
第62回 建築士会全国大会

「北海道大会」への
いざない

特集

メイン会場

函館アリーナ
（函館市湯川町1-32-2 tel.0138-57-3141）

札幌（1957、1980開催）

函館（2019開催）

旭川（1993開催）

帯広（2007開催）

本年度の建築士会全国大会は、北海道函館市で（公社）日本建築士会連合会主催、（一社）
北海道建築士会主管により、2019年9月21日（土）に開催される運びとなった。
　函館アリーナ、花びしホテルなどを会場として、大会式典、記念講演、大交流会、交流
セッションをはじめ充実したプログラムが催される予定だ。また、大交流会では、北海道な
らではの食とお酒はもとより、大交流会終了後には函館夜景バスツアーも用意されている。
　翌日は函館、道南など北海道の各地を見学する見どころ満載の地域交流見学会（エクス
カーション）も5つのコースが用意されている。
　〝北の大地〞北海道で、輝く未来への物語を全国の建築士が考える機会になってほしい
と思う。
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その先の、道へ。北海道
Hokkaido. Expanding Horizons.
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も重要な舞台となった地であります。その後、札幌にその地位
が移行するまで、北海道の中心として繁栄してまいりました。
　わが国では、少子高齢化による人口減少が、全国各地で空
き家やシャッター商店街など市街地の空洞化に拍車をかけ、
地域活力の低下と景観の崩壊の要因となっております。北海
道の中核都市である「函館市」もその例外ではありません。ま
だ地域の地力のある今こそ、そこに住まう人 の々心豊かな暮ら
しにそうような、これからの「まち」や「地域」のありかたを考え、
そのことにどのように関わっていくかが、私たち建築士の大きな
命題となっております。
　今大会は、開拓時から培われたフロンティアスピリットのもと、
新しい文化や技術を受け入れてきた函館の地で、北と南、地
方と都市、日本と世界など、さまざまな文化や歴史が交錯する
なか、それぞれを尊重し、ときには複雑に絡んだ事象を紐解き、
組み直しながら、まちの「再生」から「創生」と続く、輝く未来へ
の物語を考える大会にしたいと思っております。
　是非とも、多くのみなさまがお誘いあわせのうえ、函館におい
でくださいますようお願いいたします。

みなさま、今年の建築士会全国大会は、いよいよ北海道であり
ます。
　北海道は、大きく括ると、道央、道北、道東、道南の4つの
エリアに分けられます。そのため、全国大会北海道大会につい
ては、それぞれのエリアで開催し、全国のみなさまに北海道の
魅力をご紹介できればと考えておりました。今まで、道央の札
幌で2回、平成に入りますと、1993（平成5）年には道北の旭川、
2007（平成19）年は道東の帯広で開催しており、残るエリアは
道南となっておりました。そして、12年ぶりとなる全国大会北海
道大会は、みなさまのご期待通り、道南の地、函館において開
催の運びとなりました。
　昨年は北海道命名から150年の年でありましたが、北海道
でも、道南の函館、松前、江差の地はひときわ早くから開けたと
ころで、1400年代に建立された社寺仏閣も点在しております。
また、ニシン漁で繁栄し、北前船の行き来していた時代には
「江差の五月は江戸にもない」と言われるほど多くの船や人で
賑わったようであります。江戸時代の末1859年には、時代の
大きなうねりの中、函館は横浜、長崎とともに開港し、歴史的に

高野壽世｜第62回建築士会全国大会「北海道大会」主管  一般社団法人北海道建築士会 会長

第62回 建築士会全国大会「北海道大会」のご案内

北海道命名について

北海道はかつて「蝦夷地」と呼ばれていましたが、1869（明治2）年7月17日に、松浦武四
郎が「北加伊道」を含む6つの名前を候補とする意見書を明治政府へ提案し、その後8
月15日に、太政官布告によって「北海道」と命名され、2018年、北海道はその命名から
150年目の節目を迎えました。武四郎が残した『天塩日誌』では、道北にある現在の音威
子府村のあたりで、アイヌの古老から「〝カイ〟という言葉には、〝この地で生まれたもの〟と
いう意味がある」と教えられたとの記述があり、「北加伊道」の「加伊」にはこの意味が込め
られていると言われています。



函館アリーナ

函館山からの眺望

八幡坂

ハリストス正教会 赤レンガ倉庫群 明治館（旧函館郵便局）

路面電車 箱館奉行所 漁火夜景

イカ釣り 海鮮丼 函館塩ラーメン

姥神大神宮（江差町） 旧中村家住宅（江差町） 郡役所（江差町）

大会概要
テーマ 会場… 函館アリーナ（函館市湯川町1-32-2） 

花びしホテル（函館市湯川町1-16-18）
期日… 2019年9月21日（土）
主催…公益社団法人 日本建築士会連合会
主管… 一般社団法人 北海道建築士会
後援… 国土交通省（予定）、北海道、函館市
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発着概要
函館市地域交流まちづくりセンター（集合）～赤レンガ倉庫群（解散）
JR函館駅（集合）～当駅（解散）～函館空港
函館市地域交流まちづくりセンター（集合）～赤レンガ倉庫群（解散）
JR函館駅（集合）～当駅（解散）～函館空港
JR函館駅（集合）～JR札幌駅（解散）

主なスケジュール
9月20日（金）｜ 全国大会前日
プログラム 時間 場所
① 記者会見 13：30～14：30 花びしホテル2F ライラック
② 連合会理事・士会長合同会議 15：00～17：00 花びしホテル2F 芙蓉の間
③ 全国建築士フォーラム 16：00～21：00 ホテル函館ロイヤル3F ロイヤルホール
④ 歴史的建造物見学会 （全国ＨＭＮ協議会総会参加者対象） 14：00～16：30 函館市内
⑤ 全国ヘリテージマネージャーネットワーク協議会総会 17：00～21：00 金森ホール ホール

12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00 20：00 21：00 22：00

①

②

③

④

⑤

記者会見

連合会理事・士会長合同会議

（全国ＨＭＮ協議会総会参加者対象）

（金森ホール）

（花びしホテル）

（花びしホテル）

（ホテル函館ロイヤル）全国建築士フォーラム

歴史的建造物見学会

全国ヘリテージマネージャーネットワーク協議会総会

9月21日（土）｜ 全国大会当日
プログラム 時間 場所
⑥ 総合受付   9：00～17：30 函館アリーナ1F ホール
⑦ 青年委員会セッション（地域実践活動発表会）   9：30～12：30 函館アリーナ1F 武道館Ａ
⑧ 女性委員会セッション 10：00～12：00 函館アリーナ1F スタジオＢ
⑨ 景観・街中（空き家）まちづくりセッション 10：00～12：00 函館アリーナ1F 武道館Ｃ
⑩ 福祉まちづくりセッション 10：00～12：00 函館アリーナ1F 多目的会議室Ｂ
⑪ 防災まちづくりセッション 10：00～12：00 函館アリーナ1F スタジオＡ
⑫ 環境部会セッション 10：00～12：00 函館アリーナ1F 多目的会議室Ａ
⑬ 情報部会セッション 10：00～12：00 函館アリーナ2F ホール
⑭ 歴史まちづくりセッション／第7回 ヘリテージマネージャー大会 10：00～12：00 花びしホテル2F 芙蓉の間
⑮ 記念講演 13：00～14：30 函館アリーナ1F メインアリーナ
⑯ 大会式典 15：00～17：00 函館アリーナ1F メインアリーナ
⑰ 大交流会 17：30～19：15 函館アリーナ2F サブアリーナ
⑱ 函館夜景バスツアー（函館アリーナ発貸切バス） 20：00～22：00 函館山展望台
⑲ 記念展示（作品賞等パネル展示） 10：00～15：00 函館アリーナ2F ホール
⑳ 企業出展ブース 10：00～17：00 函館アリーナ1F メインアリーナ回廊
21 北海道物産コーナー 10：00～15：00 函館アリーナ1F ホール

22 昼食 11：00～13：00 函館アリーナ2F ホール
11：00～14：00 函館アリーナ屋外 ともえ広場

9：00 10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00

⑥

⑦

⑧

～

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑲

20

21

22

20：00

記念講演 （函館アリーナ）

（函館アリーナ）

（函館アリーナ）
（函館アリーナ屋外 ともえ広場）

北海道物産コーナー（函館アリーナ）

昼食（事前申込～弁当配布）（当日販売～屋台村）

企業出展ブース（函館アリーナ）

記念展示（作品賞等パネル展示）（函館アリーナ）

大交流会（函館アリーナ）
函館夜景バスツアー

大会式典

歴史まちづくりセッション／第7回 ヘリテージマネージャー大会

総合受付+クローク（函館アリーナ）

※受付～17：30 ※クローク～20：00

青年委員会セッション（地域実践活動発表会）（函館アリーナ）

女性委員会セッション／景観・街中（空き家）まちづくりセッション／福祉まちづくりセッション
防災まちづくりセッション／環境部会セッション／情報部会セッション（函館アリーナ）

（事前申込～弁当配布） 
（当日販売～屋台村）

9月22日（日）｜ 地域交流見学会（エクスカーション）
プログラム コース
1日コース（5コース） Aコース 函館の歴史的建造物街並見学

Bコース 函館の重要文化財見学
Cコース 函館の近代建築見学
Dコース 日本遺産「江差いにしえ街道」散策
Eコース 縄文遺跡とニセコ・小樽の街並見学

時間
9：00～12：00
9：00～16：45
9：30～12：00
8：30～17：20
8：00～18：00
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フロアマップ

函館アリーナ会場案内図
函館アリーナ

市電 函館アリーナ前 市電 湯の川温泉

花びしホテル

メインアリーナ

多目的会議室

市電から

武道館

スタジオ

A

A

A

B

B

B

C

控室

ともえ広場

サブアリーナ

2Fホール

1F
ホール

2F
10：00～ 記念展示（パネル展示）
10：00～ 会場行事（情報部会セッション）
11：00～ 昼食配布
17：30～ 大交流会

来賓控室

大会運営事務局

1F
 9：00～ 総合受付（受付・クローク）
10：00～ 企業出展ブース
10：00～ 会場行事（セッション等） ※青年委員会セッションのみ9：30～

10：00～ 北海道物産コーナー
11：00～ 屋台村（昼食）
13：00～ 記念講演
15：00～ 大会式典

函館アリーナ

距離 400m
徒歩 5分

花びしホテル

函館

花

館

距
徒

花びしホ

函館

花び
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大会式典・大交流会・記念展示・昼食

メインアリーナ

江差追分 函館夜景

サブアリーナ（浜焼き屋台）

大会式典

江差追分 
オープニングセレモニー

函館夜景バスツアー 
大交流会後、函館アリーナ発

大交流会

昼食

全国大会のメインとなる行事で、各界からのご祝辞、各種表彰、大
会宣言、次期開催地アピールなどが行われ、全国からお集まりの皆
様で決意を新たにします。オープニングセレモニーでは、江差追分
全国大会覇者の方の素晴らしい唄声をお聞きください。

全国からお集まりの皆様での年1回の大交流の場です。海鮮、浜
焼きなど函館、道南、北海道の食とお酒を堪能していただきます。ま
た交流会の後には函館夜景をご覧いただくバスツアーもご用意して
いますので是非お楽しみください。

北海道ならではの食材を使ったお弁当（1,000円、お茶付）をご用意
し、屋外「ともえ広場」には屋台村を設けて昼食を提供いたします。

日時… 9月21日（土）　15：00～17：00
会場… 函館アリーナ1F メインアリーナ

記念展示
連合会作品賞パネル展示、第9回建築甲子園表彰作品、伝統技
能者の写真などを展示いたします。

記念展示（各種パネル展示）

日時… 9月21日（土）　10：00～15：00
会場… 函館アリーナ2F ホール

日時… 9月21日（土）　17：30～19：15
会場… 函館アリーナ2F サブアリーナ

お弁当（お茶付き）。鮭、鰊、蟹、
いくら、数の子、道産和牛など

日時… 9月21日（土）
お弁当配布…11：00～13：00　会場… 函館アリーナ2F ホール
屋台村…11：00～14：00　　  会場… 函館アリーナ屋外「ともえ広場」

信州中仙道で唄われていた「馬子唄」が流
行り唄として全国に広まり、越後に伝わっ
たものは船頭達に唄われ、北前船によって
江差に運ばれました。やがて長い歴史と風
土の中で、独特の音調を持つ江差追分が
誕生し唄い継がれてきました。

函館山山頂展望台まで貸切バスを運行し、
素晴らしい夜景をご堪能いただき、お帰り
はJR函館駅など市内要所までお送りいた
します。参加希望申込書でお申込みください。
※悪天候によりツアー中止の場合は参加
料を返還いたします。
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記念講演

〝Between Nature and Architecture〟
演題

講師

藤本壮介 氏｜（株）藤本壮介建築設計事務所 代表

日時… 9月21日（土）　13：00～14：30
会場… 函館アリーナ1F メインアリーナ

1971年北海道生まれ。東京大学工学部建築学科卒業後、2000年藤本壮介建築設計事務所を設立。
2014年フランス・モンペリエ国際設計競技最優秀賞、2015年パリ・サクレー・エコール・ポリテクニー
ク・ラーニングセンター国際設計競技最優秀賞につぎ、2016年Réinventer Paris国際設計競技ポル
トマイヨ・パーシング地区最優秀賞を受賞。2017年ベルギー・ブリュッセル国際設計競技最優秀賞、
フランス・ニース国際設計競技最優秀賞を受賞。2018年ザンクト・ガレン大学HSGラーニング・セ
ンター国際設計競技最優秀賞につぎ、フランス・ロニー＝スー＝ボワ国際設計競技最優秀賞を受賞。
主な作品に、ロンドンのサーペンタイン・ギャラリー・パビリオン2013（2013年）、House NA（2011年）、
武蔵野美術大学美術館・図書館（2010年）、House N（2008年）等がある。

ふじもと・そうすけ

L'Arbre Blanc（©SFA＋NLA＋OXO＋RSI） 多目的タワー「ラルブル・ブラン（白い木）」

©David Vintiner

Mille Arbres（©SFA＋OXO＋MORPH）
複合施設「ミル・アルブル（1000本の樹）」

House NA（©IWAN BAAN） House N（©IWAN BAAN）
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交流セッション

日時… 9月21日（土）　9：30～12：30
会場… 函館アリーナ1F 武道館A
定員…240名（予定）

旧相馬邸（写真提供…旧相馬邸）

地域実践活動発表会イメージ

日時… 9月21日（土）　10：00～12：00
会場… 函館アリーナ 1F　スタジオB
定員…80名（予定）

ライフスタイルが変化し、地域の環境に適した伝統的な住まいに暮
らす人 が々減り続けており、日本の住まいに培われてきた和の空間が
なくなりつつあります。連合会女性委員会は、2016年より「和の空
間」をテーマに取り組み、和の空間を体験し、その魅力を再認識で
きる建築を紹介するガイドブックを2018年9月に女性委員会のホー
ムページに公開してから約半年が経過しました。現在も、このガイド
ブックを皆様に活用していただくよう、発信しているところです。
　このガイドブックをさらに活用していただくために、各地域の作成
者から和の空間について、詳しく具体的に伺います。直接作成者の
思いを聞くことで再認識し、そして魅力を広めることを目的とします。ま
た、説明を伺った建物について実際に現地へ訪れ魅力ある和の空
間を体感することで、より深く理解し今後の設計活動に繋げます。

青年委員会セッション

運営｜青年委員会 
地域実践活動発表会
テーマ

女性委員会セッション

運営｜女性委員会

和の空間の魅力を探る…ふたたび
「魅力ある和の空間ガイドブック（WEB版）」の活用

テーマ

本セッションでは、全国で展開している青年建築士の活動をブロッ
クごとに選出し、一同に発表する「地域実践活動発表会」を開催し
ます。
　各地域での建築に関する認識を深めるとともに、地域と建築士の
「より良い」を目指すため、活動事例を参加者で共有し、今後の活
動をさらに発展させるためのディスカッションを行います。着目点は各
地域によりさまざまで、これからの建築業界に向けた一般参加型事
業や、防災・環境・福祉など地域コミュニティを考える事業、建築
士のスキルアップに繋がる事業など、参加者にとって自県の活動のヒ
ントになる時間となると考えています。また、発表された事例を参加者
が吟味し、優れた事業に対する考察を行うことで、発表者のプレゼ
ンテーション力や情報のまとめ方、周知の仕方など「建築士×伝える

力」を見て感じていただける企画です。
　これからの建築士・建築士会を担う青年建築士の発表をお楽
しみください。
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日時… 9月21日（土）　10：00～12：00
会場… 函館アリーナ 1F 武道館C
定員…80名（予定）

景観・街中（空き家）まちづくりセッション

運営｜景観・街中（空き家）まちづくり部会

空き家等の適正管理と 
利活用による景観の向上

テーマ

近年の人口減少や住宅の老朽化、社会的ニーズの変化により、利
活用されない空き家が増加しており、それが適切に管理されず放置
されています。そのため、周辺環境や景観に悪影響を与えています
ので、早期に空き家を利活用するか、または除却することが必要で
す。しかし、その方向性を決定するまでには相当な期間を要する物
件が多く、その間の維持管理が重要となります。
　昨年のさいたま大会では、「空き家等の利活用における建築士の
役割」をテーマとし、空き家に関する研修会を実施された先進県か
らの報告や空き家流通促進のための協議会や他の専門団体との
連携事業についての事例を学び、建築士、建築士会として何がで
きるかを話し合いました。
　また、本年2月に開催された「第27回まちづくり会議」においては、
空き家に関する問題について話し合い、神戸市でのその取り組みや

奈良県での空き家プラットホームの設立などを学びました。
　今大会では、空き家の放置が周辺の環境や景観に悪影響を与
えている現状を踏まえ、「どうすれば適切な管理が維持できるのか。」
「どうすれば空き家を如何に早く流通させることができるのか」また、
「除却後の空き地の景観をどのように、誘導するのか」について、建
築士のまちづくりとして議論を進めたいと考えています。

橿原市空家等対策プラットホーム（13団体）調印式

日時… 9月21日（土）　10：00～12：00
会場… 函館アリーナ 1F 多目的会議室B
定員…80名（予定）

福祉まちづくりセッション

運営｜福祉まちづくり部会

全国の観光バリアフリーと 
建築士について
ハード整備とソフト対応のわかる建築士の育成

テーマ

全国のバリアフリーの施設整備は、各自治体の福祉のまちづくり条
例により一定の成果を上げています。ところが、高齢者や障がい者
の身近な小規模店舗や既存施設（社寺等含む）は取り残されたま
まの状態で、大きな課題となっています。また、条例でハード面の整
備が進む一方、ソフト面の対応の遅れが問われてきていますし、オリ
ンピック・パラリンピック他海外から訪れる観光客などへの対応も迫
られています。
　高齢者や障がい者、外国の方 が々安心して訪れることができる
観光地づくりの取り組みとして、10年ほど前から全国各地で活発化
している「観光バリアフリー」の取り組みは、観光にとどまらず、日常の
身近な小規模施設や社寺等既存施設のバリアフリー化にも繋がり、
しかもハードだけではなくソフト対応にも広がり、旅行者だけでなく、

地域に住む人たちにとっても大きなメリットとなると捉えられています。
多くの人たちが訪れること、街に出て利用することこそバリアフリー化
推進の確かな道なのです。
　われわれ建築士の役割として、地域の観光・宿泊・飲食・交通
施設等の点・線・面的なバリアフリー調査の企画・実施・報告、改
修のアドバイス等が考えられますが、そのためには、ハード整備とソフ
ト対応のわかる建築士の育成と福祉まちづくり活動への参画が求め
られます。
　そこで、福祉まちづくりセッションでは、「観光バリアフリー」の推進
元である国土交通省観光庁の方をお招きして、皆さんと学び、語り
合えるセッションを考えています。全国の建築士の皆さん、あなたの
地域の「観光バリアフリー」の力となるべく、是非ともご参加下さい！

各地で取り組みをみせる観光バリアフリー
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日時… 9月21日（土）　10：00～12：00
会場… 函館アリーナ1F スタジオA
定員… 80名（予定）

防災まちづくりセッション

運営｜防災まちづくり部会

事前防災活動指針や 
風水害復旧マニュアルの 
R

リクロス

e┼

テーマ

昨年度、防災まちづくり部会では、事前の備えとして熊本地震にお
ける熊本士会を中心に周辺士会が実施した復旧・復興支援策を
再整理し、今後予想される大規模地震への復旧・復興支援活動
の円滑な拡大を視野に、建築士会が講ずべき事前の施策として
「建築士会事前防災活動指針」をまとめました。また、毎年のように
発生する住宅の風水害に対して「風水害による被災住宅復旧マ
ニュアル」も作成しました。
　さいたま大会のセッションでは、先導的に事前防災活動の取り組
みを実践している士会や、熊本地震や西日本豪雨による被災後の
復興に取り組んでいる士会の活動報告から、各建築士会で取り組
むことができる実践活動の項目や、その項目に対処する自治体との連

防災まちづくりセッションイメージ

環境部会セッションイメージ

日時… 9月21日（土）　10：00～12：00
会場… 函館アリーナ 1F 多目的会議室A
定員…80名（予定）

環境部会セッション

運営｜環境部会

SDGsの環境まちづくりに 
向けて
自治体主体で低炭素型定常社会を創りあげる

テーマ

埼玉大会で行う予定であったテーマを改めて今年度の全国大会
で開催します。
　地球温暖化の防止について、2015年にCOP21のパリ協定で
脱炭素社会への移行が宣言されました。同年に国連でサステイナ
ブルな17の開発目標（SDGs）を2016年から2030年までに実施す
る目標が掲げられ、世界の貧困や環境問題などの17の開発目標に
しっかり取り組むことが提唱されています。これからの日本の地域社
会でも、地球温暖化の防止と人口縮減社会というこの2つの課題に
ついて同時に自治体・コミュニティで解決しなくてはなりません。
　昨年の大会ではCO₂排出量の削減という目標のもと、建築物省
エネ法に関わる調査から地域の声を汲み上げることがいかに重要
か、地域の自主性を大事にするプロセスを今後とも進めていくことを

確認しました。一方SDGsにおいて人口縮減社会でも、地域の歴史、
風土を生かして定常社会を創りあげる方式を探し、その中にものつく
り力、発信力を高める試みがいくつかの自治体で生まれています。単
位建築士会でもサステイナブルな17の開発目標に関連する活動が
行われています。
　今大会ではその関連性を明らかにして、自治体とともに今後の各
地の単位士会の会員が地域の温暖化対策と人口縮減社会への
対応のどのように力を尽くすことができるかSDGsを主題として熱く語
り合う場といたします。

携活動等について具体的協議をめざしていましたが、十分な成果
を得ることはできませんでした。
　「建築士会事前防災活動指針」や「風水害等による被災住宅
復旧マニュアル」は、決して最終成果品ではありません。そこで北海
道大会では、各士会や参加者が指針やマニュアルを活用、活動を
展開した結果から明らかになった問題点や課題、活動支援の変化
等について、セッションの協議を通して更新や拡大を図ることで、指
針やマニュアルの R

リクロス

e┼を行いたいと考えています。
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日時… 9月21日（土）　10：00～12：00
会場… 函館アリーナ2F ホール
定員…60名（予定）

情報部会セッション

運営｜情報部会

建築士とAI（人工知能）との 
付き合い方
映える建築士のデバイス活用術

テーマ

近年、インスタ映えなどSNSを中心とした情報共有が盛んに行われ
ています。誰でも手軽に情報を提供でき、求める側は手軽に情報を
得られる時代であり、企業においても一般の方へのPRにSNSを活
用する動きが見られます。
　私たち建築士の業務においても、スマートフォンの普及からアプリ
等を活用した作業の効率化や情報共有が行われる時代となりまし
た。一方で「AIによってなくなる業種」がネット上でも話題となり、近
い将来の展望を危惧する方も少なくないと感じます。では、果たして
「AI」は私たち建築士の業務を脅かす存在となりうるのでしょうか？
　情報部会セッションでは、これからの建築士とAIとの付き合い方
を考え、建築士をどのように世間に周知していくか？　また、建築士
としての業務に生かせるツールの情報を収集し共有することで、作

業の効率化、業務PRに繋げていくための意見交換の場としたいと
考えます。
　そこで、大会開催前まで、皆さんより「これは使える！　デバイス・
ソフト・アプリ」情報を提供いただき、セッション内での活用法などを
検証し情報提供していきたいと思います。記載しておりますQRコー
ドを読み取り、情報収集にご協力いただけますよう、よろしくお願いい
たします。

さまざまなデバイスツール

活用できるアプリ
情報アンケート

日時… 9月21日（土）　10：00～12：00
会場… 花びしホテル 2F 芙蓉の間
定員…300名（予定）

歴史まちづくりセッション
第7回 ヘリテージマネージャー大会

運営｜全国ヘリテージマネージャーネットワーク協議会　   歴史まちづくり部会

歴史的建物を使い続ける
持続する地域・まちづくり

テーマ

地域の歴史を物語る建物が、地域には必ず存在します。歴史的な
建物は、その場所の履歴を語っているともいえます。歴史的な建物
は、建物そのものの魅力だけでなく、その場所、そのまちの魅力にもつ
ながっています。それらの建物は使い続けることによって、その場所の
存在が生かされ、建物が立つ地域が生かされていきます。そして使
い続ける建物には、使い続ける人 と々の実にいい関係が存在するの
です。「使い続ける」をキーワードに、建物と人 、々建物と地域、まちと
のつながりを考え、生かされ持続していく地域やまちについて掘り下
げてみたいと思います。
　使い続けるために何が必要だったか、何が大切だったか。使い
続けることがなぜ可能になったか。どのようなことを克服したから使い

続けることができたか。使い続けることで何が見えてきたか。これから
も使い続けていくために何が重要か。
　建物を人にたとえれば、建物を使い続けるということは、人がずっと
生き続けるということ、生命の血が流れているということです。建物に
血が流れているということは、建物を使う人 が々常にいて、人 が々そ

のなかで活動し続けていくということです。
　北の大地でずっと使い続けている住宅、学校や倉庫、洋館。それ
らの生きられている建物とともに、地域やまちの生き様をも照射したい
と思います。

「歴史的建物を使い続ける」をテーマに行われたセッション風景
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地域交流見学会（エクスカーション）

9月22日（日） 9：00～16：45（17：15）

 9：00ＪＲ函館駅（集合）
↓
五稜郭タワー
↓
箱館奉行所
↓
遺愛学院（旧遺愛女学校）
（耐震工事見学）
↓
旧函館区公会堂
（耐震工事見学）
↓

 函館ハリストス正教会
↓
昼食（レストラン 五島軒）
↓
東本願寺函館別院
↓
太刀川家住宅店舗
↓

高龍寺
↓
赤レンガ倉庫群
↓

 16：45ＪＲ函館駅（解散）
↓

 17：15 函館空港（解散）

最少催行人員…30名
参加費…8,000円
旅行条件…バス、
昼食・施設入場料込

函館の重要文化財見学
Bコース （貸切バス8時間）

9月22日（日） 9：00～12：00

 9：00 函館市地域交流
まちづくりセンター（集合）
↓
東本願寺函館別院
↓
カトリック元町教会
↓
函館ハリストス正教会
↓
旧北海道庁函館支庁庁舎 
（函館市元町観光案内所）
↓

旧相馬邸
↓
旧イギリス領事館
↓
旧日本銀行函館支店
（函館市北方民族資料館）
↓
旧第一銀行函館支店
（函館市文学館）
↓

 12：00 赤レンガ倉庫群（解散）

最少催行人員…30名
参加費…2,000円
旅行条件…徒歩、
施設入場料込み

函館の歴史的建造物街並見学
Aコース （徒歩2km、3時間）

函館市地域交流まちづくりセンター

1923（大正12）年築の旧丸井今井百貨店函館支店
の建物は当時の十字街の繁栄の中心。2007（平成
19）年に大改修し、現在は地域の交流施設として活
用。1930（昭和5）年の増築時に最新式のエレベー
ターが取り付けられ、これが東北・北海道で最も早く
設置されたエレベーターとなる。

五稜郭タワー

特別史跡五稜郭の入口に2006（平成18）年に建替え
られた五稜郭タワーの展望台2階には展示スペース
があり、五稜郭や箱館戦争などの歴史を学べるグラ
フィック展示や、16の情景模型が設置されている。

カトリック元町教会

最初の教会堂は1859（安政6）年創建。現在の建物
は1923（大正12）年に再建。大聖堂内の祭壇はロー
マ法王から贈られた日本唯一のもの。元町の代表的
風景、教会群の一角を占める。

箱館奉行所

江戸時代末期に現在の元町公園から五稜郭に移転、
箱館戦争を経て解体された。2010（平成22）年に部
分復元が終了、内部が一般公開されている歴史的
復元建造物。

函館市地域交流まちづくりセンター

五稜郭タワー（五稜郭歴史回廊）

カトリック元町教会

高龍寺 昼食（カレー洋食セット）

函館ハリストス正教会

日本初のロシア正教会聖堂。白壁と緑屋根の対比が
美しく、函館を代表する歴史的建造物。現存する聖
堂は1916（大正5）年築。週末などには美しい鐘の音
色が響きわたる。1996(平成8)年、環境庁の｢日本の
音風景百選｣に認定。

東本願寺函館別院

1907（明治40）年の大火で類焼、1915（大正4）年建
替えに際して日本初の鉄筋コンクリート造りとした。
二十間坂沿いに威風堂 と々建つ。国指定重要文化
財で、正式名は真宗大谷派函館別院。

函館市旧イギリス領事館（開港記念館）
1913（大正2）年築、1934（昭和9）年まで領事館とし
て使用。1992（平成4）年改装して開港記念館として
一般開放。2009（平成21）年、全面リニューアル。内
部にはティールーム、英国雑貨店併設。

高龍寺

創建1633（寛永10）年は市内最古（当時は亀田村に）。
現在の船見町の本堂は1899（明治32）年築。山門の
総けやきの彫刻が見事。
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9月22日（日） 8：30～17：20（17：50）

 8：30ＪＲ函館駅（集合）
↓
開陽丸記念館
↓
かもめ島　
↓
旧中村家住宅
↓
江差追分会館・
江差山車会館
↓

 昼食（お食事処 えさしや）
↓
いにしえ街道散策
↓
江差追分全国大会
↓
ＪＲ新函館北斗駅
↓

 17：20ＪＲ函館駅（解散）
↓

 17：50 函館空港（解散）

日本遺産「江差いにしえ街道」散策
Dコース （貸切バス9時間）

9月22日（日） 9：30～12：00

 9：30 函館市地域交流
まちづくりセンター（集合）
↓
旧入村質店（茶房ひし伊）
↓
旧衛生湯（美容室あみん）
↓
旧ホテル中央荘
↓
旧対馬理容院（ラッキーピエロ）
↓
旧梅津商店（はこだて工芸舎）
↓
旧函館郵便局
（はこだて明治館）
↓
箱館高田屋嘉兵衛資料館
↓

 12：00 赤レンガ倉庫群（解散）
最少催行人員…30名
参加費…1,000円
旅行条件…徒歩、
施設入場料込み

函館の近代建築見学
Cコース （徒歩2km、2.5時間）

旧梅津商店（はこだて工芸舎）
かつての歓楽街｢銀座通り｣入口の顔として、小ぶり
ながらも威風堂 と々構えている1934（昭和9）年築の
建物。函館の栄華を垣間見ることができる。現在は
ギャラリーショップが営業。

開陽丸記念館

1868（明治元）年に江差沖で座礁沈没した、旧幕府
軍の開陽丸を実物大で復元。榎本武揚など乗組員
の様子、貴重資料、遺物など3,000点を展示。音によ
る大砲発射体験、操船体験もできる。

旧函館郵便局（はこだて明治館）
1911（明治44）年に函館郵便局として建てられた赤レ
ンガの重厚な建造物。1983（昭和58）年から商業施
設として生まれ変わり、現在はショッピングモールと
して活用されている。

かもめ島

ニシン漁や北前船交易の舞台となった江差港の一
角にある陸繋島。上空から見ると、かもめが羽を広げ
たような形が特徴的。島からの夕日と日本海の眺め
は絶景で、函館から足を運ぶ価値あり。

旧梅津商店（はこだて工芸舎）

箱館高田屋嘉兵衛資料館

「箱館発展の恩人」と称される淡路島生れの豪商・高
田屋嘉兵衛は、私財を投じて箱館の基盤整備事業
を実施し、造船所を建設した。その関連資料と北前
船にまつわる資料が展示されている。1903（明治36）
年築の建物。

旧中村家住宅

江戸の末から明治にかけて、近江出身の呉服商が
建てたとされる。江差の商家、回船問屋建築の典型。
1971（昭和46）年重要文化財に指定。1981（昭和56）
年保存修理工事が竣工。

赤レンガ倉庫群

ベイエリアに建つ函館の代表的な観光スポット。1909
（明治42）年建築、1988（昭和63）年に全面リニューア
ルし、ショッピングモール、ビアホール、イベントホール
などとして営業。

いにしえ街道

江差は17世紀以降、日本海航路の北前船の基地と
して繁栄を謳歌。多くの建築遺産の残る中歌、姥神
町一帯を〝歴史を生かすまちづくり事業｢いにしえ街
道｣〟として整備、2004（平成16）年から供用開始。

旧函館郵便局（はこだて明治館）

最少催行人員…30名
参加費…12,000円
旅行条件…バス、
昼食・施設入場料込
江差追分全国大会入場券付

開陽丸 いにしえ街道 昼食（鰊そばオリジナルセット）

Kenchikushi 2019.424

特集 第62回建築士会全国大会 「北海道大会」へのいざない



9月22日（日） 8：00～18：00

 8：00ＪＲ函館駅（集合）
↓
函館市縄文文化交流センター　
↓
丘の駅
｢噴火湾パノラマパーク｣
↓
道の駅｢ニセコビュープラザ｣
↓
昼食（車中）
↓
ニセコ酒造
↓
ニッカウヰスキー工場
↓
小樽運河
↓

 18：00ＪＲ札幌駅（解散）

最少催行人員…30名
参加費…15,000円
旅行条件…バス、
昼食・施設入場料込み

縄文遺跡とニセコ・小樽の街並見学
Eコース （貸切バス10時間）

函館市縄文文化交流センター

北海道唯一の国宝「中空土偶」を常設展示する博
物館。函館市内（南茅部地区）の遺跡から発掘された、
縄文時代の石器や土器、装飾品などの遺物約1,200
点も展示。

ニセコ酒造

1916（大正5）年創業。｢加水調整をしない原酒｣｢水｣
｢空気｣｢環境｣にこだわる酒蔵で、水はニセコワイス
山系の雪清水と、羊蹄山からの｢噴出し湧水｣を使用。 
蔵は、低温発酵に適している豪雪のかまくら状態の
地区にあり。

函館市縄文文化交流センター

昼食（かなやのかにめし）
※なお、他に「幕の内弁当」も
ご用意しますので、事前に日本
旅行北海道よりご確認します。

ニッカウヰスキー工場

石造りの美しい正門を入ると1936（昭和11）年にウイ
スキーづくりが始まった15万㎡にわたる余市蒸溜所
が広がり、一号貯蔵庫は、床は土のままで適度な湿
度が保ち、外壁は石づくりで夏でも冷気が保てるよう
設計されている。

小樽運河

小樽運河は1923（大正12）年完成、内陸を掘り込ん
だ運河ではなく、海岸の沖合いを埋立てて造られ、
直線ではなく緩やかに湾曲しているのが特徴。運河
の全長は1,140mで、幅は道道臨港線に沿った部分
が20m、北部は40mとなっている。

小樽運河

各ルート・都市間アクセス概略
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アクセス

函館アリーナ

函館アリーナ

函館空港からは「タクシーの
ご利用」をお勧めします。

JR函館駅からは「市電を
ご利用」ください。

10分…料金の目安 1,360円

31分…料金240円

JP函館駅 函館空港
•シャトルバス…20分・料金450円
•タクシー利用…24分・料金の目安2,800円

函館アリーナ 函館市湯川町1-32-2 tel. 0138-57-3141
花びしホテル 函館市湯川町1-16-18 tel. 0138-57-0131
ホテル函館ロイヤル 函館市大森町16-9 tel. 0138-26-8181
金森ホール 函館市末広町14-12 tel. 0138-27-5530
地域交流まちづくりセンター 函館市末広町4-19 tel. 0138-22-9700

バス
20分
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宿泊設定期間
2019年9月20日（金）・21日（土）・22日（日）の3日間
申込み方法
「参加希望申込書」の宿泊申込み欄にご希望のホテルの「申込番
号」を第3希望までご記入ください。ホテルによっては日によって宿
泊料金が異なりますのでご注意ください。

宿泊の決定日
ホテルの予約確定後、お客様へのご案内は郵送またはメールでお
送りする「宿泊確認証」にてお知らせいたします。

宿泊について

・お申込の際は「申込番号」をご記入ください。
・料金表の宿泊料金は1泊2食付きまたは1泊朝食付き（消費税・サービス料込み）の
お一人様あたりの料金です。
・食事が不要の場合でも特別料金のためご返金はございません。
・各ホテルの宿泊数に限りがございますので必ず第3希望までご記入ください。
・ご希望のホテルが満室の場合は。他のホテル・他部屋タイプにてご案内させていた
だきます。
・上記プランには添乗員は同行しません。各宿泊施設でのチェックイン手続きはお客
様自身にて行っていただきます。

宿泊申込みに際しての注意事項

大会スケジュール・関係行事に関するお問い合わせ先

一般社団法人 北海道建築士会 事務局
tel 011-251-6076　fax 011-222-0924
〒060-0042 札幌市中央区大通西5丁目11番地

宿泊関係のお問い合わせ先

株式会社 日本旅行北海道 函館支店
『第62回建築士会全国大会「北海道大会」』 係
tel 0138-62-3770　fax 0138-62-3775
〒041-0821 函館市港町1丁目2番1号 ポールスターショッピングセンターC棟2階

宿泊ホテルマップA 湯の川エリア（函館アリーナ付近）

5

6

3

4

1
2

エリア
地図 
番号

ホテル名
客室 
タイプ

申込 
番号

9/20料金
9/21・22
料金

夕食欠食時の
減額

湯
の
川
エ
リ
ア

1 花びしホテル
1名1室 1-S 設定なし 設定なし －

2名1室 1-T 16,800 22,000 2,000

2 湯元啄木亭
1名1室 2-S 25,000 28,500

1,000
2名1室 2-T 15,000 18,500

3 ホテル万惣
1名1室 3-S 設定なし 設定なし －

2名1室 3-T 16,800 23,500 2,000

4 湯の浜ホテル
1名1室 4-S 20,500 25,500

1,000
2名1室 4-T 14,500 16,500

5
湯の川観光ホテル
祥苑

1名1室 5-S 16,000 18,000
1,000

2名1室 5-T 11,000 13,000

6
イマジンホテル＆
リゾート函館

1名1室 6-S 設定なし 設定なし －

2名1室 6-T 14,800 17,800 1,000

単位…円

Aの料金表 お一人様あたり（税込・１泊２食付き）

1名１室は提供数が限りがあり、その場合は代案にてご回答する場合もございます。

ご希望のホテルが満室の場合は代案にてご回答する場合もございます。

エリア
地図 
番号

ホテル名
客室 
タイプ

申込 
番号

9/20料金
9/21・22
料金

五
稜
郭
エ
リ
ア
・

函
館
駅
前
エ
リ
ア

7 函館リッチホテル五稜郭
1名1室 7-S 9,000 10,000

2名1室 7-T 8,500 9,500

8
ルートイングランディア
函館五稜郭

1名1室 8-S 11,700 14,000

2名1室 8-T 10,200 12,500

9
ホテルマイステイズ
函館五稜郭

1名1室 9-S 14,800 17,700

2名1室 9-T 設定なし 設定なし

10 ホテル法華クラブ函館
1名1室 10-S 14,800 15,800

2名1室 10-T 13,800 14,800

11 ラビスタ函館ベイ
1名1室 11-S 24,500 27,500

2名1室 11-T 16,500 21,500

12 函館国際ホテル
1名1室 12-S 24,300 26,300

2名1室 12-T 16,500 18,500

13 センチュリーマリーナ函館
1名1室 13-S 19,700 25,500

2名1室 13-T 16,800 24,000

14 東横イン函館駅前朝市
1名1室 14-S 9,700 10,700

2名1室 14-T 設定なし 設定なし

15
フォーポイント・
バイ・シェラトン函館

1名1室 15-S 25,800 25,800

2名1室 15-T 22,600 22,600

16
ルートイングランディア
函館駅前

1名1室 16-S 12,800 13,800

2名1室 16-T 12,300 13,300

17 コンフォートホテル函館
1名1室 17-S 9,800 10,800

2名1室 17-T 設定なし 設定なし

18 スマイルホテル函館
1名1室 18-S 9,400 9,900

2名1室 18-T 8,900 9,400

19 東横イン函館駅前大門
1名1室 19-S 9,700 10,700

2名1室 19-T 設定なし 設定なし

20 ホテル函館ロイヤル
1名1室 20-S 14,300 15,800

2名1室 20-T 設定なし 設定なし

単位…円

B・Cの料金表 お一人様あたり（税込・１泊朝食付き）

宿泊ホテルマップB 五稜郭エリア・C 函館駅前エリア

7

8

9 10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

お問い合わせ※下記までFAXにてお問い合わせください。
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参加希望申込について（大会登録・大交流会・地域交流見学会・昼食・宿泊）

大会スケジュール･関係行事に関するお問い合わせ先

一般社団法人 北海道建築士会 事務局
tel 011-251-6076　fax 011-222-0924
〒060-0042 札幌市中央区大通西5丁目11番地

大会参加に関するお問い合わせ先

株式会社 日本旅行北海道 函館支店
『第62回建築士会全国大会「北海道大会」』係
tel 0138-62-3770　fax 0138-62-3775　hakodate2_nhhkd@nta.co.jp
営業時間…月～金10：00～18：00　土10：00～13：30（日・祝日休業）
〒041-0821 函館市港町1丁目2番1号 ポールスターショッピングセンターC棟2階

この書面は、旅行業法第12条の4の定めるところの取引条件の説明書面及び同法第
12条の5の定めるところの契約書面の一部となります。詳しい旅行条件を説明した書面
をお渡ししますので、事前にご確認のうえお申込下さい。この旅行は、株式会社日本旅行
京都四条支店（以下「当社」といいます）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加され
るお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結していただくことになります。 

お申込み方法と契約の成立
■当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、FAXもしくは郵送にてお申込みください。
当社が申込書の受領を確認申し上げた時点で旅行の申込が成立します。今回は組織内
事業であり主催者が確定しているため申込金なしで旅行申込が成立するものとします。
■ご旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込書の受領確認した時点で成立致し
ます。
■団体、グループ（家族）の代表者を契約責任者として契約の締結及び解除に関する取
引を行います。
■旅行代金は旅行出発日の14日前までにお支払いいただきます。
旅行中止の場合 
各コース共最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。
この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前に連絡さ
せていただきます。
旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
旅行日程に明示された宿泊費、消費税等諸税が含まれます。旅行日程に記載のない交
通費等の諸費用及び個人的性質の諸費用は含まれません。
取消料
お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。
なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に解除する旨をお申し出いただい
た日とします。
免責事項
お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当社は賠償の責任を負いません。
■天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行中止
■運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しく
は旅行の中止
■官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難
■運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地・滞
在時間の短縮
特別補償
お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害につ
いては、当社の故意、過失の有無にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、補償
金及び見舞金をお支払いします。
旅程保証
当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約
の部第29条別表二）に掲げる重要な変更が生じた場合は、同条に定めるところにより変更
補償金をお支払いします。
個人情報の取扱
■当社及び受託旅行会社は旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報についてお
客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配およびそれらのサービスの受領のために必要な
範囲内で利用させていただきます。
■このほか当社の個人情報の取り扱いに関する方針等についてはホームページ（http://

www.nta.co.jp）でご確認下さい。

このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、2019年4月1日現在を基準として
います。

旅行企画・実施…日本旅行北海道函館支店
観光庁長官旅行業第1674号

旅行条件（要約）

■変更・取消は参加希望申込書をそのままお使いになり、必ずFAXまた
は郵送にてお願いいたします。お電話での変更・取消はお受けいたしかね
ますので、ご注意ください。
■取消料については、取消日によりお一人様につき下記取消料を申し受
けますので、ご注意ください。ただし営業時間内にご連絡をいただいた日を
基準といたしますので、ご注意ください。

取消料について

お問い合わせ

■参加ご希望の方は、別紙「参加希望申込書」に必要事項をご記入の上、
各都道府県所属建築士会事務局に 2019年6月28日（金）
までにご提出ください。
■各都道府県所属建築士会は、県内会員の申込書を取りまとめていただ
き、コピーを残して本編を日本旅行北海道函館支店宛に郵送またはFAX

にて2019年7月12日（金）までにお申込ください。
■ 8月下旬までに請求書と各種参加証を各都道府県所属建築士会様へ
郵送いたします。請求書に記載されている銀行口座に指定期日までにお振
込をお願いいたします。なお、お振込手数料はお客様にてご負担をお願い
いたします。
■変更・取消の場合はトラブルを避けるためにも、必ず参加申込みの方が
メールまたはFAXにて日本旅行北海道函館支店へご連絡をお願いいたし
ます。併せまして各都道府県所属建築士会様へもご連絡いただきますよう
お願いいたします。
※地域交流見学会（エクスカーション）の変更・取消の場合は、お手数です
が（一社）北海道建築士会事務局へも、ご連絡をお願いいたします。

ご
参
加
者

各
都
道
府
県
所
属
建
築
士
会

1.開催のご案内

2.参加申込締切（6月28日まで）

3.参加申込締切（7月12日まで）

5.参加証の発送

4.参加証等の発送（8月下旬まで）

6.参加費等の支払い

7.参加費等の支払い

株
式
会
社
日
本
旅
行
北
海
道 

函
館
支
店

大会登録費・大交流会費・昼食・地域交流見学会（エクスカーション）
取消日 9/8まで 9/9～9/12まで 9/13以降

取消料 無料 旅行代金の30％ 旅行代金の100%

宿泊
取消日 ご旅行出発の8日前まで ご旅行出発の前日まで 当日のお取消

取消料 無料 旅行代金の50％ 旅行代金の100%

※大会登録・大交流会・昼食は2019年7月31日（水）以降の取消はできません。
※地域交流見学会（エクスカーション）は2019年8月30日（金）以降の取消はできません。

※下記までFAXにてお問い合わせください。
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所属士会 支部名

ふりがな ふりがな

氏名
男・女　（　　　　）歳

同伴者氏名
男・女　（　　　　）歳

 参加証 
 送付先住所

〒　　　　　　　　　　　　　　（自宅・勤務先）勤務先の場合は、勤務先名を必ずご記入ください。

電話番号 FAX番号

携帯番号 函館までの主な交通手段 飛行機・JR・フェリー・貸切バス・自家用車・その他（　　　　　）

宿泊　※ホテルのお申込みは27ページ「宿泊について」記載料金表の「申込番号」を記入してください。

宿泊日
ホテルの申込番号

本人 同伴者 同室希望者氏名
※参加登録なしで同行される家族など 煙草

第1希望 第2希望 第3希望
9月20日（金） 禁煙 喫煙
9月21日（土） 禁煙 喫煙
9月22日（日） 禁煙 喫煙
宿泊に係るご要望等記入欄

備考　※大会参加にあたって、特記する事項があれば記入してください。
個人利用欄 各建築士会利用欄

地域交流見学会（エクスカーション）　※第1～3希望に○印をご記入ください。

日程 コース コーススタイル 参加料
第1希望

第2希望 第3希望
本人 同伴者

9月22日（日）

A 函館の歴史的建造物街並見学 2,000円
B 函館の重要文化財見学 8,000円
C 函館の近代建築見学 1,000円
D 日本遺産「江差いにしえ街道」散策 12,000円
E 縄文遺跡とニセコ・小樽の街並見学 15,000円

※申し込みが集中したり最小催行人数に満たないコースが発生した場合、ご希望に添えないことがあります。行事への参加が当該見学会のみの同伴者の方も大会登録費が必要とな
ります。

第62回建築士会全国大会 「北海道大会」 申込締切日：2019年6月28日（金）
所属する各都道府県建築士会事務局まで提出

※申込書は1名につき1枚、同伴者は連名にてご記入ください（コピー可）

参加希望申込書

大会登録等　※希望に○印をご記入ください。
日程 NO 行事名 時間 参加料・代金 本人 同伴者

9月21日（土）

1 大会登録  9：00～ 5,000円 ○
2 大会式典 15：00～17：00 大会登録者無料
3 記念講演 13：00～14：30 一般公開（無料）
4 大交流会 17：30～19：15 7,000円
5 函館夜景バスツアー 20：00～22：00 3,000円
6 昼食（お弁当） 11：00～13：00 1,000円
7 青年委員会セッション（地域実践活動発表会）  9：30～12：30

大会登録者無料

8 女性委員会セッション 10：00～12：00

9 景観・街中（空き家）まちづくりセッション 10：00～12：00

10 福祉まちづくりセッション 10：00～12：00

11 防災まちづくりセッション 10：00～12：00

12 環境部会セッション 10：00～12：00

13 情報部会セッション 10：00～12：00

14 歴史まちづくりセッション／第７回 ヘリテージマネージャー大会 10：00～12：00

※同伴者について…いずれかの行事（記念講演除く）に参加される同伴者の方は、大会登録費が必要となります。ただし、体の不自由な方の付き添い（介助者）や未就学の児童は、記念
講演も含めて無料です。

,000円
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