
 

令和元年度 
「ＣＬＴ設計技術研修会」 及び 「ＣＬＴ施工技術研修会」 

開催案内 
ＣＬＴ（直交集成板）は、軽量で強度に優れた面材料であり、その特性や意匠性

を活かして、公共建築物や中高層建築物など、様々な建物や用途で木材の可能

性を広げる建材として注目されています。 

道内でＣＬＴの利用を拡大していくためには、建築に携わる方に設計・施工技術の

理解を深めていただくことが重要であることから、この度、建物の設計および施工技

術者、また、企画立案者や行政担当者を対象として、以下のとおり道内の建築事

例を踏まえた研修会を開催しますので、ご案内致します。 

主催：北海道   

共催：(地独)北海道立総合研究機構森林研究本部林産試験場 ※旭川のみ 

 

１．CLT 設計技術研修会 ★建築士会ＣＰＤ認定申請中 

※事前に、以下の書籍をご購入、ご一読の上、ご持参ください。事前購入できない方は、当日、各 30 冊限定で販

売しますので、購入をご希望の方は、令和2 年1 月15 日までにお申し込みください。 

2019 年版（3 版）実務者のための CLT 建築物設計の手引き：http://clta.jp/sales/ 

◆開催日時および開催場所： 

札幌 
令和2 年1 月27 日(月) 13：30～16：30 【開場 13：00】 申込締め切り 1/21 

TKP ガーデンシティ札幌駅前 ホール 2B (札幌市中央区北 2 西 2-19） 

旭川 
令和2 年1 月29 日(水)  9：30～12：00 【開場 9：00】 申込締め切り 1/21 

林産試験場 1 階講堂（旭川市西神楽 1 線 10 号） 

北見 
令和2 年2 月12 日(水)  9：30～12：00 【開場 9：00】 申込締め切り 2/6 

オホーツク木のプラザ 1 階研修室 (北見市泉町 1 丁目 3-18） 

◆参加対象：ＣＬＴの活用に関心をお持ちの自治体、企業・団体他の設計技術者 

（札幌 先着 60 名/旭川・北見 先着 40 名） 

◆参加費 ：無料   

◆プログラム 

  （１）国、北海道におけるＣＬＴの取組概要、各種支援制度等 【北海道】 

  （２）国内の取組事例 【日本データーサービス（株）】 

  （３）ＣＬＴ建築物の設計・施工のポイント 【一般社団法人日本ＣＬＴ協会】 

  （４）道内の設計事例 【ＣＬＴ設計者等】  ※会場により、一部内容が異なります。 

     北海道 CLT パビリオン（旭川市）、(株)Ｆ・Ｋ事務所（北見市）、芽登集落センター（足寄町） など 

  （５）質疑応答 

 
※お申込み、お問合せについては別紙をご覧ください 



 

２．CLT 施工技術研修会 ★建築士会ＣＰＤ認定申請中 

※事前に、以下の書籍をご購入いただき、ご一読の上、ご持参ください。事前購入できない方は、当日、30 冊限

定で販売しますので、購入をご希望の方は、令和2 年1 月15 日までにお申し込みください。 

CLT パネル工法 低層住宅施工マニュアル 建て方編：http://clta.jp/sales/ 

◆開催日時および開催場所： 

札幌 
令和2 年1 月28 日(火) 9：30～11：30 【開場 9：00】 申込締め切り 1/21 

TKP ガーデンシティ札幌駅前 ホール 2B (札幌市中央区北 2 西 2-19） 

旭川 
令和2 年1 月29 日(水) 13：30～15：30 【開場 13：00】 申込締め切り 1/21 

林産試験場 1 階講堂（旭川市西神楽 1 線 10 号） 

北見 
令和2 年2 月12 日(水) 13：30～15：30 【開場 13：00】 申込締め切り 2/6 

オホーツク木のプラザ 1 階研修室 (北見市泉町 1 丁目 3-18） 

◆参加対象：ＣＬＴの活用に関心をお持ちの自治体、企業・団体他の施工技術者 

（札幌 先着 40 名/旭川・北見 先着 30 名） 

◆参加費 ：無料 

◆プログラム 

  （１）ＣＬＴ建築の施工 【一般社団法人日本ＣＬＴ協会】 

  （２）道内の施工事例 【ＣＬＴ設計者、林産試験場等】  ※会場により、一部内容が異なります。 

    北海道 CLT パビリオン（旭川市）、(株)Ｆ・Ｋ事務所（北見市）、芽登集落センター（足寄町） など 

  （３）質疑応答 

  （４）現場見学会 旭川会場：北海道 CLT パビリオン（林産試験場敷地内） 

北見会場：(株)Ｆ・Ｋ事務所（北見市川東３７０−２） ※各自での移動をお願いします。 

 

＜注意事項＞ 

１．旭川会場での食事 

・旭川会場では近隣に食事をとれる場所が少ないため、設計技術研修と施工技術研修の両方を受講される方

は、弁当購入の有無を、参加申込みと合わせてご連絡ください。 

２．指定書籍の購入等 

・（一社）日本ＣＬＴ協会又は（公財）日本住宅・木材技術センターの会員の場合、割引価格で購入できますので、

直接購入されることをお勧めします。 

・設計技術研修等の理解をより深めるため、以下の書籍のご購入、ご一読をご検討ください。また、当日、30 冊限

定で販売しますので、購入をご希望の方は、令和2 年1 月15 日までにお申し込みください。 

①2016 年公布・施行 ＣＬＴ関連告示等解説書増補版：http://howtecs.shop-pro.jp/?pid=142152031 

②2016 年版ＣＬＴを用いた建築物の設計施工マニュアル増補版：http://howtecs.shop-pro.jp/?pid=108166006 

※お申込み、お問合せについては別紙をご覧ください 



別紙 

令和元年度 

「ＣＬＴ設計技術研修会」 及び 「ＣＬＴ施工技術研修会」 

お申込み方法 
 

・各会場の参加、指定書籍の購入の有無を、メール、または FAXにて、所定の締め切り日までに本研修会事務局

である日本データーサービス㈱にお申し込みください。 

・各会場、定員になり次第締め切らせていただきます。 

 

★メールでお申し込みの場合 

「ＣＬＴ研修会参加希望」と表題に明記し、希望の研修会名（設計技術、施工技術）、開催地(札幌、旭川、北

見)、当日の書籍購入有無（有の場合、必要な書籍名）、弁当購入の有無（旭川のみ）、お名前、代表者の方の

ご所属・連絡先(電話、メールアドレスなど)、その他の参加者のお名前をご記入の上、下記メールアドレスにお申し

込みください。 

メールアドレス：ｃｌｔ@ｎｄｓｉｎｃ .ｃｏ . ｊｐ   

 

★FAX にてお申し込みの場合 

裏面の申し込み用紙に必要事項をご記入の上、下記 FAX 番号にお申し込みください。 

ＦＡＸ番号：０１１－７８０－１１１８  

 

◆お問い合わせ先 

 ＣＬＴ研修会 事務局運営担当 

日本データーサービス株式会社 企画部 担当：藤井、永井、柿本 

     メール：clt@nds inc .co . jp   TEL：011-780-1121  FAX：011-780-1118 

 

  



別紙 

(ＦＡＸ申し込み用紙) ※必須項目 

※開催地 

１．設計技術  □札幌(1/27)  □旭川(1/29) □北見(2/12) 

２．施工技術  □札幌(1/28)  □旭川(1/29) □北見(2/12) 

(参加される会場に☑チェックをつけてください) 

※書籍購入

希望 

当日の書籍購入希望の有無、購入の場合、必要冊数を記載してください。 

□購入希望なし 

□CLT 建築物設計の手引き（税込 10,000 円）        （           ）冊 

□低層住宅施工マニュアル 建て方編（税込 5,000 円）  （           ）冊 

□告示等解説書（税込 4,074 円）                （           ）冊 

□設計施工マニュアル（税込 6,111 円）            （           ）冊 

 (該当部分に☑チェックをつけ、購入の場合、冊数をご記入ください) 

弁当の 

購入希望 

（旭川のみ） 

□購入希望なし 

□購入希望あり（税込 520 円/個）  （           ）個 

 (該当部分に☑チェックをつけ、購入の場合、個数をご記入ください) 

代表者 

※お名前： 

※ご所属： 

※電話：(         )           －      

ＦＡＸ：(         )           －      

※メールアドレス              ＠ 

※その他 

参加者の 

お名前 

  

  

 


