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平 成 ２ 年 度 事 業 報 告 

（自 令和２年４月１日～ 至 令和３年３月３１日） 

 

事業概要 

 

 

 平成２４年４月に一般社団法人として新たなスタートを切ってから８年目となる和歌山県建

築士事務所協会は、建築士事務所の業務の適正な運営と健全な発展及び建築主の利益の保護を図

ることを常に認識し、県民に対して建築士事務所の役割を普及啓発してきました。また、当協会

は、法定団体として自立的な監督体制の確立のため、常に行政機関と連携しながら改正建築士法

や改正建築基準法の周知にも取り組んでいます。 

 

 令和２年度の事業報告に先立ち、正会員の会費値上げを皆様のご協力のもと年度当初にさかの

ぼり実施させていただきました。結果、大きな混乱もなく協会財政の逼迫する中、財政健全化に

向かっていける大きな力となりました。この場を借りてお礼申し上げます。 

 

 令和２年度の協会活動は、ご案内のとおり全世界を吹き荒れた新型コロナウィルス感染防止対

策などの影響を受け、なかなか思うように活動できませんでした。現在においてもまだまだ予断

を許さない状況が続いておりますが、２年度後半からは、ウィズコロナでの活動のあり方を模索

し少しでも協会活動を活性化し持続させるよう、議論を続けてまいりました。 

 

 令和２年度は、組織の強化と拡充を重点事項にかかげ会員の増強を図ろうと役員が先頭に立ち

協会の魅力を PR しながら、勧誘に努めた結果正会員３社、賛助会員１２社の新規入会がありま

した。正会員の新規加入目標の５社には届かないものの今後もこのペースで会員の増強を図って

まいります。 

 

 さて、運営委員会をはじめとする各委員会については、Web 会議を併用できるよう事務局での

環境整備をおこない、すべての委員会で Web を活用できるようになりました。今後の会議につ

きましては、新型コロナの感染状況に関係なく Web 会議を併用してなかなか参加できなかった

遠方の方々にも積極的に議論の場に入っていただこうと考えております。 

 

 昨年度で終了いたしました林業振興課からの委託事業・きのくにわかやま木造塾に代わる物と

して、県内市町村の公共建築物を木造化しようと、今年度は「市町村等木造化・木質化支援事業」

として県内市町村営繕担当者等を対象とした相談窓口を開設することができました。また、県公

共建築課からは、「紀州材活用建築モデル事業」として自転車置き場のプロトタイプを提案する

事業や「県内公共施設木造化推進のための検討業務」として昨年度完成した海草振興局建設部庁

舎を題材に木造・RC・鉄骨造の比較設計を行い木造化コストの詳細検討を行うことや、今後の県

内公共施設の木造化に向けた課題と戦略を検討するなどの業務を委託されることになりました。 

県から多くの委託事業を受注することができたため、協会では委託事業に専念できるよう特別

委員会を設置し、会員の協力のもと県から依頼されたものについて満足できる成果をあげ、当協

会のますますの信頼を得ることができました。 

 

以上のように、令和２年度はコロナ禍にもかかわらず様々な事業が実施されました。今後も、

なお一層、消費者の皆様に信頼される建築士事務所協会であり続ける努力を重ね、建築設計業界

がより活性化し、若者があこがれる業界になれるよう努力してまいります。 

以下に今年度実施した会務及び事業についてご報告いたします。 
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 会務報告 
 
１．令和２年度総会 
 
 ■ 第３９回通常総会 
  □開催日時 ： 令和２年 ６月２日（火）  １５：００～ 

  □開催場所 ： 和歌山ビッグ愛 １階大ホール 
  □次  第 
    １ 開会の辞 
    ２ 建築士事務所憲章朗読 
    ３ 会長挨拶 
    ４ 議長選任 
    ５ 議長挨拶 

    ６ 議事録署名人選任 
  □議決事項 
    第１号議案 令和元年度事業報告承認の件 
    第２号議案 令和元年度収支決算報告承認の件 
      監査報告 

    第３号議案 正会員会費改定について承認の件 

（定款細則第５条１項第１号の改正） 

    第４号議案 令和２・３年度役員選任について候補者承認の件 

  □報告事項 
    令和２年度事業計画並びに収支予算について 

  □議事一旦終了 
  □理事会開催（新役員による会長・副会長選任） 

  □議事再開 

□理事会報告 

□理事会報告・新会長就任挨拶 

□議事終了 

   
 ■ 懇親会・・・新型コロナ感染防止のため中止 
   
２．令和２年度理事会 
 
 ■ 第１８０回理事会 
  □開催日時 令和２年４月２４日（金） 午後 ３時～ 
  □開催場所 建築士会館３階会議室 
  □議  題 

   報告事項 
   （１）会員の動静について 
   （２）その他 
   審議事項 
   （１）第３９回通常総会議案書（案）について承認の件 
   （２）通常総会の案内送付文について 
   （３）その他 
  □出席理事数  １６名 （出席理事１６名、監事１名） 
  

■ 第１８１回理事会 

  □開催日時 令和２年 ６月２日（火）  １５：００～ 
  □開催場所 和歌山ビッグ愛 １階大ホール附室 
  □議   題 

   審議事項 
    会長、副会長選任の件 
  □出席理事数 ２０名 （出席理事２０名、監事１名） 
 
 ■ 第１８２回理事会 
  □開催日時 令和２年６月３０日（火） 午後 ３時～ 
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  □開催場所 建築士会館 ３階会議室 
  □議   題 
   報告事項 
    （１）新任副会長・理事・監事の紹介 
    （２）会員の動静について 

    （３）事務局から 
   審議事項 
    （１）定款細則第１７条の改正について（委員会委員） 
    （２）特別委員会の設置について 

    （３）通常委員会及び特別委員会の委員等について 

    （４）その他 

 
  □出席理事数 １９名 （出席理事１９名、監事１名） 
 
 ■ 第１８３回理事会 
  □開催日時 令和２年１１月２７日（金） 午後 ３時～ 
  □開催場所 建築士会館 ３階会議室 
  □議   題 
   報告事項 
    （１）会員の動静について 

    （２）各委員会報告 

    （３）上半期協会収支報告 

    （４）今年度栄典報告 

    （５）その他会員の動静について 

   検討事項 

    （１）今後のコロナ禍における協会活動 

    （２）その他 
  □出席理事数 １８名 （出席理事１８名、監事２名） 

 
 ■ 第１８４回理事会 
  □開催日時 令和３年３月２５日（木）  午後３時～ 
  □開催場所 建築士会館 ３階会議室 
  □議   題 
   報告事項 
    （１）会員の動静について 
    （２）各委員会報告 
    （３）その他 
   議決事項 
    （１）令和２年度補正予算案について 
    （２）その他 
  □出席理事数 ２０名 （出席理事２０名、監事２名） 
 
３．令和２年度 各委員会 
 
（１）運営委員会 

 
  ■ 第１回運営委員会 
   □開催日時 令和２年４月７日（火） 午後３時００分から 
   □開催場所 建築士会館  3 階協会会議室 
   □議   題  
        （１）「あさも」の追加広告他について 

    （２）その他 
 
  ■ 第２回運営委員会 
   □開催日時 令和２年４月２４日（金） １３：３０～ 
   □開催場所 建築士会館 協会会議室 
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   □議   題  
    （１）第１８０回理事会の進め方（第３９回通常総会議案書案） 
    （２）その他 
 
  ■ 第３回運営委員会 
   □開催日時 令和２年５月２０日（水） 午後１時３０分から 
   □開催場所 建築士会館 ３階協会会議室 
   □議   題 

（１）第３９回通常総会役割分担について 

（２）第３９回通常総会進行シナリオについて 

（３）次期委員会、部会メンバー案について 

（４）その他 
 
  ■ 第４回運営委員会 
   □開催日時 令和２年６月１５日（月） 午後３時００分から 
   □開催場所 建築士会館 ３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）令和２・３年度通常委員会等委員案について 

（２）令和２年度協会活動について 

（３）理事会開催日程及び議題について 

（４）その他 

 

  ■ 第５回運営委員会 
   □開催日時 令和２年６月３０日（火） 午後１時３０分から 
   □開催場所 建築士会館 ３階会議室 
   □議   題 

    （１）令和２・３年度通常委員会等委員案について 

（２）第１８２回理事会の進行について 

（３）その他 

 

  ■ 第６回運営委員会 

   □開催日時 令和２年１０月 ６日（火） 午後１時３０分から 

   □開催場所 建築士会館 ２階会議室 

   □議   題 

    （１）令和２年度協会活動について 

（２）各委員会開催予定と委員会活動内容の提案について 

（３）Web 会議の開催準備について 

（４）その他 

 

  ■ 第７回運営委員会 

   □開催日時 令和２年１１月２７日（金） 午後１時３０分から 

   □開催場所 建築士会館３階 会議室 

   □議   題 

    （１）令和２年度第１８３回理事会の進行について 

（２）忘年会などの役割分担等について 

（３）その他 

 

  ■ 第８回運営委員会 

   □開催日時 令和３年２月２５日（木） 午後３時００分から 

   □開催場所 建築士会館３階 協会会議室 

   □議   題 

    （１）緊急避難路沿い建築物耐震化窓口設置について 

（２）県、和歌山市、他市町村への要望事項について 

（３）その他 
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  ■ 第９回運営委員会 

   □開催日時 令和３年３月２５日（木） 午後１時３０分から 

   □開催場所 建築士会館３階 会議室 

   □議   題 

    （１）第１８４回理事会の進行について 

（２）その他 

 

 

  ○第１回業務部会 

   □開催日時 令和２年１０月１９日（月） １３:３０～ 

   □開催場所 建築士会館 ３階協会会議室 

   □議   題 

    （１）昨年度の県市町村への要望事項について（おさらい） 

    （２）今年度の県への要望事項について 

（３）業務部会のスケジュール 

（４）その他 

 

  ○第２回業務部会 

   □開催日時 令和２年１１月９日（月） １３:３０～ 

   □開催場所 建築士会館 ３階協会会議室 

   □議   題 

     今年度の県への要望事項について 

 

  ○第３回業務部会 

   □開催日時 令和２年１２月１日（火） 午前１０時００分から 

   □開催場所 建築士会館 ３階協会会議室 

   □議   題 

    （１）第２回業務部会の検討事項について 

（２）追加項目について 

（３）まとめ 

（４）その他 

 

 
（２）総務・財務委員会 

 
  ■ 第１回総務・財務委員会 
   □開催日時 令和２年５月１１日（月）  午後３時００分～ 
   □開催場所 建築士会館 協会会議室 
   □議   題  
    （１）県林業振興課からの新年度委託事業について 

（２）県公共建築課からの新年度委託事業について 

（３）特別委員会組織化について 

（４）その他 

 

  ■ 第２回総務・財務委員会 
   □開催日時 令和２年７月２９日（水）  午後１時３０分～ 

   □開催場所 県民文化会館 ５０４ 
   □議   題  
    （１）総務・財務委員会について（顔合わせを兼ねて） 

（２）今年度の各委員会事業計画について 

（３）その他 
 
  ■ 第３回総務・財務委員会 
   □開催日時 令和２年１０月２０日（火） 午前１０時００分～11 時 30 分 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室（ホスト会場） 
   □議   題  
    （１）令和２年度上半期予算執行状況について 
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（２）今年度の委員会事業計画について 
（３）その他 

 
  ■ 第４回総務・財務委員会 
   □開催日時 令和３年３月１８日（木） 午後３時００分から 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題  
    （１）令和２年度決算見込みについて 

（２）令和２年度補正予算について 
（３）その他 

 
（３）教育・研修委員会 

 
  ■ 第１回教育・研修委員会 
   □開催日時 令和２年７月２９日（水）  午前１０時３０分～ 
   □開催場所 県民文化会館 ５０４号室 
   □議   題 

（１）初顔合わせ 
（２）今年度の研修計画について 
（３）賛助会員さんの PR 時間を取ることについて 
（４）その他 

 

（４）広報・編集委員会 

 
  ■ 第１回広報・編集委員会 
   □開催日時 令和２年４月１５日（水）  午後１時３０分～ 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）テレビ・ラジオの広報企画について（結果報告） 

（２）「あさも」５・６月号の企画について 

（３）その他（令和２年度の活動等） 

 

  ■ 第２回広報・編集委員会 
   □開催日時 令和２年７月２９日（水）  午後３時００分～ 
   □開催場所 県民文化会館 ５０４ 
   □議   題 

（１）広報・編集委員会の活動方針（顔合わせも兼ねて） 
（２）「あさも」９・１０月号の企画について 
（３）その他 

 
  ■ 第３回広報・編集委員会 
   □開催日時 令和２年１２月１８日（金）  午後１時３０分～ 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）「あさも」の企画について（担当委員制への移行） 

（２）「あさも」１・２月号の企画について 
（３）その他 

 
 
（５）交流・会員委員会 

 
  ■ 第１回交流・会員委員会まちづくり部会 
   □開催日時 令和２年１０月１９日（月） 午後３時００分から 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題 

（１）コロナ禍での会員の交流について（今後の活動方針など） 
（２）その他 
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（６）防災・耐震対策委員会 
 
  ■ 第１回防災・耐震対策委員会 
   □開催日時 令和２年１０月１６日（金）  午後１時３０分～ 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題 

（１）会員活動の確認 
（２）大規模災害部会名簿の確認 
（３）非木造住宅耐震診断の審査員の確認 
（４）その他 

 
  ■ 第２回防災・耐震対策委員会 
   □開催日時 令和３年２月８日（月）  午後１時３０分～ 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題 

（１）緊急輸送道路沿道建築物の耐震化について 
（２）相談窓口の設置について 
（３）施主（建物持ち主）への PR と設計事務所の紹介について 
（４）診断標準金額の設定について 
（５）その他 

 
  ■ 第３回防災・耐震対策委員会 
   □開催日時 令和３年３月２６日（金）  午後１時３０分～ 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題 

（１）緊急輸送道路沿道建築物の耐震化相談窓口について 
（２）補助金の限度額の内訳について 
（３）協力設計事務所への説明会について 
（４）その他 

 
（７）受託業務特別委員会 
 
  ■ 第１回受託業務特別委員会委員会 
   □開催日時 令和２年７月３１日（金）  午後１時３０分～ 
   □開催場所 県民文化会館 ４０９号室 
   □議   題 

（１）各受託業務の進捗について 
（２）相談窓口の各市町村への PR 活動について 
（３）経費の支払いについて 
（４）その他 

 
  ■ 第２回受託業務特別委員会委員会 
   □開催日時 令和２年１０月１６日（金）  午後３時３０分～ 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題 

（１）前回議事録報告 
（２）市町村等木造化・木質化支援業務報告 
（３）駐輪場に関する紀州材活用建築モデル作成業務報告 
（４）その他 

 
  ■ 第３回受託業務特別委員会委員会 
   □開催日時 令和２年１２月２２日（火）  午後１時３０分～ 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題 

（１）市町村等木造化・木質化支援業務進捗状況報告 
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（２）駐輪場に関する紀州材活用建築モデル作成業務進捗状況報告 
（３）新規「県内公共施設木造化推進のための検討業務」について 
（４）その他 

 
  ■ 第４回受託業務特別委員会委員会 
   □開催日時 令和３年２月８日（月）  午後３時００分～ 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題 

（１）市町村等木造化・木質化支援業務進捗状況報告 
（２）駐輪場に関する紀州材活用建築モデル作成業務進捗状況報告 
（３）駐輪場に関する作業内容とスケジュールについて 
（４）その他 

 
 
４．建築物耐震診断判定委員会の開催 
           ※既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会登録 
 
  ■ 本委員会・準備委員会の開催 
 

開催回 準備委員会 本委員会 処理棟数 
第１回 令和２年８月２７日 令和２年９月４日 ３棟 
第２回 令和２年９月２９日 令和２年１０月１２日 １棟 
第３回 令和３年１月２９日 令和３年２月１０日 ２棟 

 
※令和２年度判定委員会処理棟数・・・６棟 

 
５．令和２年度 協会活動（行事） 
 
（１）和歌山県選出国会議員への要望活動    

～～新型コロナウイルス感染症の影響に伴う 

建築需要を下支えする支援を求める要望活動～～ 

  

要望活動日時：令和２年９月８日（火） １３時３０分～ 

 

 要望活動国会議員 

二階俊博自民党幹事長、石田真敏衆議院議員、門 博文衆議院議員 

世耕弘成参議院議員、鶴保庸介参議院議員、足立敏之参議院議員 

 

 要望場所：自民党本部幹事長室（鶴保参議院議員同席）、他順次各議員会館 

 

 協会側出席者：尾添会長、佐藤副会長、前田事務局長、和歌山県県土整備部安部技監 

 

 要望概要 

一 地域経済の復興のために公共事業を含む補正予算の編成と令和３年度予算における
公共事業の増額 

二 住宅需要を刺激するための住宅取得に係る税制優遇や助成等の支援制度の更なる拡
充 

三 建築物における新たな生活様式への対応や業務の効率化を進めるためのビルディン
グ・インフォメーション・モデリングの普及等、地域の中小建築士事務所に対する
技術的・財政的支援 

 

 

（２）令和２年度和歌山県及び県内市町村長への要望活動 

 
      □日事連と当協会の連名での全国共通要望 
    （１）業務報酬基準に準拠のうえ、業務委託内容を明確化した契約を行うこと。 
    （２）公共建築物の設計・工事監理業務の発注については品確法の主旨に則り、価       
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格以外の要素を考慮した選定方法を採用されたい。やむを得ず価格競争によ
る場合は、「最低制限価格」の設定・引き上げ等の実施。 

    （３）建築設計・工事監理業務の発注に際し、賠償責任保険への加入を条件とされ       
たい。 

    （４）公共建築物の設計業務の発注者選定の際、「建築 CPD 情報提供制度」の実績       
を活用されたい。 

 
      □当協会独自要望（和歌山県あて） 
    （１）「総合評価落札方式」の制度運用について、審査方式や実績要件の緩和など

の要望 

    （２）第３者監理を導入する場合、自ら設計した公共施設の現場に関われるよう、
設計意図伝達業務の発注対象範囲の拡大又は、現場に関わることのできる仕
組みの構築。 

（３）設計業務について優良表彰制度の創設 

（４）デジタル化の時代に逆らわない提出書類のあり方を要望 

 

□当協会独自要望（和歌山市長あて） 
    （１）より多くの現場監理業務委託の発注を要望 

    （２）デジタル化の時代に逆らわない提出書類のあり方を要望 
 

□当協会独自要望（和歌山市以外の市町村長あて） 
    （１）業務報酬基準告示９８号を尊重し、遵守するよう要望 

    （２）適切な「最低制限価格」を設ける要望 

    （３）デジタル化の時代に逆らわない提出書類のあり方を要望 
 
６．令和２年度 協会活動（講習会） 
 
＜法定講習会＞ 
 
 ■ 建築士定期講習 
   □開催日時 令和２年１１月１８日（水）  ９：２０～１７：４０ 
   □開催場所 和歌山県民文化会館 ３階 特設会議室 
   □講義要旨／講師 
          １ 建築物の建築に関する法令に関する科目①／県建築住宅課 山形班長 
     ２ 建築物の建築に関する法令に関する科目②／県建築住宅課 植山主査 
     ３ 建築物の建築に関する法令に関する科目③／県建築住宅課 植山主査 
     ４ 設計及び工事監理に関する科目①／当協会副会長 藤田貴司 
     ５ 設計及び工事監理に関する科目②／当協会副会長 佐藤和夫 
   □建築 CPD／５単位 

 
 ■ 建築士定期講習 
   □開催日時 令和３年１月１５日（水）  ９：２０～１７：４０ 
   □開催場所 和歌山県民文化会館 大会議室 
   □講義要旨／講師 
          １ 建築物の建築に関する法令に関する科目①／DVD 講習 
     ２ 建築物の建築に関する法令に関する科目②／DVD 講習 
     ３ 建築物の建築に関する法令に関する科目③／DVD 講習 
     ４ 設計及び工事監理に関する科目①／DVD 講習 
     ５ 設計及び工事監理に関する科目②／DVD 講習 
   □建築 CPD／５単位 
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＜知事指定講習会＞ 
 
 ■ 開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会 
   □開催日時 令和２年１１月３０日（月）９時３０分～１６時２０分 
   □開催場所 和歌山ビッグ愛 １２０１・１２０２ 
   □講義要旨／講師 
          １ 開会挨拶／当協会会長 尾添 信行 
     ２ 講義 建築士事務所の業務と展望／当協会副会長 佐藤 和夫 

     ３ 講義 これからの建築士事務所経営／当協会副会長 寺前 則彦 
     ４ 講義 トラブル対応とリスク管理／(有)日事連サービス 辻 哲朗 
     ５ 講義 建築技術の新しい動向／当協会副会長 藤田 貴司 
       講義 地域編 和歌山県からの情報提供／ 

県建築住宅課建築指導班長 山形昌之 
   □建築 CPD／５単位 

 

＜その他の講習会＞ 

 

■ 令和２年度適合証明技術者業務講習（DVD 講習） 
   □開催日時 令和 2 年 11 月 26 日（木） 13：20～17：30 
   □開催場所 建築士会館 3F 大会議室 
   □講義要旨 挨拶（適合証明業務の重要性について）  会長 尾添 信行 

         業務の重要性／留意事項の確認／ 

融資対象となる住宅と物件検査の流れ／一戸建て等の物件検査／ 

マンションの物件検査／フラット 35S 中古タイプの物件検査／ 

劣化状況に関する物件検査／物件検査が省略できる事例／ 

リフォーム融資の物件検査／適合証明業務システム入力方法など 
 

   □建築 CPD／４単位 
 
 ■ 令和２年度 既存住宅状況調査技術者講習（新規講習） 
   □開催日時 令和２年１１月１３日（金） 
   □開催場所 建築士会館 ３階大会議室 
   □講義要旨 

        講義①既存住宅状況調査の概要等 
    講義②既存住宅状況調査の技術的基準と調査方法 
    講義③現地調査解説 
    修了考査 

   □建築 CPD／５単位 
 
 ■ 令和２年度 既存住宅状況調査技術者講習（更新講習） 
   □開催日時 令和２年１１月２６日 (木)   ９：２０～１２：４０ 
   □開催場所 建築士会館 ３階大会議室 
   □講義要旨 

        講義①既存住宅状況調査の概要等 
    講義②現地調査解説 
    修了考査 

   □建築 CPD／２単位 
 
 ■ 設計図書の電子的作成・保存の実務講習会 

～～法令で求められる設計図書の１５年保存とは～～ 
   □開催日時 ① 令和２年１０月１５日（木）13:30～15:55（受付 13:00～） 
         ② 令和２年１０月２０日（火）13:30～15:55（受付 13:00～） 
   □開催場所 建築士会館 ３階大会議室 
   □講義要旨 

建築士法では、「建築士が業務として作成した設計図書は 15 年間保存しな
ければならない」と規定されている。パソコン等にデータとして保存する「電
子的記録による保存」の詳細な内容と具体的な保存方法の解説。 
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   □建築 CPD／２単位 
 ■ 令和２年度 改正建築物省エネ法講習（小・中規模建築物設計者用） 
 
   □開催日時 令和２年１２月１５日（火）12:45～17:40（受付 12:00～） 
   □開催場所 和歌山県民文化会館 ５階 大会議室 
   □講義要旨 

◇「建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律」の概要 
◇建築物省エネ法に係る規制措置 
◇建築確認・省エネ適合性判定等に係る手続き① 
◇建築確認・省エネ適合性判定等に係る手続き② 
◇エネルギー消費性能等に計算方法 
◇非住宅用途に係る簡易計算法の解説 
 ・モデル建物法 
 ・小規模版モデル建物法 
◇「LIXIL 省エネ住宅シミュレーション」 

 
９．令和２年度協会会員の御栄典 
 
  □ 黄綬褒章受章 令和２年 11 月 

  (株)フジ設計 代表取締役 藤 田 貴 司 氏 
 
  □日事連年次功労者表彰 令和２年１０月 
    (有)知念総研 代表取締役 知 念 章 雄 氏  
 
 
１０．（一社）日本建築士事務所協会連合会関連会議等 
 
  ■ 第６８回 （一社）日本建築士事務所協会連合会定時総会 
   □開催日時 令和２年６月２４日（水）１４：４０～１５：５０ 
   □開催場所 銀座東武ホテル３階「龍田」 
   □議   題 １）報告事項 

           ①令和元年度事業報告 

         ２）決議事項 

           ①第１号議案 令和元年度決算承認の件 

           ②第２号議案 役員選任の件 

 

   □出席者  尾添会長（書面表決書の行使） 
 
 
  ■ 第５２回 日本建築士事務所政経研究会通常総会 
   □開催日時 令和２年６月２４日（水）   １６：００～１６：３０ 
   □開催場所 銀座東武ホテル３階「龍田」 
   □議   題 

第１号議案 令和元年度事業報告承認の件 

             第２号議案 令和元年度決算承認の件 

           第３号議案 令和２年度事業計画承認の件 

第４号議案 令和２年度収支予算承認の件 

         第５号議案 役員選任の件 

 

   □出席者  尾添会長（書面表決書の行使） 
 
 
  ■ 第１３３回 建築士事務所協会全国会長会議 
   □開催日時 令和２年６月２４日（水）１３：００～１４：３０ 
   □開催場所 銀座東武ホテル３階「龍田」 
   □議   題 報告事項 

 １）財政、会員増強及び働き方改革に関するアンケートについて 
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         ２）各ブロック協議会、単位会からの要望事項に対する活動内容につい
て 

   

協議事項 

１）第６８回定時総会議題について 

            ①令和元年度事業報告について 

            ②令和元年度決算案について 

            ③役員選任について 

            ２）新型コロナウイルス感染症対応について 

                （新型コロナウイルス感染症対策のための災害対策本部の設置につい
て） 

 

   □出席者  尾添会長（書面表決書の行使） 

 

  ■ 第１３４回 建築士事務所協会全国会長会議 

   □開催日時 令和２年１２月３日（木）１４：４０～１６：２０ 

   □開催場所 銀座東武ホテル３階「龍田」 

   □議   題 協議事項等 

 １）令和２年度上半期事業報告及び決算報告 

         ２）財務改革の検討状況について 

         ３）会誌のＷｅｂ化について 

         ４）令和３年度全国大会主管会（熊本会）南会長挨拶 

         ５）建築士事務所企業年金基金について 

（令和３年度からの加入期間の延長） 

 

   □出席者  尾添会長（Web での出席） 

 

  ■ 第２４回 「建築士事務所政経フォーラム」 
   □開催日時 令和２年１２月３日（木）  １２：３０～１３：３０ 
   □開催場所 銀座東武ホテル３階「龍田」 
   □講  師  衆議院議員 西 村 康 稔 

         ・経済再生担当 

         ・全世代型社会保障改革担当 

         ・内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 
 
      □テ ー マ  「新型コロナウィルス感染症対策と経済活動の両立に向けて」 
 
 
  ■ 第６回教育・情報委員会（Web 会議） 
   □開催日時 令和 2 年 4 月 28 日（火）13：30～16：00 
   □開催場所 各単位会 
   □議   題 

 1．法定講習（管理建築士講習・建築士定期講習）について 
（1）令和元年度の実施結果 
（2）令和 2 年度の実施計画 

2．「開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会」について 
（1）令和元年度の実施結果 
（2）要望書について 

3．特定建築物の定期調査に関する単位会のアンケート調査結果について 
4．他団体との講習の協力開催等の実施状況について 

○「設計図書の電子的作成・保存の実務講習会」の実施状況について 
5．令和元年度教育・情報に関する事業報告について 
6．その他 

 
   □出席者  寺前副会長 
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  ■ 第１回教育・情報委員会（Web 会議） 
   □開催日時 令和 2 年 11 月 6 日（金）14：00～16：00 

   □開催場所 各単位会 
   □議   題  

1． 令和 2 年度事業計画の確認について 

2． 【協議事項】令和 2 年度上半期事業報告について 

3． 「開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会」について 

（1）実施状況 

（2）研修会のあり方、テキスト大改訂について 

4． 法定講習（管理建築士講習・建築士定期講習）について 

〇実施状況 

5． 他団体との講習の協力開催等について 

（1）「設計図書の電子的作成・保存の実務講習会」の実施状況について 

（2）「膜構造・見学会＆講習会」の開催について 

6． その他 

 

   □出席者  佐藤副会長 
 
 
  ■ 第２回教育・情報委員会（Web 会議） 
   □開催日時 令和 3 年 2 月 19 日（ 金） 14：00～16：00 
   □開催場所 協会会議室他 
   □議   題  

1． 「開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会」について 

（1）実施状況について 

（2）テキスト改訂について 

2． 法定講習（管理建築士講習・建築士定期講習）について 

（1）実施状況について 

（2）動画配信による講習の実施について 

3． 他の講習について 

（1）「設計図書の電子的作成・保存の実務講習会」について 

（2）その他の講習の令和 3 年度の実施予定について 

4． 【協議事項】令和 3 年度事業計画について 

5． その他 

 

   □出席者  佐藤副会長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１１．既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会 
 
  ■ 第１回全体委員会 

※令和２年７月に予定していたが新型コロナウィルス感染防止対策のため書面
開催となりました。 

 
  ■ 第２回全体委員会 

 

令和２年度第２回「全国耐震ネットワーク委員会」全体委員会につきましては、新型
コロナウイルス感染症対策として、報告事項を文書にて会員に送付され、特別講演につ
いては WEB により配信されました。 
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１２．近畿ブロック協議会関係事業 
 
  ■ 令和２年度一般社団法人日本建築士事務所協会連合会近畿ブロック協議会例会 
 
    ※新型コロナウィルス感染防止対策のため、兵庫会での開催予定であったが 

中止となった。 
 
  ■ 第１回近畿ブロック協議会（Web 会議） 
   □開催日時 令和２年 6 月 26 日（金）16:00～17:30 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題 
    （協議内容） 

(1) 令和元年度決算承認について 
(2) 令和 2 年度近畿ブロック協議会例会（兵庫会）について 
(3) その他 

 
（報告連絡事項） 

(1) 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会活動報告について 
(2) 各単位会からの情報・連絡について 
(3) その他 

 
   □出席者  尾添会長 佐藤副会長 寺前副会長 前田事務局長 
 
  ■ 第２回近畿ブロック協議会（Web 会議） 

   □開催日時 令和２年 12 月 14 日（月）13:00～15:00 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題  

（協議内容） 

(1) 財政安定化についての取り組みについて 

(2) 単位会でのコロナ禍での活動・取り組みについて 

(3) 近畿ブロック協議会：委員会の立ち上げについて 

        （情報共有、共同事業等の検討を行うための委員会） 

(4) 令和 3 年度総会の日程について 

(5) その他 

       ○近畿ブロック協議会今後の予定について 

        ・次回の協議会開催日程（3 月）・ゴルフ開催等について 

       ○各単位会からの連絡事項 

   

   □出席者  尾添会長 佐藤副会長 寺前副会長 前田事務局長 

 

  ■ 第１回近畿ブロック協議会 財政改革委員会（Web 会議） 

   □開催日時 令和３年３月１２日（金）  １０：３０～１２：００ 

   □開催場所 協会会議室 

   □議   題 

＜レジメ＞ 

     １．挨拶 

     ２．本委員会設立主旨説明 

＜報 告＞ 

     １．日事連の総務財務委員会資料を基に状況報告 

＜議 題＞ 

     １．各単位会から財務改善取組に関する報告 

     ２．北海道要望書について「登録申請に係る手数料見直しについて」 

     ３．単位会の持続的運営を図るための改善事項及び 

日事連サポート（財政改革）チャート 

     ４．単位会組織強化支援金（会員増強、新規事業の研究、デジタル化促進など単

位会の組織強化につながる施策の支援）について 

 

   □出席者  尾添会長 城本副会長 


