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『必ず、見える10年後の建築士と仲間たち』

全道青年委員会連絡会議 ２年ぶりに開催
青年委員会 川

３月27日、毎年３月に行われる連絡会議を２年ぶ
りに開催しました。昨年の連絡会議は、新型コロナ
ウィルス感染拡大に伴い中止。今年も感染が治まっ
ていないことから青年委員会の事業では、はじめて
のWeb開催となりました。今回の連絡会議には、
全道各地より青年委員40名がWebで参加しました。

連絡会議Web開催の模様

「昨年は青年委員会の活動ができなかったので
久々にみなさんの顔がみられてよかった」という近
藤青年委員長の挨拶ではじまりました。青年委員会
事業方針の発表では、昨年は青年委員が刷新され新
しいメンバーになったもののコロナ禍で活動の全て
が中止に追い込まれましたが、本年度はWebを活
用し顔の見える青年委員会として活動したいと意気
込みを語りました。この後、休憩をはさみ研修会と
なりました。例年、連絡会議ではさまざまな研修を
行っていますが、今年はいつもの「技術研修」に加
えて、コロナ禍において働き方を変えなくてはなら
ない状況にあることから「働き方について考える」
の２部構成でWeb研修を行いました。講師は、二
つの肩書をもつ大友彩加様にお願いしました。
第一部では屋根メーカである片山鉄建㈱の営業と
して「屋根製品の紹介」、「屋根の防水性とコストバ
ランス」
、
「屋根を選ぶ視点」について講演いただき
ました。第二部では働く女性のあり方について考え
る活動をされている「営業部女子課の会」花咲か特

島

亮（札幌支部）

派員として「建築業界のこれからの働き方について
考える」と題して建築業界は働きやすいか、育児休
業、ワークライフバランス等について講演いただき
ました。講師自身、コロナ禍で営業スタイルを変え
ざるを得ないことに加えて、出産を経験し産休育休
後職場復帰し働き方で試行錯誤しているため熱のこ
もった講演となりました。また同じ建築業界で働い
ている講師のご主人を例に建築の人が学生のころか
ら学業や仕事で徹夜して自慢気に話すことへの不思
議さから建築業界の特殊な働き方にはじまり、育児
休業中に感じた孤独、新人時代身近にロールモデル
が不在で寂しいことも多かったけど後に続く人には
「自分のなりたい」を少しずつ見せていけばいいと
思えるようになったと話がつづきました。そして、
今回の研修が建築業界を明るく未来ある場所にする
ために「働く」をよくしたいを考える上でスモール
ステップになればうれしいですという言葉で講演を
終えられました。

大友彩加講師によるWeb研修

私たちが仕事だけでなく各々が重視したいことと
どのようにおりあいをつけ生活の質をよくするか考
えさせられた時間となりました。今期青年委員会は
我々のあとに続く人達のためにも『必ず、見える10
年後の建築士と仲間たち』をキーワードに活動しま
すのでよろしくお願いいたします。
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新入会員紹介

新入会員紹介

一緒に楽しんで、学んで、
そして発信しましょう！

ようこそ建築士会へ

はじめまして

中田

良思（札幌支部）

■ 勤務先・仕事内容：伊藤組土建㈱/主に購買・原価管理
■ 入会年月日：令和３年１月
■ 建築士会での活動：まだありません
■ 建築士会入会のきっかけ：建築士としてのスキル向上

■ 自己ＰＲ

はじめまして。この度、今年の１
月に北海道建築士会に入会した中田
良思（なかたりょうし）と申します。
どうぞよろしくお願い致します。
大学卒業後に今の会社に入社し、
施工管理業務を約７年、積算業務を
約２年、そして現職の購買・原価管
理業務を約18年務めております。
若い時に建築士は取得していまし
たが、今まで建築士会との繋がりは
札幌支部のビールパーティー参加ぐ
らいしかありませんでした。現在のコ
ロナ禍の状況では、講習会や勉強会

も開催されず、参加が思うように出来
ない状況となっており、建築士会に
入会することで様々な情報に触れる
ことが出来たらと思ったのが入会の
きっかけです。今後は会員様とも交
流を深めて行きたいと思っております。
話しは変わりますが、趣味のひと
つとして自分のルーツを調査して、
そこから家系図の作成をしていま
す。一番古くて江戸時代初めの1600
年代初頭の方までさかのぼることが
出来ました。ここまでルーツが解っ
たら、やはり実際にその場所に行っ
て、ご先祖様が見た同じ景色を見て

士別市にご当地ポストができました！…え？赤くないポスト！？
■ 勤務先・仕事内容：士別市役所・建築行政、営繕等
■ 建築士会での活動：事務局、ボランティアゴミ拾い

■ 自己ＰＲ

初めまして！昨年度より士別支部
に入会した安達七海です。市役所の
建築係
“技師”として勉強の日々を過
ごしています。出身は愛知県で北海道
に来て４年経過しますが冬の豪雪に
は慣れず、滑るたびに体幹の無さを
痛感します。休日は家で絵ばかり描い
ているので完全に運動不足ですね…。
さて、ここからは仕事の話を。入
庁してまだ数ヶ月のある日、先輩か
ら「新庁舎のポストのデザインどれ
がいい？」と相談を受けました。数
案のデザインを見ましたがとっさに
「デザインしてもいいですか？」と
口が動いていました。理解ある先輩

みたいと思い、コロナ禍前には休み
を見つけては少しずつ現地に行って
きました。そして現地では、実際に
何人かの親戚に初めてお会いする事
が出来ました。遠い親戚にはなりま
すが、共通のご先祖を持つ同士とし
て大変有意義な時間を過ごすことが
出来ました。
平成から令和へと時代は移りまし
たが、この間に得た知識・経験を次
の令和の時代へも引き継いで、心身
の健康に留意し、より一層建築士会
や社会に貢献出来るよう頑張りたい
と思います。

安達

七海（士別支部）

■ 入会年月日：令和２年８月
■ 建築士会入会のきっかけ：先輩のすすめで

（ここは先輩の校正）の快諾を得て
デザインを任されてからは不安より
も「趣味で描いてたことが活かされ
る！」と、楽しさが上回り、溢れ出
すイメージを紙に描き続けました。
デザイン案が数点完成し、プレゼン
したところ、先輩方から「おもしろ
い！」
「この手があったか」と採用
が決まりました！また、違う視点か
らの提案も聞き、現場という刺激を
受けながら、３つの案を１つに凝縮
して最終版となりました。特徴とし
て①市の宣伝、インパクトを狙い乳
白色（サフォーク羊色）のポスト②
市のゆるキャラ「さほっちファミ
リー」の切手③投函口へ続く足跡の

よろしくお願いいたします。

先には…と楽しめる要素を盛り込み
完成したメーメー『さほっちポスト
１号』ですが、デザインが好評で現
在『第２号』をデザイン中です！ぜ
ひ『さほっちポスト１号＆２号』を
探しに士別市へお越し下さい！

さほっちポスト

土谷

智美（十勝支部）

■ 勤務先・仕事内容：北王コンサルタント㈱/建築設計・工事監理
■ 入会年月日：令和２年10月
■ 建築士会での活動：まだありません
■ 建築士会入会のきっかけ：会員からのお誘い＆情報収集

■ 自己ＰＲ

初めまして、昨年10月より入会さ
せていただきました土谷智美と申し
ます。
設計事務所、工務店、行政と様々
な環境で建築設計に携わってきて、
実はすでに二十数年経っております。
今まで公な活動はほとんどしてお
らず、他の環境の方々とはあまり交
流もせず、ただ設計図を描きこなす
みたいな感じで長年仕事に邁進して
きましたが、行政での数年間で今ま
でとはまた違う立場で人とのコミュ
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ニケーションを通じ、仕事していく
ことの大変さや楽しさなど新たな経
験をすることで、多くの今までにな
い思いを感じることができました。
まだまだ知らないことが多くあ
り、日々勉強していくことの大切さ
も感じておりました。
今回建築士会に入会させていただ
くことになったのも、そんな思いも
あり、昨年４月に職場が変わったこ
とを機に、ほんと今更なのですが、
入会させていただくこととなりまし
た。

より多くの方々と交流を図り、少
しでも皆さま方から知識や情報を得
ることができたらなと思っておりま
す。
お恥ずかしながら『経験年数』だ
けはあるものの、何分『経験値』が
さほどない未熟者ですもので、皆さ
ま方のような活動ができるとは思え
ませんが、わたくしなりに活動に参
加させていただきたいと思っており
ます。
ふつつかものですが、どうぞよろ
しくお願いいたします。

女性の窓
建築省エネ法の改正

100

鈴木

『写真の整理』
岩崎

美乃（函館支部）

家族の写真を整理したいと思っ
ていても時間がない、面倒、アル
バムに貼ってある写真ばかりでは
ない等なかなか手掛けることがで
きませんね。さらに親世代の昔の
写真も今後のことを考えると自分
が整理することになりそう。
そんな誰もがストレスに感じて
いる『写真の整理』について、私
の例を紹介しますね。

②付箋を貼る

〔 整理のポイント２－選ぶ 〕
①飾りたい写真を選びます。12
枚程度にしました。②人別に分け
た写真を年代別に分け並べます。
子ども90枚、夫婦それぞれ30枚、
親世代の写真は20枚程度。③選ん
だ写真をどのように収めるかを考
えてアルバムを用意します。

①写真の現状

〔 整理前の準備 〕
「写真をどのように保存するの
か」を決めます。例えば、部屋に
飾るのか、アルバムに収めたり
フォトブックを作って時々見るの
か、写真を全てデータ化しパソコ
ンやスマホで見るのか？ この
「決める事」がとても重要です。
私は、家族写真をダイニングカウ
ンターに２～３枚飾り、季節ごと
に入れ替えて楽しみ、それ以外は
アルバムにまとめておくことにし
ました。
〔 整理のポイント１－分ける 〕
自分と家族の写真を人別に分け
ます。子供達の写真は結婚式で、
自分と夫の写真は葬儀でのビデオ
投影の可能性（？）から残す枚数
を判断しました。選ぶ基準は写り
方の満足度です。良いと思った写
真には付箋を貼り透明ファイルに
仮置きします。
（箱や袋でもＯＫ）

③人別に分ける

〔 整理のポイント３－収める 〕
最初は人別に収めようと思いま
したが、撮影年ごとに（緩めに）
並べることにしました。今後も増
えていきますし、気に入った写真
はデータではなく、アルバムなど
で直ぐに見られるようにしたいの
で、追加が簡単なようにしました。

④ポケットタイプのアルバムに収める

写真をどのような状態にしてお
きたいのかを想像するところから
始めるのがよさそうです。写真は
家族との大切な時間の一瞬を切り
取ったものです。整理をしながら
家族へ感謝したいと思いました。

彩恵（札幌支部）

この４月に改正建築物省エネ法
が施行され、戸建て住宅の新築に
おいて建築士から建築主への説明
義務が制度化されました。これを
機にまず自宅の評価をしてみよう
と、少し手を動かしてみました。
私の家は札幌版次世代住宅の補
助金制度が始まった年に新築し、
ハイレベルの補助金を頂いた住宅
です。当時の省エネ指標は熱損失
係数でＱpexに入力し計算値を出
しました。
（Ｑ値＝0.61）自宅設
計の後、仕事で戸建住宅に関わる
こともなく外皮計算からは遠のい
ていましたので、一念発起、標準
計算のモデルを作ろうと今一度、
面積を拾い出すところからやって
みました。当時難解と思っていた
基礎断熱のψ値にたどり着くのに
も、またもやずいぶん時間がかか
り、更に一次エネルギー消費量を
出すための日射熱取得率は、冷房
期と暖房期それぞれの値を算出せ
ねばならないという…それは、相
当な作業量でした。（結果はＵＡ
値=0.18、一次エネルギー消費量
90ＧＪ）外皮に関しては、熱橋と
基礎断熱の入力がＱ値の時と違い
ました。土間下に敷いた断熱材が
計算上に現れてこなくて悲しかっ
たです。熱損失係数としては大き
く数値を左右していた換気も、一
次エネルギー消費量の中に埋もれ
て見えづらくなっていました。
実際、省エネ基準に適合するに
は、仕様ルートの部位別熱貫流率
基準から床・壁・天井の仕様を決
めると、標準計算で入力したとき
に基準を下回る事は無いのだろう
と思います。窓性能も我家の新築
当時に比べ格段に良いものが多く
なりました。ただ、この断熱仕様
は20年前とさほど変わらないと思
います。最低レベルと考えて、も
う一歩先を提案したいものです。
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特集

「変わる北広島」

特集

「変わる北広島」北海道ボールパークＦビレッジ
嘉

高い交通利便性
約６万人が暮らす北広島市は、明治17年に広島県
人25戸103人が、一村創建を目指して原始の森に鍬
を入れ、今日の基礎が築かれたことに始まります。
古くから交通の要衝で、クラーク博士がBoys be
ambitious（青年よ 大志をいだけ）の名言を残し、
学生たちと別れた地でもあります。千歳で飛行機を
降りて、札幌へ向かう間に北広島市があるイメージ
です。
（ＪＲで札幌から快速電車で16分、新千歳空
港から20分）
2023年新球場開業
収容人数35,000人規模となる新球場の整備等を通
じて、北海道のシンボルとなるまちづくりを目指す
計画（ボールパーク構想）であり、ボールパークを
核として、特に札幌圏の魅力と活力向上を牽引する
拠点形成を目指すものです。
新たな観戦環境を取り入れた新球場及び緑地、広
場等の公共施設を建設することで、より多くの来場
者を呼び込み、賑わいのあるコミュニティ空間を創
出し、北広島市において多様な世代の集うスポーツ
コミュニティ空間を醸成することに貢献します。
民間都市再生整備事業計画
・事業者 株
 式会社ファイターズ スポーツ＆エン
ターテイメント
・事業施行期間（予定）
2020年５月１日～2022年12月31日
2023年３月 新球場開業
・事業区域
北広島市共栄（きたひろしま総合運動公園内）
商業地域、準防火地域、地区計画区域
・建設費用 約600億円
・仕
様 開閉式屋根・天然芝フィールド
・建築面積 51,300㎡
・延べ面積 119,942㎡
・収容人員 約35,000人
・構
造 ＳＲＣ造一部Ｓ造
・階
数 地下１階、地上７階
開閉式屋根による天然芝の球場
天然芝の球場にこだわり、屋根は積雪地帯ならで
はの切妻を採用しており、壁面は大きなガラスを使
用し開放感を実現します。
魅力的な周辺施設
水と触れ合える公園やキャンプ施設など自然を満
喫できる空間を整備します。商業施設や宿泊施設な
4
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屋

康

夫（北広島支部）

ど、さまざまな施設を整備することで、試合がない
日でも訪れたくなるボールパークを目指します。
自然に囲まれた中に球場が出現
ＪＲの車窓から、工事作業現場の景色は現在カニ
の足のように大小のクレーンが20本生えています。
進捗状況20％で今後、屋根工事が始まると30本にな
るそうです。
球場建設費600億
ＵＳＪのハリーポッターエリアが500億円、ＴＤ
Ｌの美女と野獣エリアで750億円と言われているこ
とからおおいに期待できる規模となっています。因
みに、札幌ドームは建設当時で422億円でした。
また、人口６万人の市としては３万５千人の観客
数は、観光客が同数押し寄せるのと同様、経済効果
を近隣の市町村共々大いに期待しています。
工事は着実に進行中
新球場建設に注目が集まっておりますが、交通渋
滞緩和のアクセス道路、水道、下水道、環境保全、
既存の駅改修、新駅の整備また関係機関との調整な
どたくさんの課題をクリアしながら、現在は昼夜を
問わず工事が進められています。少しずつ完成に向
かう新球場の様子に注目してください。

国内最大級の850ｔクレーンが登場

新球場名

エスコンフィールドHOKKAIDO

西から東から

「小樽のまち」

小樽警察署と地獄坂※

情報委員会

早川

陽子（小樽支部）

～小樽市～
小樽市は今年市制99年目を迎え、人口は11万２千
人、観光客は年間400万人前後でしたが、昨年は上
半期で1/3に落ち込みました。
桜の頃、
魅力ある建築物と桜咲く景観を巡ります。
ＪＲ南小樽駅
明治13年
（1880）手宮～札幌駅間に開運停車場とし
て開業。その後、駅名は住吉停車場、小樽駅と変わ
り、大正９年
（1920）南小樽駅に落ち着きました。
現駅舎は昭和33年（1958）の建設。レトロモダンな
ＲＣ平屋の駅舎とホームを結ぶ鉄骨・板張りの跨線
橋、電車は線路に覆い被る桜のトンネルを通り抜け
てゆき、陸橋からは咲き誇る桜との共演を楽しめま
す。現在バリアフリー工事中でこの跨線橋と桜の眺
めも今春で見納めのようです。

市民に親しまれています。
建物は設計にあたり、市や市民グループの要望を
受け入れ、旧庁舎（昭和12年建設）のタイル張りの
外観や縦長の窓、階段室の丸窓や玄関周りのデザイ
ンが再現され、落ち着きのある街並みに調和してい
ることから、平成13年（2001）に都市景観賞を受賞し
ました。
警察署は桜の木をとても大切に管理しているそう
で、地獄坂もほっと一息の季節を迎えます。
手宮公園

手宮公園と北防波堤※

ＪＲ南小樽駅舎と跨線橋を陸橋から望む

小樽警察署
小樽は坂の街、数多くの坂の中でも「地獄坂」は
一度聞いたら忘れられない名前でしょう。小樽駅近
くにあるこの坂の途中には警察署、税務署、法務局
が並んでいました。現在は警察署のみになりました
が、庁舎の前庭の桜は小樽でもいち早く咲くことで

小樽港を一望する高台に位置し、明治43年（1900）
に開設されました。小樽市重要眺望地点に指定され
ています。遠くは石狩湾を望み、公園一帯が桜に覆
われる景色は圧巻です。港を特徴づけている北防波
堤は、コンクリート製の日本初の本格的な外洋防波
堤として11年の歳月をかけ明治41年（1908）に完成
し、現在もその役割を果たしています。
公園周囲には旧手宮鉄道施設（重要文化財）、手
宮線跡の散策路などがあり、令和元年（2019）それら
は日本遺産「炭鉄港のストーリー」の構成文化財と
して選定されました。北海道の産業景観として今後
の展開が期待されます。
桜前線北上中。４月中旬に北海道上陸の予報です。
（※小樽市提供）
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まちづくり会議
北海道建築士会まちづくり会議

『これからの、魅力ある街づくりと、
建築士の役割』
まちづくり委員会副委員長

松本

純（札幌支部）

2021年３月20日 北海道建築士会 まちづくり会
議を、ZOOMを利用したオンラインで開催いたし
ました。昨年は、新型コロナウィルス感染の波が起
きたばかりで、開催するかぎりぎりまで検討した結
果、開催を断念したため多くの方々にご迷惑をおか
けしましたが、本年はオンラインによる会議やセミ
ナーが一般化されつつあることから、早い段階でオ
ンライン開催を決め、準備を行いました。
開催テーマを
『これからの、魅力ある街づくりと、
建築士の役割』とし、コロナ禍により大きく変わっ
た世界の中で、主に観光まちづくりを共通テーマと
してのまちづくりと建築士の役割を考える内容です。
はじめに、連合会におけるまちづくり部会を担当
する各委員会の活動・動向報告を行いました。北海
道建築士会まちづくり委員会の活動報告を、永井雅
規委員より、
まちづくり活動事例集の作成を中心に、
被災地応急支援委員会の報告を小町美穂委員長より
活動状況と応急危険度判定講習について、ヘリテー
ジマネージャー特別委員会の報告は川原昌彦委員長
より歴史まちづくり部会の活動方針、北海道ヘリ
テージ・マネジメント専門職育成講座の中間報告を
頂きました。各委員会ともコロナ禍で活動の制限が
ある中でも出来ることは何か？という事を模索し活
動を行ったこの１年です。
講演は、㈱北海道二十一世紀総合研究所 調査
部・特任審議役、北海道観光を考えるみんなの会
会長 木本 晃様に『これからの、北海道の観光戦
略と建築士の役割』をテーマにお話しを頂きました。
これまでの様なマス・ツーリズムでは無く、コロ
ナ禍の中、コロナ後を見据えたこれからの観光戦略
は、来てもらう『ヒト』を選び、高いサービスを必
要とする要求に応え、その場を作り、ブランド力を
高めることで、観光により『まち』を少しづつ変え
ていくことが出来る。観光によるまちづくりという
視点からみると、
『ヒト』に来てもらうには場所が
必要で、例えば現存する資産や資源の活用として空
き家や空きビルの価値を再評価し活用することで、
夢や希望を持った人々にチャンスや経験を与え、新
しく雇用も生まれ、人が動く事で『まち』に賑わい
が戻り活性化につながる。建築士は職能を活かして、
リノベーションや工夫により、人が集まりたくなる
居心地のいい居場所創りとして貢献、参加、場合に
よっては主体となることが出来る。また、実際にそ
のようにすでに活動をされている全国の建築士をご
紹介いただきました。
6

前向きに夢を語って頂いた一つ一つの力強い言葉
が、ご参加の皆さまの心に響いたことと思います。
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開催中の画面

木本様のご講演の余韻を残しながら、ZOOMの
ブレイクアウトルーム機能を利用して、グループ討
議を行いました。「これからの、魅力ある『まち』
づくり・建築士としてできること」をテーマに、グ
ループリーダーを務めるまちづくり委員に縁のある
『まち』を題材に話し合っていただきました。初め
て行うブレイクアウトルームでのグループ討議とい
う事で、内容や進め方の不安がありましたが、ご参
加いただいた皆様から積極的な発言を沢山いただ
き、講師の木本様も聴き入って頂いている場面もみ
られ、
有意義なディスカッションとなったと思います。
グループ毎に内容の発表では、時間設定の読みの
甘さ以上に、各グループとも盛り上がった興味深い
発表内容で、進行を務めていた私も勝手に時間を延
長することを決めて聞き入ってしまいました。北海
道にはまだまだ知らない観光資源に出来る自然・都
市・歴史・文化・産業・食・人材がいることを改め
て認識し、これからへの期待度が高まると共に、建
築士として役割を果たせる様、皆様にもご尽力いた
だき、私個人も努めたいと感じました。
初めてのオンライン開催で、進行や機器のセッ
ティングミス、通信の不具合もある中皆様にご協力
いただき、無事終えられた事に感謝申し上げますと
共に、来年は皆様にお会いして開催出来ることを願
い、ご報告といたします。

事務局での開催の様子

Coffee Break

室蘭支部

事務局長就任と支部の現状

事務局長

渡辺

淳

今年度から新事務局長として就
任する事となりました室蘭支部
渡辺です。微力ながら支部に貢献
できればと思っております。宜し
くお願い致します。
新型コロナ感染症の影響がまだ
まだ続く中、室蘭支部の昨年度の
事業は、支部総会については行え
たものの、ビアパーティーや忘年
会など中止となり、2018年に全国
大会さいたま大会の地域実践活動
報告で発表を行った『親子ふれあ
い工作室』も同様に中止となって
しまいました。
この『親子ふれあい工作室』は
室蘭支部青年部が中心となり室蘭
青少年科学館で子供へ木の温もり
やものづくりの楽しさを知っても
らうと共に、建築士会のＰＲがで
きる場としても捉えておりまし
た。科学館や保護者の方々からも
評判が良かった行事でしたので、

美幌支部

の事務局員を１名配置して運営を
行なっていく事となりました。
決して支部の運営が潤沢な訳で
はなく、支部の会員数の減少が止
まらず、平成22年には200名近くの
会員が在籍していましたが、現在
は130名とこの10年で70名も減って
おり、支部総会においても毎年会
員増強の議題が上がっております
が、決定的な打開策が見つからな
い状態が続いております。
この新型コロナ感染症という経
験をした事がない状況で、なかな
か明るい話題が見つかりません
が、終息した時には笑いながら会
える事を楽しみにし、それまでは
おとなしく家でビールを飲んでい
たいと思います。

【親子ふれあい工作室】

【支部総会】

美幌町役場庁舎・津別町役場庁舎が2021年５月に完成します

事務局長

山岸

非常に残念に思います。
本年度行事についても全く開催
の見通しがつかない状態となって
おります。
室蘭支部は1952年（昭和27年）
に創立され来年に創立70周年を迎
えます。今年の春には記念事業を
行う為の委員会を発足させて準備
を開始する計画だったのですが、こ
の先の新型コロナ感染症の状況も
読めず、会議等の開催もままならな
いという事で、記念事業の延期が
支部総会にて議決されたところです。
支部の現状としましては、昨年
の８月より事務局の体制が変わ
り、これまでは事務作業を事務局
長と数名の会員の中で行っていま
したが、新しく一室を借り、専属

百合子

新型コロナウイルスのニュース
ばかり、支部の事業活動にも悪影
響ばかりですね。その代わりに地
域の話題を提供します。
2021年５月に２町同時頃美幌町
役場庁舎と、津別町役場庁舎が完
成いたします。
美幌町役場庁舎は、鉄筋コンク
リート造地上３階・地下１階建
て、延床面積は約4738㎡、メーン
コンセプトは「人と未来をつなぐ
空間」防災拠点などとしての「安

令和３年

心」、憩いの場などの「親しみ」、
窓口機能の強化など「便利」、の
３つのキーワードを掲げています。
災害時に対策本部となるオペレー
ションルームを町長室近く、情報
発信拠点を待合スペースにそれぞ
れ設けるほか、地下には防災備蓄

美幌町役場庁舎

（一社）
北海道建築士会会員作品の募集

応募対象

応募資料

①対象建物

①申 込 書

 成29年以降に竣工し、検査済証の交付を受
平
けた建物で、その用途、規模等は問いません。
ただし、確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
予め所有者、管理者等の了解を得てください。
応募締切

庫を整備する。避難所になるしゃ
きっとプラザとは最短距離で移動
できるよう動線を確保できます。
津別町役場庁舎は、鉄筋コンク
リート造一部木造２階建て、延床
面 積3240 ㎡、 全 体 は 鉄 筋 コンク
リート造だが、執務スペースや議
事堂は木造。木造部分は地場産材
の梁などを使用する。「健康福祉
センター」として、健診などに利
用できる広さ約150㎡のコミュニ
ティホールなども併設する。
建設中の動画が発信されていま
すので、是非興味のある方はご覧
いただければ幸いですし、完成後
もし近隣に立ち寄る機会がありま
したら見学して頂きたいと思います。

令和３年５月14日（金） 必着

②提出資料

 定の申込書を本会HPからダウンロードして
所
記入してください。
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、CD-ROMに記録して提出してくだ
さい。
（応募作品は返却しません）

作品掲載
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№289」
に掲載します。
※詳細は、北海道建築士会HPをご覧ください。
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information

道士会の動き

関係機関等会議参加予定（５月)

道本部の主な会議報告（４月)
◆第１回女性委員会小委員会
〈開催日〉３日(土) (web)
〈議 題〉１）
「女性会員とのWEB座談会」開催
◆第１回事業委員会
〈開催日〉10日(土) (web併用)
〈議 題〉１）令和３年事業委員会事業計画及び収
支予算
２）令和３年「特別活動費」助成事業の
選考
３）改正宅地建物取引業法に対応した
「既
存住宅状況調査技術者講習」の開催
４）日本建築士会連合会依頼の新規講習
「（仮称）換気アドバイス講習会」
５）その他
◆四役会議
〈開催日〉12日(月) (web併用)
〈議 題〉１）事務局リニューアル
２）支部長会議における表彰
３）創立70周年記念事業
◆第１回情報委員会
〈開催日〉17日(土) (web併用)
〈議 題〉１）会誌「北海道建築士」７月以降の掲
載記事を策定
２）その他
◆第２回総務・企画委員会
〈開催日〉27日(火) (web)
〈議 題〉１）令和３年第２回理事会議案
２）その他

11日(火) 北海道住宅リフォーム推進協議会通常総会
14日(金) 北海道建築士会理事会
17日(月) 建築ＣＰＤ運営会議

上記 高野会長

講習会のご案内（５月）
監理技術者講習
19日(水)

令和３年度
19日(水)

本部の主な行事予定（５月)
11日(火)
14日(金)
29日(土)
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第１期建築士定期講習

旭川市

プログラム認定はありませんでした。

一級建築士免許オンライン申請受付について
一級建築士の免許登録及び住所変更をはじめと
した各種届出について、オンラインでの申請が可
能となりました。詳細につきましては、日本建築
士会連合会のホームページ（kenchikushikai.or.jp）
をご覧ください。
※オンライン申請受付可能（４月末現在）
免許申請（新規登録）・住所等の届出・死亡届・失
踪宣告届・建築士法第８条２第２号の届出・精神
機能の障害の届出・免許取消申請
（今後、登録事項変更届・書換交付申請・携帯免
許証明書への変更、再交付申請、構造／設備一級
建築士各種申請についても順次運用開始予定です。
）

“会員専用ページ”でオンデマンド配信中！

ウイズコロナの生活が言及され、約１年になります。当初は
士会活動が停滞し、紙面構成に苦労しましたが、今号は明るい
話題でいっぱいです。
まずは新入会員さん、
個性豊かな方たちで活躍が楽しみです。
委員会からはＷＥＢ会議の開催報告やスキルアップの情報提
供、各支部からは我がまちづくりの紹介や展望等々をお届け致
します
紙面から仲間たちの今を感じていただけると幸いです。
早川

函館市

■視聴方法：北海道建築士会ＨＰの上記「会員
専用ページ」をクリックしパスワードを入力
■５月パスワード：Isi005

四役会議
第２回理事会
まちづくり委員会web会議-2

情報委員会

20日(木)

ＣＰＤ認定プログラム（４月認定）

編 集 後 記
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