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アフターコロナを見すえて
一般社団法人北海道建築士会
新年 明けましておめでとうございます。
新春を迎え、謹んで年頭のごあいさつを申し上げ
ます。会員の皆様には、新型コロナウイルス感染症
の拡大防止に努めているなか、本会の運営に力強い
ご支援をいただき厚く御礼申し上げます。
昨年は、年明け早々から中国武漢で発生した新型
コロナウイルス感染症が、たちまちのうちに全世界
を席巻し、私たちの生活も一変するという大変な１
年でありました。その第一波から約10か月が過ぎ、
私たちも徐々にではありますが、新しい生活スタイ
ルにも慣らされてきた感があります。With コロナ
のもと、日常生活、社会生活は一旦の落ち着きを見
せておりますが、本会の活動については、このコロ
ナ禍により大きな影響を受け、本部そして支部にお
いても多くの事業が中止または延期となり、会員の
皆様にご不便をおかけしたことと思います。
特に、会員が年に一度一堂に会する全道大会につ
きましては、昨年は網走大会が延期となり、昭和63
年、洪水のため大会当日に中止となった留萌大会以
来の全道大会のない寂しい１年でありました。ご案
内の通り、空知支部のご理解のもと空知大会を令和
４年に順延し、網走大会は、今年９月17，18日の開
催に向けて、その準備を進めております。コロナ禍
も終息し、多くの皆様が参加いただける、賑やかな
全道大会となりますことを心から願っております。
一方、本会では、昨年５月の理事会そして７月の
臨時理事会において、事業の見直しとそれに伴う補
正予算を組み、
取りやめた事業に代わるものとして、
オンライン会議のツールの整備、会員専用の新たな
ページを加えるほかコンビニからの会費等の振込を
盛り込んだＨＰの改修に着手しました。オンライン
会議につきましては、すでに理事会を皮切りに各実
行委員会において活用しており、支部での利用も準
備を進めております。さらに、ＨＰでは会員限定の
動画コンテンツを用意し、ＣＰＤ単位取得にも配慮
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していくことにしております。また、アナログでは
ありますが、会員の皆様に毎月お届けする会誌につ
いても、その内容の充実を図っており今後とも皆様
の要望に応えてまいります。
今年度から始まる事業としては、支部が住民・行
政と一体となって活力ある地域を目指すきっかけと
なるように、本会のＰＲや会員等の資質向上、地域
住民との協働などをテーマとする支部やブロックの
新たな事業に助成する仕組みを創設いたします。ま
た、本部や支部の既往の事業にあてはまらない、会
員有志の発意による地域貢献に関わる活動につい
て、準備のための会議費用など、その初動期から支
援できるように地域貢献活動センターの要項を昨年
改正いたしました。このことにより、会員の皆様が
日ごろから考えていること、気が付いたことなど、
その事業の大小は問わず支援をいたしますので、多
くのエントリーをお待ちしております。
日本建築士会連合会では、改正建築士法により誕
生する試験合格後、一定の実務経験が登録要件とな
る建築士試験合格者を、「プレ会員」として入会を
促すことに決定しました。本会では、この「プレ会
員」のほか北海道の建築を支える技術者の施工管理
技士を「技士会員」として準会員のなかに位置づけ、
私たちと一緒に北海道の建築の質を高め、より安全
で安心な生活ができる建物づくり、まちづくりを推
進していくこととしました。是非とも皆様の周りの
施工管理技士の方々にお声掛けし入会の勧誘をお願
い致します。
今年も、本会では「地域の誰もが知っている。な
くてはならない建築士会」を目指し、会員増強、組
織力強化を見据え各種事業を進めてまいりますの
で、皆様のご理解、ご支援を引き続きお願い申し上
げ、新年のご挨拶とさせていただきます。
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ヘリテージ・マネージャー報告

─ 北海道ヘリテージ・マネジメント専門職育成講座 ─

2020年度第６期専門職育成講座報告（中間）
ヘリテージマネージャー特別委員会 委員長
●はじめに
北海道ヘリテージ・マネジメント専門職育成講座
は例年、６月から開始し10月で終了となります。し
かしながら、今期第６期は新型コロナウイルスの感
染拡大の状況により、３ヶ月遅れの９月12日から開
始され12月12日終了予定となっています。この原稿
を書いている11月末現在では計13回の講座の内、第
12回の講座を終えた段階となります。その中間報告
及び、今期において取り組んだその他の事業につい
て概略を紹介し報告いたします。
●2020年に行った事業
１．北海道ヘリテージ・マネジメント専門職育成講
座【第６期】(計13回)
２．ヘリテージ・フォローアップ講座（開催計２回、
中止１回）
３．ヘリテージアドバイザー研修会（計１回）

2

HOKKAIDO KENCHIKUSHI 2021.01.No281

彦（札幌支部）

月の土日に集中して計13回の充実した講座が行なわ
れております。また、前年度から道内で活躍してい
る方々を中心とした講師陣とし、地域性を踏まえた
講義の構築を考慮しています。
なお、今期は開講前に新型コロナウイルス感染状
況のフェーズに応じた感染防止策や、仮に受講生な
どに感染が発生した場合の対応方法などを十分に検
討し、確認してから開講いたしました。第11回、12
回の講座においては会場での講義と同時にZoom
ミーティングを用いたオンライン併用で行いました。
（不慣れなところがあり不備により受講生の皆様に
はご迷惑をおかけしたところもあるかと思います）

ソーシャル・ディスタンスを意識した講義会場の様子

「開拓の村」実測演習後の施設見学

ヘリテージ・
マネージャー
（ＨＭ）

ヘリテージ・
コーディネーター
（ＨＣ）

地域で保存活用を支える専
門家として、下記の受講資
格を満たすかたを対象とし
た60時間の講座を受講し、
修了考査に合格した者

建築士等や学芸員ほ
か、文化財やまちづく
り担当の行政職員、一
般市民で、30時間の講
座を受講した者

受講資格

講座の内容・スケジュール
マネージャーの育成時間は60時間、コーディネー
ターは30時間の受講が必要とされ、今期は９月～12

昌

資格要件

●各事業について
１．北海道ヘリテージ・マネジメント専門職育成講座
「歴史的地域資産等の有効活用を進めていくこと
を目指し地域の財産として次世代に継承されるよ
う、それら地域資産を活かしたまちづくりを支える
専門家の育成」を目的として開催されています。

原

資格

●３者での取り組み
事業は、
以下の実行主体と資金で行われています。
実行主体：
「北海道文化遺産活用活性化実行委員会」
この活性化実行委員会は、(一社)北海道建築士
会、NPO法人歴史的地域資産研究機構、(一財)北
海道文化財保護協会の３者にて平成26年より組織さ
れ事業運営を行っています。なお、今期の2020年11
月24日(火)より新たに「NPO法人オホーツク自然・
文化ネットワーク」が加わり４者体制となりました。
運営資金：資金面では次の文化庁の補助金を利用し
ています。
・ 地域文化財総合活用推進事業
IV．地域文化遺産．(1) 地域の文化遺産次世代継承
事業 〈1〉人材育成事業 〈2〉普及啓発事業 〈3〉
情報発信事業

川

・建築士（一級/二級/木造） ・左記各資格保有者
・技術士（建設部門）
・一般市民
・建築施工管理技士
・文化財やまちづくり
・土木施工管理技士
を担当されている行
・学芸員
政職員
・前述と同等の資格を有す
る者

全国的にもあまり見られない北海道の講座独自の
大きな特徴としては、一般市民を対象としたコー
ディネーターコースがあることと、マネージャー
コースの受講資格に学芸員が含まれる点です。グ
ループワークなどでは建設技術者だけでは得られづ
らい多様な相乗効果が生まれています。
現在までの受講実績
平成26年度の第１期講座からはじまり、今期の
2020年度講座において第６期を迎えました。
第１期から2019年度の第５期までに計151名のヘ
リテージマネージャー（ＨＭ）とヘリテージコー
ディネーター（ＨＣ）が誕生しています。
今期第６期は計21名が受講されており、仮にその
皆さんが修了し登録されるとすると計172名となる
見込みとなっています。
期

年

ＨＭ

第１期

Ｈ26年

27

6

33

第２期

Ｈ27年

33

15

48

第３期

Ｈ28年

15

10

25

第４期

Ｈ29年

11

9

20

第５期

2019
(R1)年

20

5

25

106

45

151

(16)

(5)

(21)

(122)

(50)

(172)

全体計（人）
第６期
受講生数

2020
(R2)年

今期見込全体計（人）

ＨＣ

計（人）

（弁天歴史公園、金大亭、石狩八幡神社、石狩弁天
社、旧長野商店、旧石狩小学校円形校舎、等）

金大亭

旧長野商店

旧石狩小学校円形校舎

②講
 演「石狩本町地区の成り立ちと旧石狩小学校
円形校舎の特長と今後の保存活用について」
講師に池ノ上真一氏（札幌国際大学観光学部観光
ビジネス学科教授）をお招きし、2020年３月に閉校
となった旧石狩小学校の円形校舎の特長や、今後の
保存・活用の考えについてお聞きし、また、参加者
の皆様からも多くのご意見をいただきました。
①見学会と②講演とも参加者数は23名でした。
2-2）11月14日(土) 第２回ヘリテージ・フォロー
アップ講習会 about 室蘭 ＠札幌

※平成30年は中止となっている。
※全国のヘリテージマネージャーは、計 4,772人（2019年
９月現在）

２．フォローアップ講習会
ＨＭ及びＨＣの①その資質・技術的能力の向上を
目的に開催され、また、②地域のＨＣ,ＨＣ等の活
動について紹介する機会、③北海道各地の歴史的建
造物や歴史、まちづくりを知る機会、④交流の場と
して開催されています。
2-1）10月24日(土) 第１回ヘリテージ・フォロー
アップ講習会 in 石狩

① 石狩市本町地区まち歩き（歴史的建造物等見学）
この地の成り立ちや歴史をたどり、今に残るそれ
らを記憶する建物等をめぐりました。

「旧絵鞆小学校２棟の円形校舎の魅力とその保
存・活用」と題し、旧絵鞆小活用プロジェクトのお
二方をお招きしました。代表の三木真由美氏と北海
道ヘリテージ・マネージャー【第２期講座修了】で
もある吉田幸恵氏にご講演していただきました。
旧絵鞆小学校円形
校舎の特長・魅力と
地域との関わりや、
その保存・活用の活
動の経緯と今までの
進め方や現状での苦
慮されている点、今後の活用方法、その進め方・伝
え方・展望について率直なお話しをしていただけま
した。参加者数は37名でした。
2-3）11月21日(土) 第３回ヘリテージ・フォロー
アップ講習会 in 小樽【中止】
旧日本郵船㈱小樽支店の保存修理工事の見学と、
この建物の特徴や耐震改修方法について講演をして
HOKKAIDO KENCHIKUSHI 2021.01.No281
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いただく予定でしたが、新型コロナウイルス感染急
増によるステージの引き上げ等、それらを鑑み、残
念ながら中止といたしました。いずれ状況が変わり
ましたら、時期を見て開催したいと思います。
３．ヘリテージアドバイザー研修会
全国のヘリテージアドバイザー（ＨＣ・ＨＭにア
ドバイスできる知識を有する学識者等）をお招きし、
ＨＭ・ＨＣに様々な歴史的建造物および周辺知識に
ついて周知する機会として開催するものです。
９月19日(土) 2020ヘリテージアドバイザー研修会

「京都市における歴史的建築物の保存活用～３条
その他条例を中心に」と題し、講師に文山達昭氏（京
都市都市計画局建築指導部建築指導課長）をお招き
し、全国的にも先駆的な京都市の建築基準法３条そ
の他条例を用いた保存活用の事例などを紹介してい
ただきました。参加者数は25名でした。
●全国ヘリテージマネージャーネットワーク協議会
例年、
建築士会の全国大会に合わせて協議会総会、
ヘリテージマネージャー大会が開催されます。しか
し、今年度はコロナ禍の状況下、全国大会が１年延
期されたことにより、それに代わるＷＥＢを用いた
報告発表会が開催されることとなりました。北海道
を含めた各参加団体は、５分間の動画をＷＥＢ上で
発表する予定となっています。
●北海道文化遺産活用活性化実行委員会としての
新たな事業
今期は活性化実行委員
会の新たな事業として、
北海道教育委員会の計画
のもと、北海道開発局・
北海道の後援をいただ
き、道内各地で計８回の
「縄文遺跡群ボランティ
アガイド養成講座」を主
催として開催いたしまし
た。
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●おわりに～今後取り組むべき課題
第１期から第６期までの今まで過程から、以下の
ような今後取り組むべき課題が見えてきます。
① Ｈ Ｍ・ＨＣの様々な活動や活躍を紹介する場や
場面を数多く作りＰＲしていく
② 現在の登録者151名とそして今後も増えていく同
じ志を持つ者同士の連携や情報共有ができる
ネットワークづくり
③ 補 助金に頼ることのない自主的で持続的な講座
のシステムづくり
④ ＨＭ・ＨＣの活用機会の情報提供や支援
⑤ Ｈ Ｍ・ＨＣのスキルアップできる機会の提供と
その充実
今期においてＨＭ、ＨＣのネットワーク化を目指
す準備会を設立する予定でしたが、コロナ禍の中、
思うように進まず次期に持ち越しとなりました。
今後とも、歴史的地域資産の価値や保存活用のス
キルを持つ建築士や市民が各地域で増え、地域の資
産を活性化し、次世代に繋ぐための大きな力となる
ことを期待し、そのために力を尽くす所存です。

「ヘリテージ活動・広域化へ」


(一社)北海道建築士会 事務局長

鈴木

功一

４者による調印式
※（斜里の関係者は当日天候悪化情報のため欠席）

建築士会の皆様お久しぶりです。過去の人間が
戻ってきました。よろしくお願いいたします。再度、
ヘリテージをお手伝いすることになりました。これ
まで、個々に活動してきたヘリテージ活動を迅速的
かつ効率的に調査を行うため、平成26年５月から(一
社)北海道建築士会、NPO法人歴史的地域資産研究
機構・北海道文化財保護協会の３者が共同で、北海
道遺産活用活性化計画のため活動を行ってきました。
この度、道東オホーツク地域の斜里町を拠点にし
た文化遺産の専門家の方々からなる「NPO法人オ
ホーツク自然・文化ネットワーク」様から、活動参
加の申し入れがありました。道東地域は北海道の全
体像の把握には、欠かせない団体ですので是非一緒
に目的を果たして行きたく思います。
調査活動を始めて足掛け７年になりますが、仲間
も増え、エリアが広がってきましたのでますます頑
張って良い結果に結びつく事と期待しています。

西から東から

「恵庭のまち」

花の拠点「はなふる」

情報委員会

境谷

香奈（恵庭支部）

～恵庭市～
恵庭市は、令和２年11月１日に市制施行50周年を
迎えました。恵庭市は、札幌市と新千歳空港のほぼ
中心に位置する、充実した都市機能と美しい田園環
境や豊かな自然環境を有する都市です。市街地のほ
とんどがＪＲ駅から２kmの範囲におさまっており、
歩いて暮らせるコンパクトな
「住みやすい」
まちです。
札幌駅まではＪＲ快速列車で約24分、新千歳空港
駅までは約13分と交通アクセスにも恵まれており、
大都市でのショッピングや首都圏を始めとする全国
各地及び海外への旅行にも便利なまちです。
田舎でもなく都会でもない程よいまち。
「花・水・
緑 人とつながり 夢ふくらむまち えにわ」です。
恵庭市は、昭和45年では、およそ３万５千人だっ
た人口が、令和元年９月末には、人口７万人達成。
来訪者が年間100万人を越える道と川の駅「花ロー
ドえにわ」の隣接地を「花の拠点」と位置づけ、平
成28年から整備を進めてきた、恵庭の新たな観光ス
ポットが令和２年11月11日11時11分にオープンしま
した。
～花の拠点「はなふる」オープン～
拠点として多くの人が楽しみ交流できる“７つの
ガーデン”で構成された大きな公園ができました。
「花のまち恵庭」を体感できるよう、花とふれあい、
身近でガーデニングを楽しむことができる公園で
す。公園の中には、噴水や憩いの場所が設置され、
小さいお子様から大きなお子様まで、コミュニケー
ションが取れる公園です。
野菜や苗の直売所、
「かのな」がありましたが、
公園拡大と共に建物が新しくなり、地元や近隣で取
れた新鮮な野菜も手に入れることができます。

恵庭農畜産物直売所「かのな」

「はなふる」の中にある建物は、以前、保健セン
ターとして利用されていた施設です。建物をそのま
ま利用し、花を中心とした展示、研修機能、子ども
の遊び場「りりあ」などがある施設としてグランド
オープンしました。
～旧保健センター～
保健センターは、見れば見るほど！？面白い外観
の建物なのです。この、建物のコンセプトは、身体
なのです。発見できますか？私は、わかりません！！
建 物 概 要 建 築 面 積：1,414.63 ㎡ 延 床 面 積：
2,472.18㎡ 構造：鉄筋コンクリート造 ２階建
恵庭市には市立病院がないため、夜間の診療所と
して利用されていた重要な建物でもありました。現
在は、道と川の駅「花ロードえにわ」から近いこと
もあり、花の拠点「はなふる」の名称で、ガーデニ
ングについてここに来ればわかる！を期待し、利用
される場として改修しました。

センターハウス（旧保健センター）

～おいしい食べ物～
恵庭の特産物は、かぼちゃ「えびすかぼちゃ」、
じゃがいも、玉ねぎ、お米、ハスカップ、アスパラ
などがあります。市内には多くのアイス店、パン店
があります。また、農家さんが作ったチーズなど年
中通して四季折々、楽しむことができます。
～観光～
恵庭市の南側の盤尻地区には、恵庭渓谷があり、
滝や紅葉が楽しめます。

「白扇の滝」
HOKKAIDO KENCHIKUSHI 2021.01.No281
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道士会の動き

「応急危険度判定士」への登録をお願いいたします！
【応急危険度判定士とは】
地震災害発生後速やかに被災建築物の現地調査を行い、余震等による倒壊や落下危険物等の危険度を判定ス
テッカーで表示し、人命に関わる二次災害防止を目的に実施される応急危険度判定の資格を持った方です。建
築の専門家である応急危険度判定士による判定実施は、被災者の不安緩和にも繋がり、建築技術者としての社
会貢献となります。
【応急危険度判定士の登録手続きの流れ】＊令和２年度は《書面による在宅講習》です
本会ホームページの「令和２年度

応急危険度判定士認定講習」をクリック

➡
・講習（在宅学習）資料

・理解度判定テスト

を印刷して実施

➡

建築士会へ提出
《更新》
・応急危険度判定士認定（更新）再認定申請書
・理解度判定テスト（回答済）
・応急危険度判定士認定証
・応急危険度判定士登録者カード

建築士会へ提出
《新規》
・応急危険度判定士認定申請書
・理解度判定テスト（回答済）
・資格を証明するものの写し
・写真 ２枚
・応急危険度判定士登録者カード

詳しくは本会ホームページをご覧ください

「技士会員」
「プレ会員」の創設について

令和３年

（一社）北海道建築士会会員作品の募集
みなさんの手がけた建築作品を広くアピールしてみ
ませんか。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９月
発刊「北海道建築士№289」に掲載します。多くの会員
の応募をお待ちしています。
※応 募要項など詳細は、３月発刊「北海道建築士№
283」に掲載。また北海道建築士会ＨＰ（http://www.
h-ab.com/）では、第１回～８回の作品も見ることが
できます。

令和２年 建築士試験「設計製図」合格者（北海道）
二級建築士
木造建築士

実受験者
344名
３名

合格者
166名
１名

合格率
48.26％
33.30％

(一社)北海道建築士会運営規則が改正され、令和
３年１月から北海道建築士会準会員の呼称として、
施工管理技士資格者を「技士会員」、登録前の建築
士試験合格者を「プレ会員」とすることとなりまし
た。（建築士を目指す方は変わらず「準会員」とな
ります）
４月から施行予定の建築業法の経営事項審査の基
準の改正において、審査項目に継続能力開発制度
（CPD）が加点対象となります。準会員のみなさ
まも建築士会CPD制度に参加できますので、ぜひ
ご活用ください。

令和３年 北海道建築士会年間行事予定
１月

二級・木造建築士免許交付式

７月

二級建築士学科試験
一級木造建築士学科試験

２月

一級建築士免許交付式

８月

二級建築士学科試験合格者発表

９月

第３回理事会（３日）
全道大会（網走大会）
（17日・18日）
一級木造建築士建築学科試験合格発表
二級建築士設計製図試験

３月
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第１回理事会（10日）
定時総会（26日）
全道青年委員会連絡会議（27日）

４月

二級木造建築士試験受付
一級建築士試験受付

10月

一級木造建築士設計製図試験

５月

第２回理事会（14日）
青年建築士の集い

11月

全国大会（広島大会）
（20日・21日）

６月

支部長・事務局長合同会議（11日）
青年委員会「建築士のお仕事体験イベント」

12月

HOKKAIDO KENCHIKUSHI 2021.01.No281

第４回理事会（10日）
建築士試験設計製図試験合格者発表

Coffee Break

斜里支部

５感で感じるものづくり体験

青年部長

鈴木

隆明

斜里支部青年部は、新型コロナ
ウイルスの影響を受け昨年度の行
事などが全て中止という結果に
なってしまいました。そのためこ
こでは以前に初めて参加した斜里
町のイベント『子供芸術フェス
ティバル』
についてご紹介します。
木育がテーマのワークショップ
を担当することになり会員と何を
しようか？そこから始まり、やっ
ぱりものづくりを経験して木とふ
れあい、楽しみや喜び、そしてな
によりものづくりに興味を持って
もらいたい！小学生以下が対象

紋別支部

ベント考案や実施などの参考に
なったと思います。最後にこのイ
ベントを体験した子供達がものづ
くりや建築という仕事に少しでも
興味を持ってもらったら最高で
す！

いすづくり体験の様子

紋別支部近況

事務局長

鈴木

だったので『親子で一緒に木でい
すづくり体験』に決定しました。
まずは設計図を作成、小さい子
でも作れるようにあらかじめキッ
トに加工して会場ではインパクト
ドライバーで組み立てできるよう
にしました。当日は予約制だった
ので20組分を作っておきましたが
開場後すぐに予約は埋まり予想以
上の反響でした。
作り方を説明しながら会員など
が手伝い、進めていく感じで少し
ずつ形になっていくと子供たちの
真剣な顔とそれ以上に真剣な親の
顔を見ることができました（笑）
今回初めての参加により、どの
ようにしたら子供たちが楽しめる
か？喜ぶか？を会員皆で考えなが
らイベントに参加でき、今後のイ

光彦

紋別支部の事務局長となり、３
年が過ぎようとしております。慣
れてきたところでしたが、令和２
年は「新型コロナウイルス」に翻
弄された一年となってしまいまし
た。そんな中でも、注意を払いな
がら、活動を行っている支部もあ
るかと思います。紋別支部は、総
会の開催はしたものの、その後の
事業について、ほぼすべて中止と
なってしまいました。2015年に紋
別にて全道大会を開催してから、

青年部の活動が活発になり、事業
が増え活気が出てきていたところ
でしたので、活動ができない状況
が本当に残念です。令和２年は支
部からお伝えできるニュースがあ
りませんでしたので、私の仕事の
関係から一つお伝えいたします。
紋別といえば、オホーツク海の
流氷を思い浮かべる方も多いので
はないでしょうか。この度、新し
い 流 氷 観 光 船「 ガ リ ン コ 号 Ⅲ
IMERU」が完成し、令和３年１
月９日より、本格就航する予定と
なっております。オホーツク海の
観光の拠点として多くの皆さまに
利用いただけると嬉しいです。観
光客の増加に伴い乗船場が狭隘と

なることが予想されることから、
旅客施設である「海洋交流館」に
ついても改修を行っております。
（これは私が
担当している
現場となりま
す）新たに
フードコート
も新設されま
すので、流氷
観光とオホー
ツク海の食を
堪能しに、是
非、紋別にお
越しいただけ
ると幸いです。
ガリンコ号Ⅲ IMERU

高性能改質アスファルト塗膜材と高性能ルーフィングが実現させた
「加熱型」 改質アスファルト塗膜防水 ：プライムアス工法
熱アスファルト防水で使用する工事用アスファルトの性能を極限まで高め、
JIS A 6021 建築用塗膜防水材に相当する高い伸び率を得ることで、画期的な「省⼒化」工法が確⽴
●高性塗膜防水材を組み合わせることで、単層ながら3層防水に匹敵する性能
●加熱型の最⼤のメリット「施工⇒即硬化」で、次工程までに時間が短縮
●加熱型であるため、冬季の施工にも対応
●低臭タイプのアスファルトにより、CO2排出量が低減し、環境配慮も充実
●電気型溶融釜を使用することで、更なる省⼒化と環境対応を実現
●工期短縮を求められる外構工事にも効果を発揮

〒060-0042 札幌市中央区⼤通⻄6-2-6 ⼤樹生命札幌⼤通ビル3階 田島ルーフィング(株)内
Ｔｅｌ 011-221-4014

技術協⼒メーカー：

Ｆａｘ 011-222-3627

田島ルーフィング株式会社
HOKKAIDO KENCHIKUSHI 2021.01.No281
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information

道士会の動き

本部の主な行事予定（１月)

道本部の主な会議報告（12月)
◆第５回理事会
〈開催日〉12月４日(金)
〈議 題〉１）令和２年一般会計事業報告（10月末）
及び収支決算見込
２）令和２年特別会計事業報告（10月末）
及び収支決算見込
３）
『
「(一社)北海道建築士会特別活動費」
の活用及び助成額、助成申請の手続
き並びに助成の決定に関する要項』
の制定（案）
４）実行委員会事務分掌
５）(一社)北海道建築士会会員入退会様
式の変更（案）
６）
「(一社)北海道建築士会Web会議シ
ステム利用規則」の制定（案）
７）本会の会費未納者への請求期間
８）
（一社)北海道建築士会事務局職員就
業規則の改正（案）
９）令和３年一般会計事業計画及び収支
予算（案）
10）令和３年特別会計事業計画及び収支
予算（案）
11）令和３年定時総会
12）定款第６条に基づく会員の入会承認
（案）
◆第３回情報委員会（WEB）
〈開催日〉12月12日(土)
〈議 題〉１）令和３年事業計画及び予算
２）会誌「北海道建築士」他

ＣＰＤ認定プログラム（12月認定）
◆JSCA北海道支部2021技術交流会
《日程及び会場》１月19日(火) 15：30～17：30
札幌市民交流プラザ（札幌市）
《単位数》
２単位
《問合せ先》
(一社)日本建築構造技術者協会北海道支部
℡ 011-206-6600

23日(土)
23日(土)

まちづくり小委員会
第１回青年委員会

30日(土)

二級・木造建築士免許交付式

関係機関等会議参加予定（１月)
20日(水)


講習会のご案内
監理技術者講習
１月20日(水)
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伊藤

１月21日(木)

函館市

札幌市

“会員専用ページ”でオンデマンド配信中！

■視聴方法：北海道建築士会ＨＰの上記「会員
専用ページ」をクリックしパスコードを入力
■１月パスコード：Spp001

令和３年専攻建築士登録申請受付のご案内
専攻建築士認定申請について
〈受付期間〉令和３年１月４日～２月28日（当日消
印有効）
〈申 請 書〉北海道建築士会ＨＰよりダウンロード
できます。
〈申

込〉申請手数料（審査手数料・登録料）の
振込控えを申請書に添付し北海道建築
士会へお申込みください。

新年明けましておめでとうございます。昨年は新型コロナウ
イルス感染症の関係で全世界を震憾させる事態に陥る年になり
ました。そのコロナ禍の方策としてオンライン会議のツールの
整備やＨＰのリニューアルなど会員の利便性を図る事業展開を
実施してきました。
また、会誌「北海道建築士」においても新たな情報や全道市
町村を対象としたまちづくりなどを紹介する誌面づくりなど内
容の充実を図って参りますので今後とも皆様方のご支援をよろ
しくお願いします。
“コロナに負けず！”頑張りましょう！
情報委員会常務理事

札幌市

建築士定期講習
１月27日(水)

編 集 後 記



日本建築士会連合会理事会（東京）
高野会長出席

隆英（恵庭支部）
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