大会について

道本部の主な行事予定（５月）
■ 11日（月） 四役会議・全国大会準備委員会
■ 16日（土） 青年建築士の集い（後志）
■ 22日（金） 第２回理事会
■ 30日（土） 支部長・事務局長会議


昨年の青年建築士の集い（十勝大会）の様子

変更はお済みですか？

各種変更届のご案内

住所・ご勤務先が変更された場合、各種届出が必要です。

第一期建築士定期講習
■ 20日（水） 札幌市

会員情報

■ 21日（木） 函館市
改正建築士法・改正建築基準法講習会

☞所属支部へ「変更届」を提出ください。
・Ｃ ＰＤ登録情報・専攻建築士情報も「変更届」を提出す
ることで変更できます。

■ 14日（木） 札幌市

一級・二級・木造建築士免許
（証明）
証

■ 18日（月） 北見市

☞北 海道建築士会本部へ「建築士住所等の届け出」を提出
ください。
・郵 送による受付も行っております。郵送による必要書類
は、本部事務局へ問い合わせいただくかＨＰをご覧くだ
さい。

■ 28日（木） 旭川市

■ 19日（火） 旭川市
■ 25日（月） 函館市
■ 26日（火） 帯広市

関係機関等会議出席状況（５月）
■ 25日（月） 建築ＣＰＤ運営委員会（東京） 高野会長出席
■ 28日（木） 日本建築士会連合会理事会（東京）


高野会長・石川統括理事出席

応急危険度判定士
☞北 海道建築士会本部へ「応急危険度判定士認定事項変更
届」を提出してください。
・郵送・ＦＡＸでも受付しております。
※各種申請用紙は、北海道建築士会ＨＰ（http://www.h-ab.
com/）でダウンロードできます。

お済みですか？ カード型免許証明書への切替え
平成27年６月に改正建築士法が施行され建築士免許証又は建築士免許証明書の提示が義務化されます。
建築士は、委託者（これから委託しようとする者を含む）から求
めがあった際、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示すること
が義務づけられます。携帯しやすいカード型免許証明書の切り替え
をおすすめします。
交付申請書（携帯型免許への変更）は、北海道建築士会本部ＨＰ
にてダウンロードできます。
受付場所：北海道建築士会本部
（支部での受付は、
行っておりません）
手 数 料：5,900円
※二級・木造建築士は、郵送での交付申請が可能です。
詳細については、ホームページをご覧いただくか、本部（011251-6076）までお問合せください。
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実行委員会報告
点から線

情報委員会でできること・
・
・

事業委員会

情報委員会

委員長

秡川

正人（旭川支部）

１月号の実行委員会報告に記載のとおり、事業委
員会の主要な所管事業は「建築技術講習会」です。
この講習会の始まりは、道内における住宅建設の
技術向上と最新技術の工法を建築技術者が習得する
ことを目的として、今から56年前に北海道の建築技
術者向けの技術書としてテキストを発行し、講習会
を行ったことに始まり、以降一度も途切れることが
なく毎年実施されています。当初は初歩的な寒地住
宅の入門書として、また民間住宅への技術の普及の
ため、北海道建築部住宅課が昭和34年から「寒地住
宅読本」として編集し一般向けに発行しました。昭
和40年頃には、二級建築士の試験が北海道・東北の
寒冷地域と他の地域が異なる問題が出題されていた
ため、受験者用のテキストとしても活用されていま
した。昭和47年頃からは、現在の北方建築総合研究
所の前身である北海道寒地建築研究所がテキストの
編集を担当し、一般技術者向けの講習会としてス
タートして、この頃から北海道建築士会が講習会の
運営を担うようになりました。この間、北海道にお
ける住宅建築技術は飛躍的に向上し、高断熱・高気
密の北方型の住宅技術は全国に誇れるものになって
いきました。
このようにたいへん意義のある講習会でしたが、
年々開催支部も受講者数も減少していきました。そ
こで３年前よりテキストの内容及び運営方法を見直
し、寒地住宅にこだわらずニーズに合わせたテキス
トを作成し、講習会の開催を支部主導にすることで
各支部の事情に合わせた開催日時・開催場所及び受
講料を自由に設定できるようにすることで、支部会
員へのサービス向上と支部の収益を高め、支部活動
が活性化して行き、更なる会員サービスとなり会員
減少を食い止めるとともに、新規会員の入会に繋
がっていくことを期待しています。
そして、昨年より認定資格制度の普及に向け連合
会を含めた建築５団体で連携を始めた建築専門家団
体Ｊ５の活動は、団体間の相互支援により資格者が
連携してより良い建築・都市づくりに繋げていくこ
とで社会的評価の獲得を進めていきます。
われわれ地方も認定資格制度の普及だけではなく
広く一般社会に評価認知されるべく、関係諸団体の
横の繋がりの活動を進めていくとともに、士会各委
員会・各支部が連携を深めていくことが必要と考え
ています。会員の皆様におかれましては多くの活動
への参加並びに、ご意見やご要望がありましたらご
連絡をお願いいたします。

委員長

神田

光英（十勝支部）

27年度になり、現時点では委員会を開催していま
せんので、大きな動きはございません。毎月お手元
に届く会誌の校正作業を委員会メンバー粛々と進め
ております。
皆様には、日ごろより実行委員会・ブロック会の
報告、支部だより等ご協力いただきましてありがと
うございます。
私自身、早くも任期満了まで半年となりました。
「わくわくする会誌」「待ち遠しい会誌」と口にす
るのは簡単ですが、形にするのは非常に難しいこと
だと痛感しております。是非とも、多くのご意見・
ご要望をお寄せいただきますようよろしくお願いい
たします。
三月の総会で、27年度の事業計画を発表させてい
ただきました。年４回の委員会の開催、会誌の発行、
ホームページの運用、他建築士会との交流及び情報
交換です。他建築士会との交流は、フェイスブック
等を通じて可能になっております。積極的な情報交
換をさせていただきたいと思います。
そして今年も出します「号外」を！
紋別大会、遠いな～と思いながらも、地元道東で
すから！皆さんもぜひ参加し盛り上げましょう！
大会に参加して良かったと思えるような記事を取
り上げたいと思っています。大会支部の皆様、ご協
力よろしくお願いいたします。
北海道建築士会、昨年は入会者数が数十名でした
が、退会者が百名以上という悲しい現実でした。
あと数年で会員数4,000名を切る勢いで減少して
いきそうです。深刻な問題だと思っています。一人
ひとりの声かけが大切ですね。情報委員会で何か出
来ないか、考えてみたいと思っています。
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支部だより
室蘭支部

全道大会

支部長

半崎

敏裕

一年後、我が室蘭に全道の仲間
を迎えて、第41回一般社団法人北
海道建築士会全道大会が開催され
る。一年後といっても、時間があ
るとは言えません。
前回の室蘭大会は、平成12年、
前々回は昭和61年で今から30年程
前であります。平成12年当時、会
員は268名、賛助会員は66社で、
現在は半分である。
それでは、室蘭市のＰＲをしよ

名寄支部
博

名寄支部は、昭和39年に旧風連
町、名寄市、下川町、美深町、音
威子府村、中川町の１市４町１村
で構成し旭川支部より独立して名
寄支部を創立しました。当時の会
員数は123名でしたが、人口減に
伴い現在の会員数は62名で創立当
時と比較すると半減しましたが、
地域の住環境向上など地域の活動
に日々奮闘しております。昨年は、

根室支部
徹

昨年12月根室の商店街が高潮に
よる被害を受けました。台風並み
の低気圧が満潮時と重なり海面が
２m程上昇し、港に止めてあった
小舟が流され道路を横断し、港に
近い建物は腰の高さまで海水に浸
かり、消防のボートで避難する騒
ぎとなりました。また、毎週末に
なると大雪に見舞われ各地で通行
止めになるなど、根室市としては
6

山あり、海あり、雪の少ない比
較的温暖な所です。洞爺湖温泉、
登別温泉に挟まれ、両温泉まで車
で30分の近距離です。
「食」と言いますと、室蘭やき
とりが有名で、豚肉で玉ねぎを挟
み、洋がらしで食べます。ぜひ来
蘭の折にはご賞味ください。また、
カレーラーメンも各ラーメン店オ
リジナルで人気があります。最近
は、海の幸の中でも市のシンボル
フィッシュ『クロソイ』の料理を
売り出し中であります。どうぞ室
蘭大会でお待ちしております。

名寄支部創立50周年を迎えたこと
から、10月26日（日）に市内におい
て記念式典及び祝賀会を開催しま
した。当日は34名が出席し、記念
式典では遠藤支部長のあいさつに
始まり、第５代～８代までの歴代
支部長４名の功労者表彰を行い、
記念品と花束を贈りました。歴代支
部長４名には、当時の思い出や苦労
話しなどをあいさつとともに語って
いただきました。また、祝賀会で
は祝いの餅つきや名寄支部創立当
時から現在までの50年の歩みを議
案や新聞記事、各種行事などの写

真をスライドで紹介して会員同士
でお酒を飲みながら楽しいひとと
きを過ごしました。これからも60
年、70年を目指して会員相互の親
睦や地元の名寄産業高等学校との
連携した活動のほか、建築士の目
的である「建築士の資質の向上」
に向けて日々の建築業務で努力を
重ねながら地域社会に根差した活
動や消費者から信頼される建築士
や建築士会を目標に、会員の継続
的な自己研さん事業に取り組んで
いきたいと考えていますので皆さ
んご理解とご協力をお願いします。

地球温暖化と省エネ住宅

事務局長

敷浪

う。よく言われたのが、「鉄のま
ち室蘭」、今でも鉄のまちではあ
るが、最近はものづくりのまちと
も言われています。新日鉄住金室
蘭工場、日本製鋼所室蘭製作所、
日鉄セメント、ＪＸ日鉱日石エネ
ルギー室蘭製作所等、大工場が港
を囲んでいます。重化学工業都市
と言われる所以であります。また、
総合病院が３ヶ所あり、世界でも
人口の割に多いことは珍しいと言
われております。また、平成10年
には東京以北最大の白鳥大橋が完
成し、今は生活道路となっており
ます。

名寄支部創立50周年記念式典・祝賀会を開催

事務局長

中野

来年は室蘭大会です
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観測史上最大の積雪量を記録する
こととなり、また、米国や豪州な
どでも干ばつによる森林火災が季
節に関係なく起こっており、原因
のひとつとして異常気象や二酸化
炭素排出による地球温暖化も影響
していると考えられています。
昭和50年のオイルショック以
降、大気汚染を含め化石燃料の消
費を減らす政策が進められ、電力
は火力発電から原子力発電に移行
し、北海道でも断熱性能や機密性
を高め暖房効率の良い住宅の勉強
会が毎年開催されましたが、ライ

フスタイルの変化等により目標の
数値に達することができませんで
した。平成21年に省エネ法が改正
され、平成32年には一般住宅にも
改正省エネ法が適用される予定で
す。近年、自動車業界はハイブリッ
ト車や電気自動車など環境に優し
い車が主流に、また二酸化炭素の
排出量が多い住宅建築の設備機器
もエコ商品が推奨されており、省
エネ住宅を提案することで環境破
壊を防ぎ、美しい地球を後世に残
して行きたいものです。

青年・女性の窓
連載第１回（全４回）

ライフオーガナイザー
について
１級建築士・ライフオーガナイザー
函館支部 岩崎 美乃

「ライフオーガナイズ」って

全国女性建築士連絡協議会
参加報告
旭川支部

髙見

友子

２月27日から二日間東京で開催
された平成26年度第24回全国女性
建築士連絡協議会に参加してきま
した。
二日目は、８つの分科会が運営
され、
Ｆ分科会
「子どもと住環境」
で、旭川支部女性副委員長の齋藤
裕美さんが、旭川支部女性委員会
で企画運営している「建築科専攻
の高校生とのワークショップ」に
ついて発表しました。
全国から集まるので、どんな方
達なのか、不安もありましたが、
発表後は活発なディスカッション
が行われ、様々な地域で行われて
いる事例をたくさん聞くことがで
きました。活動している人が固定
されてしまう、子ども向けに企画
をしても参加者の募り方、参加者
の確保が難しい、資金調達はどう
するのかなど、全国共通の悩みで
あることが分かりました。
もうひとつの発表だった兵庫県
建築士会の「すまい学習をサポー
トします」の活動のように長く続
き、頼りにされる活動はまだ少な
いですが、他団体との連携で行っ
ているものも含め、工業高校建築
科の生徒とのワークショップ、も
のづくりに興味のある小学生に参

加してもらう“お菓子の家づく
り”
、高校の家庭科授業で行う住
居学の出前講座など、北海道や旭
川支部の活動は多岐にわたってい
て全国にも誇れることだと思いま
した。
ディスカッションの中では、続
けることの大変さ、大事さについ
ても話されており、毎年の企画も
大変ですが、今後も長く続けてい
くことができればと思います。

聞いたことありますか？

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ライフオーガナイズは、空間の

整理をする前に、心や頭の整理を
するアメリカ発の整理術です。自
分の日常の暮らしが快適になるよ
うに仕組みを作ること。やりたい
と思ったことがすぐでき、望む結
果が得られます。

たとえば、お料理を作るとしま

す「あれっ？この間買ったお肉ど
こにしまったっけ？」なんてモノ
探しからだと、お料理するまでの
間に疲れてしまいますよね。

食材、調味料、道具や食器など

が簡単に準備でき、ストレスなく
調理、配膳ができ、後片付けもス
ムーズにしまえて、最初のお料理

を作る前の状態にすぐにもどせ
る。余裕がありますよね！こうい

～～「建築科専攻の高校生との
ワークショップ」発表抜粋～～
工業高校建築科を卒業したばか
りの会員に、建築業界に進んだ同
級生は少ないと聞いて驚き、建築
の仕事の魅力や面白さをもっと伝
えよう！という思いから高校生向
けのワークショップを企画し、平
成24年から毎年開催しています。
進路を考える際に参考にしても
らえるよう、メンバー数人が自分
の仕事を紹介をし、
生徒達にも好評。
自分の住むまちにも関心を持っ
てもらうため、玩具のブロックを
使ってテーマに沿った建物や街並
みをグループで相談しながら作っ
てもらっています。「建築士に興
味がわいた、具体的なイメージに
つながった」など声もあり、生徒
達の求めているものが何か、内容
を進化させながら建築士として長
く続けて行きたいと思っています。

う仕組みを家の中に作ります。

建築では、施主の希望を聞いて

間取りや収納を作っても、完成後
に伺うと収納に入れないでそのま
ま見えるところにという経験はな
いでしょうか？

もしかして、施主の行動のクセ

と収納が合っていないのかも。

施主が自分を知り（価値観・利

き脳・優先順位等を再発見）、こ
れからの自分と家族が望む暮らし
がイメージできたら、それに合わ
せた家づくりができるのではない
でしょうか。

仕事の効率も上がり、時間とお

金の節約になり、プラス施主との

コミュニケーションも上がりま
す。ライフオーガナイズは誰でも
身につくスキルです。

次回はレジデンシャルオーガナ

イズについてです。

•••••••••••••••
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information

締切りせまる

平成27年度

（一社）
北海道建築士会会員作品の募集

応募対象
①対象建物

 成23年以降に竣工し、検査済証の交付を受けた建物で、その用途、規模等は問いません。ただし、確
平
認申請を要しない建物は、検査済証は不要です。
②対 象 者 本会の正会員（応募建物の設計、及び施工管理者等、責任ある立場で建築に携わった者に限ります）
③応募作品 １人若しくは１グループで１点とします。
所有者等の了解
応募締切

予め所有者、管理者等の了解を得てください。

平成27年５月22日
（金） 必着

第3回 北海道建築士会会員作品の紹介

特集

応募資料
写真：上／外観 下左／待合室 下右／処置室

応募作品のすべては、本会ホームページに掲載します。また、そ
の中から４点程度を選考し「北海道建築士№217」に掲載します。

〈建物概要〉所 在 地：札幌市厚別区
建物用途：診療所
構造規模：木造 地上１階建
延床面積：150.92㎡
建 築 年：平成25年６月

〈建物概要〉所 在 地：旭川市宮下
建物用途：寺院（本堂棟） 構造規模：木造 地上１階建
延床面積：758.17㎡
建 築 年：平成26年３月

設計監理：針ヶ谷

〈建物概要〉所 在 地：札幌市西区発寒
建物用途：工場・事務所
構造規模：Ｓ造 地上４階建
延床面積：3507.40㎡
建 築 年：平成26年５月

設計の意図等：建築主は、農家の後継で新婚さん。
入居時には、子供さんが生まれるという事でした。子育
てがしやすい事。
将来家族が増えること。洗面から勝手口迄の動線に余裕
を考慮しての設計。
子供さんの成長と共に、健康で幸せに暮らせるよう！屋
根の延長線上に輝く☆彡に願いを託しました。
写真：上左／南側外観 上右／東側外観 下／平面図

設計の意図等：病院・福祉施設向けのリネンサプライ、
清掃業務、福祉用具の企画・製作・販売を手掛ける会社。
コストを抑えつつ、省エネルギーで快適かつ機能的な建
物を目指し、お客さまを中心に、クリーニング機械メー
カー、省エネアドバイザー、そして私ども設計スタッフ
が一つのチームとなり「みんな」で設計を進めた。建物
の特徴は、①外皮の熱環境を受けにくい正方形平面とし
性能の高い断熱仕様とした ②外装は断熱サンドイッチ
金属パネルや断熱シート防水を採用し建物の軽量化と
ローコスト化に努めた。
（原文抜粋）

日高中部消防組合消防署

設計デザイン：後藤

朋恵（札幌支部）
cocoroto-design（ココロトデザイン）

主任監督員：亀田

〈建物概要〉所 在 地：札幌市中央区
建物用途：歯科医院
構造規模：ＲＣ造
建 築 年：平成26年１月

〈建物概要〉所 在 地：新ひだか町
建物用途：消防署
構造規模：ＲＣ造一部ＳＲＣ造 地上３階建
延床面積：2286.17㎡
建 築 年：平成25年３月

誠（日高支部）
新ひだか町役場

設計の意図等：お施主様から明るい内装で、お掃除しや
すくとの要望がありました。テーマを「Like floss silk」
（真綿のように）とし、内装仕上げを全て布団張りのイ
メージで仕上げました。受付カウンター壁面は、タイル
（名古屋モザイクTABU）。ひし形クッションのようです。
他クロスもすべてひし形クッション柄です。光の加減で
壁面の凸凹感がでるのが院長先生からお気に入りと言わ
れました。乱雑になりがちなインフォメーション等をカ
ウンター上のデザインBOXで見た目もすっきりの収納
にしました。お施主様が決められた待合室椅子に合わせ
てオレンジをアクセントカラーにしました。（原文抜粋）

設計の意図等：旧消防庁舎の老朽化に伴い、耐震機能を
向上させた計画の建物です。建物は本庁舎棟と副棟の２
棟。本庁舎棟は１階が車庫、２階が仮眠室、３階が事務
所で副棟は１階が車庫、２階から６階までホース乾燥棟
及び訓練スペースという構造で、外観はガルバリウム鋼
板外装を基本仕様としローコストなメンテナンスフリー
な材料を採用しています。省エネルギー化の取り組みと
して「LED照明」、
「土壌蓄熱暖房」、
「太陽光パネル」を
採用し、通風採光等直接自然エネルギーの活用も合わせ
計画されました。
（原文抜粋）
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写真：上／本庁舎棟外観 下左／副棟外観 下右／高機能消防指令システム
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昨年の作品

開催予定

平成24年度（平成24年４月～平成25年３月受講）
に受講された方は、今年度対象です。
※第三期・四期 詳細は、８月号にてお知らせします。
受付開始予定８月３日～（第二期は受付中）
開催地
第二期 札幌市（受付中）
北斗市
帯広市
第三期 札幌市
室蘭市
旭川市
釧路市
北見市
第四期
札幌市
苫小牧市

〈札幌支部〉 ℡ 011-232-1843
「二級建築士受験者講習会（学科）」定員20名
６月６日（土）７日（日） かでる2.7
「一級建築士受験者講習会（学科）」定員20名
６月27日（土）28日（日） かでる2.7
※二級建築士受験者講習会（製図）８月に予定してます。

編 集 後 記
風にそよぐ木々の緑もまぶしい季節、皆さんの「まちなみ」
は、いかがでしょうか？今月号では、景観への取り組みを掲載
しております。これを機にまちなみを意識すると、ゴールデン
ウィークなどを利用して行く旅先々で新たな発見があるかもし
れません。私たちの住んでいる愛着のある「まち」をいま一度

情報委員会委員長／神田
副委員長／斎藤
委
員／高松
鈴木

北海道建築士
編集・発行

がでしょうか。毎年好評の「会員作品の募集」が今月締切りで
鈴木

雅人

開催日
８月27日
10月上旬
10月下旬
11月18日（水）
11月上旬
11月中旬
２月中旬
２月下旬
３月上旬
３月下旬
光英
勝哉・早川
徹・熊谷
雅人

定員
100名
50名
80名
150名
50名
50名
50名
50名
150名
50名

陽子・森
勝利
智・柳山美保子

No.213号

印刷 平成27年４月／発行 平成27年５月

見直し、われわれ建築士にできる活動の参考にしてみてはいか
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写真：上／外観 下左／エントランス 下右／リネンサプライ工場

小六歯科内装工事

2

拓己（札幌支部）

岩倉建設㈱一級建築士事務所

〈建物概要〉所 在 地：斜里町
建物用途：専用住宅
構造規模：木造 地上２階建
延床面積：154.03㎡
建 築 年：平成25年７月

写真：左／待合室 右上／受付 右下／内観

写真：上左／本堂外観 上右／大門外観 下／作業状態

株式会社 特殊衣料 工場・社屋

美由紀（斜里支部）

建築士定期講習

各支部からのおしらせ

情報委員

設計の意図等：旭川別院は敷地23,600㎡内に本堂、大門、鐘楼堂、納
骨堂、門徒会館、幼稚園々舎を有する施設です。本堂大門は大正９
年に建立され幾度か修復され建立当時、東北岩手県の気仙大工花輪
喜久蔵にて設計・施工されました。寺院の記念事業として、地元施
工業者と気仙大工の継承をされている岩手県大船渡市の堂宮大工８
人の手により耐震化及び建立当時の復元を完了することが出来まし
た。調査より５年を経て、内部荘厳も立派に完成し本年６月中旬大
法要を厳修され事業の全てが完了しました。修復時期が東日本大震
災の平成23年であり非常に困難と思われましたが全企業の協力で成
就となりました。
（原文抜粋）

かわかつ建築設計室

平成27年度

◆平成27年青年建築士の集い（後志）
《日程及び会場》５月16日（土） 11：00～17：30
ニセコグランヒラフ（倶知安町）
《単位数》
４単位
《問合せ先》
北海道建築士会（011-251-6076）
◆改正建築士法・改正建築基準法講習会
《日程及び会場》５月14日（木） 13：30～16：30
第二水産ビル（札幌市）
他４会場（北見・旭川・函館・帯広）
《単位数》
３単位
《問合せ先》
北海道建築士会（011-251-6076）

高志（旭川支部）

㈱司設計事務所

設計の意図等：居心地のいいおうちを・・・
ご家族とコミュニケーションを大切にし、地域に密着し
た心のこもった医療をめざしたクリニック。絵本に出て
くるようなやさしい平屋の屋根の美しい建物。内部は、
ナチュラルなインテリアで落ち着いた空間が子供の気持
ちを癒してくれます。ゆったりとした待合室・隔離室の
配置・ベビーシート付の広いトイレ・授乳室と患者主体
の設計。駐車場計画も女性に優しい広めの配置と緑の植
栽を配した外構計画としました。

※詳細は、北海道建築士会ＨＰをご覧ください。

ＣＰＤ認定プログラム（４月認定）

旭川別院

設計管理：前田

「夢を育む家」Ａ邸
設計監理：川勝

作品掲載
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真宗大谷派

栄司（札幌支部）
ミサワホーム北海道㈱デザイン室

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し
てください。
②提出資料 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 申 込 書 を、CDROMに記録して提出してください。（応募作品は返却
しません）

すのでお忘れなく！

応募作品はホームページにも掲載していますのでぜひご覧下さい。（http://www.h-ab.com/）

そらいろこどもクリニック
設計施工：佐藤

一般社団法人 北海道建築士会

〒060–0042 札幌市中央区大通西５丁目11番地
大五ビル
電話 （011）
２５１－６０７６番

URL
印

刷

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

株式会社 正文舎

〒003–0802 札幌市白石区菊水２条１丁目
電話 （011）
８１１－７１５１番

