
平成２９年９月２７日 

 

「いしかわ木に親しむまちづくり塾」の参加者募集概要 

１ 趣旨 

  本県で開催された全国植樹祭の大会理念である「森林資源の利活用の促進」を推し進めるた

め、いしかわ森林環境税を活用し、これまで木造が少なかった中・大規模建築物において木造

化を推進し、石川県産木材の利活用を促進することを目的に、建築士等を対象とした講習会を

開催する。 

 

２ スケジュールおよび内容 

 

３ 参加者募集について 

  募集期間 開催日まで随時（先着順のため、早めに締め切る場合もあります） 

  申込先  一般社団法人 石川県建築士事務所協会 

チラシの申込用紙をFAX、またはメールで受付 

  申込先  FAX：０７６－２４４－８４７２、E-mail：ishikyokai@ishi-kjk.or.jp  

  問合せ  TEL:０７６－２４４－５１５２ 

 

４ その他参考事項 

  いしかわ森林環境基金事業として実施。 

実施主体は、石川県建築士事務所協会。 

 

日時 講師 テーマ

第１回
11月18日（土）
17:30～19:30

桜設計集団一級建築士
事務所
　安井　昇　氏

「都市木造の再興
～木造建築物の防耐火設計
を知る～」

会場 金沢城河北門

会場 （株）中東　本社事務所

見学
先

・CLTを活用した中東の集成材
製造工場（建設中）
・グリーンヴィレッジ若杉（CLT
活用事例）

第３回
平成30年3月3日
（土）　14:00～
17:00

株式会社　立石構造設
計
　立石　一　氏

「温故知新～歴史に学ぶ建築
構造～」

会場
東京国立近代美術館工芸
館移転計画地

会場 調整中

見学
先

奥卯辰山健民公園セン
ター

会場・見学先

第２回
12月2日（土）
14:00～17:00

株式会社　SALHAUS
　日野　雅司　氏

「新しい木造建築のデザイン」

第４回
平成30年3月24日

（土）
14:00～17:00

株式会社　金沢計画研
究所
　水野　一郎　氏

「木造建築の多様な展開」

（ 事 務 担 当 ） 

森林管理課 

森林資源利活用グループ 

島  田 

TEL 076-225-1643（内線：4815） 

 



いしかわ木に親しむまちづくり塾
住宅や公共建築物に比べ、木造が少ない民間の非住宅分野の建築物において、

石川県産木材の利用を推進するための、建築士等を対象とした木造建築に関する講習会です

CPD単位申請中

第１回

桜設計集団一級建築士事務所　安井　昇 氏

11月18日（土） 17:30-19:30

会場：金沢城河北門

第3回

第2回

第4回

「都市木造の再興

～木造建築物の防耐火設計を知る～」

「温故知新 ～歴史に学ぶ建築構造～」

「新しい木造建築のデザイン」
株式会社SALHAUS　日野　雅司 氏

12月2日（土）14:00-17:00

会場：中東本社事務所
［見学］CLTを活用した集成材製造工場（建設中）

        グリーンヴィレッジ若杉（ＣＬＴ活用事例）

株式会社立石構造設計　立石　一 氏

平成30年3月3日（土）14:00-17:00

会場：石川県立美術館ホール
［見学］東京国立近代美術館工芸館移転計画地

株式会社金沢計画研究所　水野　一郎 氏

平成30年3月24日（土）14:00-17:00

会場：調整中（後日参加者に通知）

「木造建築の多様な展開」

受 講 料 ： 無料

対 　 象 ： 建築士、建築学科学生、行政職員 等

定 　 員 ： 各回 60 名

申込方法 ： 下記申込書をFAXまたはメールにて送付

留意事項

各講座の定員に達し次第、受付締切となります

内容等は都合により変更になる場合がありますのでご了承ください

当事業はいしかわ森林環境税を活用し、石川県の委託を受けて、石川県建築士

事務所協会が実施するものです

各回、講座終了時に講師を囲む懇親会を開催致します
※自由参加、会費（5,0 0 0円）現地徴収

いしかわ森林環境基金事業

定員：60名　申込締切：10月27日（金） 定員：60名　申込締切：11月10日（金）

定員：60名　申込締切：平成30年3月2日（金）

共催：石川県
　　   一般社団法人 石川県建築士事務所協会

定員：60名　申込締切：平成30年2月9日（金）

［見学］奥卯辰山健民公園センター

一般社団法人  石川県建築士事務所協会

921-8035 金沢市泉が丘2丁目14-7　TEL.076-244-5152    FAX.076-244-8472   E-mail. ishikyokai@ishi-kjk.or.jp

フリガナ

氏　　名
生年月日 性別

西暦　　　　年　　　月　　　日

［年齢　　　　歳］

□男

□女

自宅住所

参 加 回

〒

〒

TEL

FAX

E-mail

TEL

FAX

E-mail

勤務先名または学校名

お問合わせ

申　込　先

□第1回/11月18日 □第2回/12月2日 □第3回/平成30年3月3日 □第4回/平成30年3月24日

□第1回懇親会 □第2回懇親会 □第3回懇親会 □第4回懇親会

受講申込書 FAX 076-244-8472  E-mail ishikyokai@ishi-kjk.or.jp



桜設計集団一級建築士事務所

安井　昇氏

木造耐火建築実現ための技術、法規等

について学び、また研究者でもある氏の

思いを聞く

都市木造の再興
－木造建築物の防耐火設計を知る－

新しい木造建築のデザイン

株式会社 SALHAUS

日野　雅司氏

ＣＬＴ建築の県内最新事例２物件を見学し、

ＣＬＴ建築の設計手法を学ぶ

株式会社立石構造設計

立石　一氏

木とＲＣの平面混構造における限界耐力計算を

用いた工芸館移築（現在設計中）等、木造文化財

系の構造設計や耐震補強計画の実績が多数あ

る氏のノウハウや木造技術を学ぶ

木構造建築（一部ＣＬＴを利用）である 新公

園センターの見学と、これまで県内で様々な

木造建築を設計してきた氏のレクチャー

株式会社金沢計画研究所

水野　一郎氏

木造建築の多様な展開

申込方法   FAX またはメールにて表面申込書を送付

申込締切　表面を参照

留意事項

経歴 /1946 年 10 月  佐賀県に生まれる

　　　1969 年 3 月  京都大学工学部建築学科卒業

　　　1971 年 3 月  京都大学大学院修士課程修了（鉄骨構造講座）

　　　1971 年 4 月  株式会社 竹中工務店に入社

　　　1973 年 12 月  同社退社の後 八島建設株式会社に入社

　　　1974 年 7 月  同社退社の後 クラレ不動産株式会社に入社

　　　1979 年 4 月  同社退社の後 立石建築事務所を開設

　　　1981 年 2 月  大内・立石建築事務所を開設する

　　　1990 年 12 月  株式会社 立石構造設計 を設立、現在に至る

文化財建造物の保存関連実績 /

　　　国宝 姫路城大天守 耐震診断補強設計

　　　国宝 平等院鳳凰堂 耐震調査診断業務

　　　重要文化財 同志社クラーク記念館 耐震診断

　　　重要文化財 旧グラバー住宅 耐震診断

　　　重要文化財 宇治山田郵便局 耐震診断

伝統木造の新築関連実績 /

　　　興福寺中金堂 復元計画

　　　高野山金剛峯寺伽藍中門再建計画

　　　第一次大極殿院 復元整備計画

　　　東京国立近代美術館工芸館計画

1968 年京都市生まれ、東京理科大学大学院（修士）、積水ハウスを経て、

1999 年桜設計集団一級建築士事務所設立。木造建築の設計の傍ら、木造防

耐火に関する研究、技術開発、コンサルティングを行う。

2004 年早稲田大学にて博士（工学）取得。

2007 年日本建築学会奨励賞（論文）受賞。

現在　桜設計集団一級建築士事務所代表、早稲田大学理工学研究所招聘研究

員、NPO 法人 team Timberize 副理事長など。

専門は、木造設計・木造防耐火

1998 年年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修了。

山本理顕設計工場を経て 2008 年 SALHAUS を安原幹、栃澤麻利と共同設立。

2007 年～ 2010 年横浜国立大学 "Y-GSA" 設計助手。建築設計、まちづくり活

動を行い、代表作に「陸前高田市立高田東中学校」「群馬県農業技術センター」「扇

屋旅館」「CROSS STREET」など。

受賞歴に木材活用コンクール最優秀賞農林水産大臣賞、BCS 賞、日本建築学会

作品選奨など。

専門 / 建築設計、地域計画、まちづくり等

現職 / 金沢工業大学 教授

経歴 / 東京大学工学部建築学科卒業

　　   東京芸術大学大学院美術研究科修士課程（建築学）修了

　　   1966 年～1976 年 ㈱大谷研究室

　　   1976 年～1979 年 金沢工業大学 建築学科 助教授

　　   1979 年～ 2012 年 金沢工業大学 建築学科 教授

　　   2012 年～ 2013 年 金沢工業大学 副学長 教授

　　   2014 年～現在 　   金沢工業大学 教授 教育支援機構 顧問

公職歴 / 景観審議会委員（石川県・金沢市）

　　　　文化財保護審議会委員（石川県）

　　　　金沢芸術創造財団 理事（金沢市）

主な受賞 / グッドデザイン大賞（1997 年 金沢市民芸術村）

　　　　　日本建築学会作品選奨（1998 年 獅子ワールド館、1999 年金沢市民芸術村）

　　　　　木造コンクール・農林水産大臣賞（1999 年 手づくり木工館「もく遊りん」）

　　　　　林野庁長官賞（2003 年 わくわく森林ハウス）　ほか多数

主な著書 / 『伝統工芸と街づくり・金沢の試み』　総合研究開発機構ＮＩＲＡ助成研究

　　　　　『市民文化と文化行政 』共著　学陽書房

11月18日（土） 17:30-19:30

金沢城河北門

12月2日（土）14:00-17:00

平成30年3月3日（土）14:00-17:00

石川県立美術館ホール
［見学］東京国立近代美術館工芸館移転計画地

平成30年3月24日（土）14:00-17:00

講  

師

講  
師

講  

師

講  

師

各講座の定員に達し次第、受付締切となります

内容等は都合により変更になる場合がありますのでご了承ください

当事業はいしかわ森林環境税を活用し、石川県の委託を受けて、

石川県建築士事務所協会が実施するものです

温故知新－歴史に学ぶ建築構造－

第１回

第3回

第2回

第4回

中東本社事務所
［見学］CLTを活用した集成材製造工場（建設中）

　　　グリーンヴィレッジ若杉（ＣＬＴ活用事例）

会場調整中（後日参加者に通知）
［見学］奥卯辰山健民公園センター
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