
 
 
 
 

タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

2007年　№1 ( 6月) 特集：　ケンチク的地産地消

1.　木材、特に地場産材を用いた
　　大型木・アルミ複合カーテンウォールの開発

飯田ウッドシステム㈱

2.　産業副産物を用いた多孔質タイルの開発 北電興業株式会社

3.　構造用集成材による木材の有効利用 伊藤組木材株式会社

4.　居久根屋敷から学ぶ「地産地消の可能性について」 渡辺　一幸

5.　北海道産木材を使用した住宅の新しい称号 榊　政信

エッセイ：　シンガポールがお気に入り
　　　　　　　　（チェンギ空港までの旅） 長谷川敏文
作品紹介
　　北海道税理士会館

㈱竹中工務店
　北海道支店

破局を回避するための連帯を
　～平塚から札幌へのメッセージ～

木谷　正道

技術レポート：　認知症の高齢者と環境音セラピー 鍋島　晟

札幌市からのお知らせ：「建築基準法の改正について」
札幌市都市局
建築指導部

平成19年　札幌支部通常総会報告 　

青年のページ：　委員長に就任して 稲垣　英敏

私の北海道での半世紀 山家　理七

法人訪問(その29)　北海道デザイン協議会

新人会員紹介

2007年　№2 (128月) 特集：　技術レポート 　

1.　防音壁設計上の注意点及び
　　　マンション耐火遮音間仕切りについて

ナラサキ産業㈱
北海道支社

2.　コンクリート構造物のひび割れ
　　　なぜコンクリートにひび割れが？

曾澤高圧ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱

札幌市の都市計画制度普及の取り組み 札幌市まちづくり局
都市計画部

応急危険度判定訓練に参加して 池田　浩司

エッセイ：　シンガポールがお気に入り
　　　　　　　　（買い物までの旅 1）

長谷川敏文

作品紹介
　　札幌市道営住宅（光星第4団地）軟石倉庫の活用

北海道建設部住宅局

青年のページ

　　第50回　建築士会全国大会 浅沼　直樹

　　「公共建築士の日」フェスティバル2007
　　　　inモエレ（ガラスのピラミッド）への参加 針ヶ谷　拓己

大工さんのつぶやくき 首藤　一弘

クイズ

趣味：　出会いと別れ2007

法人訪問(その30)
　　NPO法人　札幌住まいのプラットフォーム

新人会員紹介

支部だより「街」
2007年 - 2017年



 
タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

2008年　№1 ( 5月) 平成20年　総会報告 　

　支部長就任あいさつ 西代　明子

　副支部長に就任して
川村　和義
船山　和洋
長谷川　敏文

　実行委員長あいさつ

牛田　　健一
佐々木　正行
柳山　　美保子
稲垣　　英敏

技術レポート：　石炭灰を利用した
　　リサイクルレンガ（アッシュブリック）の商品化

北海道電力㈱
米澤煉瓦㈱

旅日記：　初めてのハワイイ 池田　浩二

恐怖の停車時間　－ある旅の風景より－ 山本　明恵

HOTEL Fino札幌　都市の中の「自然」 戸田建設㈱札幌支店

青年のページ

　　伝統工法および現代工法継承研修会に参加して 村井　来宏

　　「便り」 岸　　めぐみ

札幌市景観計画と札幌市景観条例の改正について 札幌市まちづくり局
都市計画部

エッセイ：　シンガポールがお気に入り
　　　　　　　　（買い物までの旅 2） 長谷川敏文

大工さんのつぶやき 首藤　一弘

クイズ

法人訪問(その31)
　　北海道左官業協会連合会（省略：北左連）

新人会員紹介

2008年　№2 (12月) 特集：　省エネ・エコ 　

　住宅の超高層化と室内環境 北海道立
北方建築総合研究所

　札幌市建築物環境配慮制度 (CASBEE札幌) 札幌環境局
環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担当課

　住宅照明の省エネについて パナソニック電工

　環境に配慮した商品の研究・開発への取り組み TOTO株式会社

　我が家のエコ（エコな食卓から） 徳永　啓子

　エコを考え軽自動車 池田　浩二

平成20年度　応急危険度判定訓練に参加して 進藤　紀彦

作品紹介：
　匠の技！本物の注文住宅づくり　光熱費0を目指せ

㈱丸三ホクシン建設

青年のページ

　　青年委員会の活動に参加して 多田　幸

　　第51回建築士会全国大会（徳島大会）　連 is more 小町　美穂

エッセイ：　シンガポールがお気に入り
　　　　　　　　（免税店からの旅立ち）

長谷川敏文

技術レポート：　環境音テラピーの実践とその楽しみ DEAC 研究会

札幌市耐震改修促進計画の策定と
　　民間建築物の耐震化支援について

札幌市都市局建築指導部
建築安全推進課

手作り介護用品：　バネばし

法人訪問(その32)
　　社団法人　天然記念物北海道犬保存会

新人会員紹介



 
タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

2009年　№1 ( 6月) 特集　自給・自足

1.　エネルギーの自給自足　バイオエタノールのお話 大成建設㈱札幌支店

2.　札幌の石 ㈱真壁石材

3.　札幌発　手作り麦酒　これまでとこれから (有)ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌﾞﾙﾜﾘｰ

技術レポート：　住宅用地中熱ヒートポンプユニットの開発 サンポット

創成川通アンダーパス連続工事見学会

青年のページ

　　みんなの街の美観を考える
　　　　「これからのごみステーション」

浅沼　直樹

平成21年　通常総会報告 　

エコ・環境には全く興味ありませんでした ㈱エコノス
　加藤　雅巳

エッセイ：　シンガポールがお気に入り
　　　　　　　　（シンガポールの夜ご飯 1）

長谷川敏文

大工さんのつぶやき 首藤　一弘

間違い探し

定期報告制度に係る目的及び見直しについて 札幌市都市局
建築指導部安全推進課

法人訪問(その33)
　　財団法人　建築技術教育普及センター

新人会員紹介

2009年　№2 (12月) 特集:　快適ビフォーアフター

1.　耐震改修とリフォーム 佐々木　正行

2.　 アドバイザーの立場から 山本　明恵

3.　クライアントの立場から 宮本　澄子

3.　西岡の家　2009北海道R住宅モデル事業 山本亜耕
　建築設計事務所

4.　ともに建てる～自分らしく住まうために～ 森田　ゆう子

私の好きな場所　stage1 三浦　浩

エッセイ：　シンガポールがお気に入り
　　　　　　　　（シンガポールの夜ご飯 2） 長谷川敏文

作品紹介：　サスティナブル、バリアフリー、デザインを
　　少しずつ意識した、機能的でローコストな住宅

針ヶ谷　拓巳

青年のページ：　分科会を終えて 星野　里美

山形は暑い 柳山　美保子

旅はトラブル 安達　あけみ

クイズ

私の好きな場所　stage2 西代　明子

趣味特技：　車中泊のために、こんなもの作ってみました 松崎　健児

新人会員紹介



 
タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

2010年　№1 ( 6月) 平成22年度　支部通常総会報告

　就任あいさつ

池田　浩二
山本　明恵
女鹿　康洋
佐々木正行
柳山　美保子
青木　豊
河村　和義

クイズ

特集：　土 　

　土間　三和土 関川　修司

　塗り壁　珪藻土 村井　来宏

　焼物編 森田　ゆう子

私の好きな場所　stage3 前田　富子

作品紹介：　大学キャンバス全体のイメージシンボル
　　　　　　　　北海道大学農学部
　歴史性を有する建築物の意匠保全と大規模耐震改修

青年のページ

　　青年委員長　新任あいさつ 針ヶ谷　拓巳

　　若手建築士の交流会 星野　里美

エッセイ：　シンガポールがお気に入り
　　　　　　（シンガポールのジモチーの交通手段）

長谷川敏文

私の好きな場所　stage4 廣瀬　良治

法人訪問(その34)
　　NPO法人　人まち育てI＆I「北のエコビレッジ」

新人会員紹介

2010年　№2 (12月) 特集：　水

1.　飲料水 首藤　一弘

2.　旨い水沸くところに旨い酒あり　～日本酒編～ 森田　ゆう子

3.札幌の洪水ハザードマップ
札幌市
危機管理対策室

4.雪冷房・氷冷房

5.札幌の上下水のお話

作品紹介：　北海道安達学園校舎新築工事 戸田建設㈱札幌支店

青年のページ

　　実務に役立つ!!体験型コミュニケーション講座
　　　～目からうろこ！話す・聞く・伝えるってこんなコト～

松本　純

　　自己紹介「自分のことについて」 川原　昌彦

現場見学会　札幌駅地下通路建築工事 　

建築士会全国大会（佐賀大会）地域交流見学会
　　佐賀－唐津探訪

柳山　美保子

札幌市からのお知らせ
　建築確認手続き等の運用改善について

札幌市都市局
建築指導部建築確認課

間違い探し 　

女性委員会　活動日記 工藤　美智子

新人会員紹介



 
タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

2011年　№1 ( 6月)
作品紹介
　JR白石駅上化及び自由通路新設工事

北海道旅客鉄道㈱

特集：　木 　

　　デザイナーの木苦労 伊藤　千織

　　森と建築をつなぐ 陣内　雄

私の好きな場所 河村　和義

若手建築士の交流会 金沢　絵里子

「青年委員会」と「わたし」 重永　真孝

旅路への一頁へ 岸　めぐみ

札幌市都市局建築指導部管理課よりお知らせ

1.札幌市都市局建築指導部の機構改革に伴う
　窓口の移設等について

2.札幌市建築基準法施行細則の一部改正について

新人会員紹介

2011年　№2 (12月) 特集：　北海道における今後の天然ガスの役割 　

　天然ガスのこれまでとこれから

まちづくり委員会の活動報告

青年のページ

　全道大会（釧路大会）に参加して 菊地　義紀

　「青年建築士の集い」と「パネル展示」 小林　祐司

札幌市からのお知らせ 　
　エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)
　に基づく届け出について

　札幌市建築基準法施行条例及び札幌市地区計画の
　　区域内における
　　建築物の制限に関する条例の一部改正について

私の好きな場所 東　道尾

気になる建物　「紹介し隊」 　

私の好きな場所 千田　英典

法人訪問(その35)
　　NPO法人　「ひまわりの種の会」

　

新入会員紹介



 
タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

2012年　№1 ( 6月) 新役員・委員長挨拶

　支部長就任あいさつ 鈴木　基伸

　副支部長就任あいさつ
河村　和義
長谷川敏文
池田　浩司

　実行委員会委員長就任あいさつ

西岡　誠
大茂谷優子
女鹿　康洋
青木　豊
河村　和義
柳山　美保子
松本　純

札幌市からのお知らせ

　札幌市建築基準法施行条例の一部改正について
　（確認申請手数料の改定）

　建築物の耐震化を支援する補助制度について

青年のページ：　青年会のこと 松本　純

北海道建築士会札幌支部　60周年記念を迎えて
　　歴代支部長から

板谷　薫
山崎　清司

間違い探し 　

私の好きな場所 青木　豊

船山さんを偲んで 池田　浩司

新人会員紹介

2012年　№2 (12月)
「建築士の日」イベント企画
　　景観バスツアー　南区編

まちづくり委員会

札幌市からのお知らせ 札幌市都市局
建築指導部管理課

　用途地域の見直しについて

　札幌市建築基準法施行条例の改正について 　

青年のページ　青年委員会に参加して 西田　康人

さっぽろ街中　宝物探しの楽しみ 往田　協子

法人訪問(その36)
　　公益財団法人「北海道盲導犬協会」

　

（社）北海道建築士会札幌支部　賛助会員一覧

新人会員紹介

札幌市都市局
建築指導部
管理課
建築安全推進室



 
タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

2013年　№1 ( 7月) 特集：　建築士の日イベント
　建築士のお仕事体験

　

平成25年度
　第１回道央ブロック協議会～千歳開催～のもよう

川原　昌彦

札幌市からのお知らせ 札幌市都市局
建築指導部管理課

　附置義務条例の運の運用見直しと手引きの改訂 　

　隔地駐車施設の特例承認要件の見直し内容 　

　改訂版手引きに新たに掲載した内容 　

請負工事などに関する経過措置 　

総務委員会　女性小委員会のこと 工藤　美智子

クイズ 　

新人会員紹介



 
タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

2014年　№1 ( 1月) 青年のページ：　全道大会「恵庭大会」の感想 渡邊　俊行

「建築士の日」イベント企画
　　景観バスツアー　中央区編

まちづくり委員会

建築士祭り
　ビールパーティーレポート 　

五感の癒し（ここへ行きたい）
　別府温泉～宮崎県高千穂渓谷

小町　美穂

新人会員紹介

2014年　№2 ( 6月) 新役員・委員長挨拶

　支部長就任あいさつ 鈴木　基伸

　副支部長就任あいさつ

長谷川敏文
池田　浩司
井上　勝己
内海　純一

　実行委員会委員長・副委員長就任あいさつ

西岡　誠
工藤　美智子
細畑　光明
菊地　義紀
平井　香希
森田　ゆう子
東　　道尾
松本　純

気になる建物　紹介し隊
　　古民家Gaiiery「鴨々堂」

柳山　美保子　

建築確認申請の相談について
札幌市都市局
建築指導部建築確認課

青年のページ
　江別レンガ工場跡の利活用ワークショップ

柴山　立行

HUG－避難所運営ゲーム－研修会体験レポート 森田　ゆう子

金丸座でこんぴら歌舞伎を観る 牛田　健一

新人会員紹介



 
タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

2015年　№1 ( 1月) 「建築士の日」イベント企画
　　景観バスツアー　西区・手稲区編

まちづくり委員会

札幌市資料館
　リノベーションアイディアコンペディションに参加して

中嶋　奈弓

青年のページ
　　都心ルネッサンス－氷点のまち　輝くみらい－

菊地　義紀

小樽天狗山トンネル見学会を終えて 佐々木正行

地域における住教育実践推進事業
　建築士による家庭科住教育出張講座
　　－報告と今後の活動－

工藤　美智子

追悼メッセージ　宮本澄子さんの思い出 　

新人会員紹介

2015年　№2 ( 6月) 80歳になって建築士会に思うこと 前田　富子

中島公園散策・今・昔 山本　明恵

法人訪問(その37)　「飛んでけ！車いす」の会
　～手から手へ　誰でもできる国際貢献～

情報委員会　取材班

構造計算適合性判定の手続きの変更等について
札幌市都市局
建築指導部建築確認課

名建築を巡る旅 河村　和義

青年のページ
　「道央圏酒造工場見学ツアー
　　～工場建築に潜む歴史と佇まいを感じよう　なんてね♪～」

細越　里佳

気になる建物　紹介し隊
　　行ってきました。北海道博物館

森田　ゆう子

新人会員紹介



 
タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

2016年　№1 ( 4月) 新役員・委員長挨拶

　支部長就任あいさつ 長谷川敏文

　副支部長就任あいさつ

井上　勝己
内海　純一
西岡　誠
針ヶ谷拓己
菊地　義紀

　実行委員会委員長・副委員長就任あいさつ

西岡　誠
新海　直美
細畑　光明
平井　香希
松本　純
森田　ゆう子
西田　康人
池田　浩二

建築士会ビール祭りの当選旅行を終えて 吉川　尚哉

「建築士の日」イベント企画
　　景観バスツアー　北区編

まちづくり委員会

青年のぺージ
　「EBRI(エブリ)江別旧ヒダ工場
　　　　　プレオープンイベント建築のお仕事体験」

吉田　徹

インド旅行記
「三島由紀夫は言っている世の中には2種類の人間がい

佐々木正行

特には少々かたい話も　杭工事 小坂　佳史

新人会員紹介

2016年　№2 (11月) 特集　「第41回北海道建築士会全道大会（室蘭大会）」

　A分科会：　北海道の素材 東　道尾

　A分科会：　天然素材「ホタテ貝」の活用を考える
　　　　　　　　ほたて漆喰塗体験に参加して

森田　ゆう子

　B分科会：　歴史×観光×まちづくり
　　　　　　　～室蘭のまちづくりから学ぶ～に参加して

西岡　誠

　C分科会：　避難所運営ゲーム(HUG)を通して
　　　　　　　　建築士の役割を考えるに参加して

高原　奈々絵

　女性建築士の集いin室蘭2016に参加して 柳山　美保子

札幌の景観バスツアー　東区編 まちづくり委員会

青年のぺージ　平成28年第2回道央ブロック協議会in小樽
　　　『歴史的構造物の活用方法について学ぶ』
　　　　　～「小樽の新名所」・・・ニトリ小樽芸術村

濱本　亮

定期報告制度の見直しについて
札幌市都市局
建築指導部安全推進室

復活!!　大工さんのつぶやき 首藤　一弘

新人会員紹介　



 
タ　　イ　　ト　　ル 氏　　名

2017年　№1 ( 5月) 撮り建グランプリ2017　エントリー用紙

2017年 長谷川　敏文

システムキッチンの最近 後藤　明恵

青年のパージ
　　　「スイス旅行顛末記～スイス建築巡礼の旅？～」

川島　亮

「建築士の日」当選　沖縄旅行記 片岡　哲二

Aloha!　ホノルルマラソン体験記 池田　浩司

応急危険度判定士が足りない！ 牛田　健一

技術レポート：　クイックスプレー複合工法の概要 ㈱ダイフレックス

老後のために道楽に精を出す 東　道尾

新人会員紹介

2017年　№2 (11月) 特集　「第42回北海道建築士会全道大会（後志大会）」

　A分科会：　テーマ町の原風景へ
　　　　　　　　「くっちゃん型住宅」官民連携の取組み

新海　直美

　B分科会：　テーマ「歴史的建造物の再生と
　　　　　　　　　ニセコエリアのまちづくりを学ぶ」

安達　あけみ

　C分科会：　「新幹線が夢を運ぶ!!　倶知安のまちを
　　　　　　　　　　考えよう～2nd Step～」に参加して

多田　幸

　女性建築士の集いinニセコに参加して 鈴木　彩恵

気になる建物　紹介し隊　　　軟石や 柳山　美保子

青年のぺージ
　　　「はじめて住教育出張講座を参観して」

西田　康人

札幌市の景観計画を見直しました。
～平成29年4月1日より運用しています。～

札幌市まちづくり政策局
都市計画部地域計画課

「建築・インテリアのプロが描くスケッチパース」講習会 後藤　朋恵

委員会活動に参加して 今村　敏彦

JR一日散歩きっぷ 安達　あけみ

元気に生きるための「現代の空気環境」その対策は？ 笠原　茂雄

新人会員紹介
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