
第１号議案 平成３０年度事業報告承認の件 

 

平 成 ３０ 年 度 事 業 報 告 

（自 平成３０年４月１日～至 平成３１年３月３１日） 

 

事業概要 

 

  

当協会の平成３０年度は、役員改選の年であり、第４１回建築士事務所全国大会和歌山大会の余

波もおさまり、故小川会長の遺志を引き継ぐ尾添新会長のもと、新しい体制で出発した記念すべき

年となりました。 

このような平成３０年度ですが、当協会では役員の改選、通常委員会の見直しや部会の設置など

もあり上半期は、ほとんど協会の体制づくりに力を注ぎ、新体制のもとで、ある意味通常ペースで

の健全な協会運営を目指す方針づくりを様々な会議を通じて、検討してまいりました。 

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６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、県民に対する建築士事務所の役割を普及啓発する使命があること。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きたことから、今後の健全な協会運営のためには建築士事務

所のための研鑽の場づくりが重要と考え、３０年度からは教育・研修委員会での積極的な事業展開

を実施してきました。 

教育・研修委員会では、毎年行っている建築士定期講習、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加え、２９年度に引き続き宅地建物取引業法改正に対応するための既存住宅状

況調査技術者講習を実施している。また、県からの委託事業である「きのくにわかやま木造塾」に

関しては、昨年までの一方的な講義形式から演習を含めながら資料の完成を目指す研修に内容を改

めた結果、募集人数を上回る３０名が受講し、高い評価を受けることができました。 

さらに、初めての試みとして県技術調査課からの補助金を受けて開催する、「建築士事務所のた

めの技術向上セミナー」を関係業界から講師を招き３回開催することができ、レベルの高い研修会

を開催する事ができました。 

広報・編集委員会ではホームページのリニューアルに取り組むと共に、事務所キャンペーン事業

の一環として、毎年行っている和歌山城でのラジオ祭りへの参画に加え、わかやま商工まつりへも

参加し、協会の広報活動を積極的に実施している。また、同委員会ではテレビ・ラジオを使った広

報活動を毎年継続事業として行っているが、３０年度から経費の節減も含めた見直しを図り、これ

までとは違った放送内容（会員作品をメディアで紹介するなど）を模索している。 

県、市町村への要望事項を検討する業務部会では、これまでの要望とは違った視点で検討を始め

県への要望は、様々な意見が出てたいへん時間がかかりましたが、２項目だけに絞り３月の終わり

に、要望する事ができました。 

地域への社会貢献活動として、平成３０年６月１８日に大阪北部で発生した地震により、ブロッ

ク塀が倒壊し、尊い人命が失われたことにより、和歌山県は緊急に県下約１万箇所の危険と思われ

るブロック塀を点検し、状況報告を持ち主に伝達するよう県内建築三団体に委託依頼がありました。 

当協会では交流・会員委員会のまちづくり部会の担当として、県から那賀・伊都・湯浅（一部）

地域の合計２、４２２箇所のブロック塀の安全点検現地調査を依頼され、急な委託にもかかわらず、

会員の皆様の協力のお陰で県の要望どおり完了することができました。 

このように、３０年度は後半から活発に事業が実施され、次年度に向けた課題も明確化しつつあ

ります。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．平成３０年度総会 
 
 ■ 第３７回通常総会 
  □開催日時 ： 平成３０年 ５月３１日（木）  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 来賓祝辞及び祝電披露、来賓の紹介 
    ５ 表彰受章者に記念品贈呈 
    ７ 議長選任 
    ８ 議事録署名人選任 
  □議決事項 
    第１号議案 平成２９年度事業報告承認の件 
    第２号議案 平成２９年度収支決算報告承認の件 
      監査報告 
    第３号議案 平成３０・３１年度役員選任の件 
  □報告事項 
    平成３０年度事業計画並びに収支予算について 
  □新会長、副会長の発表 
  □新会長就任挨拶 
  □議事終了 
  □出席会員  １０３名（内委任者３２名、議決権行使者２８名） 
 
 ■ 懇親会 
  □開催日時 ： 平成３０年 ５月３１日（木）  １７：３０～  
  □開催場所 ： 和歌山ビッグ愛 １階大ホール 
  □次  第 
    ・会長挨拶 
    ・賛助会員紹介 
    ・懇談 
  □出席者  ９３名 
 
２．平成３０年度理事会 
 
 ■ 第１７１回理事会 
  □開催日時 平成３０年 ４月２６日（木） １５：００～ 
  □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）委員会再編成案について 
   （２）第３７回総会議案書について 
   （３）次期会長候補者推薦案について 
  □出席理事数  ２７名 （出席理事２７名、監事２名 名誉会長 1 名） 
  

■ 第１７２回理事会 
  □開催日時 平成３０年 ５月３１日（木）  １６：３０～ 
  □開催場所 和歌山ビッグ愛 １階大ホール内附室 
  □議   題 
   審議事項 
    （１）平成３０・３１年度会長の選任について 
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    （２）平成３０・３１年度副会長の選任について 
  □出席理事数 ２７名 （出席理事２７名、監事２名） 
 
 ■ 第１７３回理事会 
  □開催日時 平成３０年７月３１日（火） １５：００～ 
  □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 
   審議事項 
    （１）委員会委員の承認について 
    （２）その他 
  □出席理事数 ２６名 （出席理事２６名、監事１名） 
 
 ■ 第１７４回理事会 
  □開催日時 平成３０年１０月１９日（金） １３：３０～ 
  □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 
  □出席理事数 ２２名 （出席理事２２名、監事２名） 
 
 ■ 第１７５回理事会 
  □開催日時 平成３１年３月１９日（火） １５：００～ 
  □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 
   審議事項 
    （１）平成３０年度補正予算案について 
    （２）その他 
  □出席理事数 ２５名 （出席理事２５名、監事２名） 
 
 
３．平成３０年度 各委員会 
 
（１）運営委員会 
 
  ■ 第１回運営委員会 
   □開催日時 平成３０年 ４月２６日（木） 1３：３０～ 
   □開催場所 建築士会館  3階会議室 
   □議   題  
        （１）理事会の進め方 
    （２）その他 
 
  ■ 第２回運営委員会 
   □開催日時 平成３０年６月１１日（月） １３：３０～ 
   □開催場所 建築士会館 協会会議室 
   □議   題  
    （１）各委員会の委員長について 
    （２）平成３０年度協会運営方針について 
 
  ■ 第３回運営委員会 
   □開催日時 平成３０年６月２８日（木） １０：００～ 
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   □開催場所 建築士会館 ３階協会会議室 
   □議   題 

（１）各委員会の委員の調整について 
（２）財政健全化について 

 
  ■ 第４回運営委員会 
   □開催日時 平成３０年７月３１日（火） １３：３０～ 
   □開催場所 建築士会館 ３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）理事会の進め方について 
    （２）財政健全化について 
 
  ■ 第５回運営委員会 
   □開催日時 平成３０年９月５日（水） １３：３０～ 
   □開催場所 建築士会館 ３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）近畿ブロック大阪例会について 
    （２）東京大会（10月 5 日）について 
 
  ■ 第６回運営委員会 
   □開催日時 平成３０年１０月１９日（金） １１：００～ 
   □開催場所 建築士会館 ３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）理事会の進行について 
    （２）要望事項及び日程等について 
 
  ■ 第７回運営委員会 
   □開催日時 平成３１年３月１９日（火） １３：３０～ 
   □開催場所 建築士会館 ３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）理事会の進行について 
    （２）補正予算の検討について 
 

○第１回財政健全化特別部会 
   □開催日時 平成３０年７月１９日（木） １０：３０～ 
   □開催場所 建築士会館 ３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）財政健全化対策案の検討 
    （２）その他 
 

○第２回財政健全化特別部会 
   □開催日時 平成３１年３月１９日（火） １６：３０～ 
   □開催場所 建築士会館 ３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）新年度に向けての収益事業等について 
    （２）その他 
 
  ○第１回業務部会 
   □開催日時 平成３０年９月２１日（金） １０：００～ 
   □開催場所 建築士会館 ３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）今年度の要望事項の検討 
    （２）その他 
 
  ○第２回業務部会 
   □開催日時 平成３０年１０月１０日（水） １３：３０～ 
   □開催場所 建築士会館 ３階協会会議室 
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   □議   題 
    （１）今年度の要望事項の検討 
    （２）その他 
 
  ○第３回業務部会 
   □開催日時 平成３０年１１月６日（火） １０：００～ 
   □開催場所 建築士会館 ３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）今年度の要望事項の検討 
    （２）その他 
 
  ○第４回業務部会 
   □開催日時 平成３０年１１月２２日（木） １０：００～ 
   □開催場所 建築士会館 ３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）今年度の要望事項の検討 
       総合評価制度についての事務局案の検討 
    （２）追加項目の検討 
 
  ○第５回業務部会 
   □開催日時 平成３０年１１月２９日（水） １０：００～ 
   □開催場所 建築士会館 ３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）要望事項の検討 
    （２）追加項目の検討 
 
  ○第６回業務部会 
   □開催日時 平成３０年１２月１０日（月） １４：３０～ 
   □開催場所 建築士会館 ３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）今年度の要望事項の検討 
       県への要望事項の検討 
    （２）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 平成３０年７月２３日（月）  １３：３０～ 
   □開催場所 建築士会館 協会会議室 
   □議   題  
    （１）平成３０年度総務・財務委員会の事業方針について 
    （２）部会の検討 
 
  ■ 第２回総務・財務委員会 
   □開催日時 平成３１年３月５日（火）  １３：３０～ 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題  
    （１）平成３０年度の協会収支について 
    （２）協会旅費規程の見直しについて 
    （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 平成３０年７月１０日（火）  １３：３０～ 
   □開催場所 建築士会館協会会議室 
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   □議   題 
    （１）平成３０年度教育・研修委員会の事業方針について 
    （２）平成３０年度県からの委託事業（きのくに木造塾）の対応について 
 
  ■ 第２回教育・研修委員会 
   □開催日時 平成３０年７月２７日（金）  １３：３０～ 
   □開催場所 建築士会館協会会議室 
   □議   題 
    （１）きのくにわかやま木造塾の具体案について 
    （２）その他 
 
  ■ 第３回教育・研修委員会 
   □開催日時 平成３０年９月２１日（金）  １３：３０～ 
   □開催場所 建築士会館協会会議室 
   □議   題 
    （１）きのくに木造塾の具体案について（安井先生から提示されました。） 
    （２）県からの補助金（技術力向上支援事業）について 
 
  ■ 第４回教育・研修委員会 
   □開催日時 平成３０年１０月１５日（金）  １３：３０～ 
   □開催場所 建築士会館協会会議室 
   □議   題 
    （１）きのくに木造塾の役割分担とチラシ案 
    （２）県からの補助金（技術力向上支援事業）について 
    （３）受講生募集について 
 
  ■ 第５回教育・研修委員会 
   □開催日時 平成３０年１１月２２日（木）  １３：３０～ 
   □開催場所 建築士会館協会会議室 
   □議   題 
    （１）きのくに木造塾の募集状況について 
    （２）きのくに木造塾の進め方について 
    （３）今後の研修（補助金関連）の日程調整について 
 
  ■ 第６回教育・研修委員会 
   □開催日時 平成３０年１２月１３日（木）  １３：３０～ 
   □開催場所 建築士会館協会会議室 
   □議   題 
    （１）きのくに木造塾の開催状況について 
    （２）今後の研修（補助金関連）の項目と日程について 
 
（４）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 平成３０年８月２１日（火）  １３：３０～ 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）「大規模災害時における応急対策業務に関する協定」について 
    （２）行動マニュアルの策定について 
    （３）非木造住宅の耐震診断審査手数料の見直しについて 
 
（５）広報・編集委員会 
  ■ 第１回編集委員会 
   □開催日時 平成３０年７月１２日（木）  １５：００～ 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）平成３０年度の事業計画について 

  （２）会員名簿の作成及び広告掲載について 
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    （３）事務所協会ホームページの改訂について 
  ■ 第２回編集委員会 
   □開催日時 平成３０年８月２２日（水）  １３：３０～ 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）「あさも」９・１０月号の校正について 
    （２）「あさも」１１・１２月号の企画について 
    （３）「あさも」への掲載広告の応募状況ついて 
    （４）事務所キャンペーンの企画について 
    （５）商工まつりへの参加について 
 
  ■ 第３回編集委員会 
   □開催日時 平成３０年１０月１５日（水）  １５：００～ 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）「あさも」１１・１２月号の校正について 
    （２）「あさも」１・２月号の企画について 
    （３）「あさも」への掲載広告の応募状況ついて 
    （４）事務所キャンペーンの企画について 
    （５）商工まつりの役割分担など 
 
  ■ 第４回編集委員会 
   □開催日時 平成３０年１１月１５日（木）  １３：３０～ 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）事務所キャンペーンの企画について 
    （２）事務所キャンペーンの役割分担について 
    （３）その他（あさも新年号の企画など） 
 
  ■ 第５回編集委員会 
   □開催日時 平成３０年１２月１７日（月）  １３：３０～ 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）あさも新年号の校正について 
    （２）あさも３・４月号の企画について 
    （３）テレビ・ラジオ広報事業について 
 
  ■ 第６回編集委員会 
   □開催日時 平成３１年１月１５日（火）  １３：３０～ 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）テレビ・ラジオ広報事業について 
    （２）あさも３・４月号の企画について 
 
  ■ 第７回編集委員会 
   □開催日時 平成３１年２月１５日（金）  １３：３０～ 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）「あさも」３・４月号の校正について 

（２）テレビ・ラジオ広報事業について 
 
  ■ 第８回編集委員会 
   □開催日時 平成３１年３月２９日（金）  １４：００～ 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）「あさも」５・６月号の校正について 

（２）テレビ・ラジオ広報事業について 
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（６）交流・会員委員会 
  ■ 第１回交流・会員委員会 
   □開催日時 平成３０年７月２７日（金）  １５：３０～ 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）平成３０年度交流・会員委員会の事業計画について 
    （２）部会の構成について 
 
  ■ 第２回交流・会員委員会 
   □開催日時 平成３０年８月２１日（火）  １５：００～ 
   □開催場所 建築士会館３階協会会議室 
   □議   題 
    （１）交流・会員委員会の具体的事業について 
    （２）部会の進め方について 
 
  ○第１回青年部会 懇親会 
   □開催日時 平成３０年９月１２日（水） １９：００～ 
   □開催場所 中心屋 母屋  和歌山市十二番丁６０ デュオ丸の内１階 
 
 
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 
 
  ■ 準備委員会の開催 
 

開催回数 開催月日 開催時間 処理棟数 
  第１回   平成３０年 ６月１９日  １４：００～    ４棟 
  第２回   平成３０年 ８月２０日  １４：００～    ４棟 
  第３回   平成３０年 ９月２５日  １４：００～    ６棟 
  第４回   平成３０年１０月２２日  １４：００～    ３棟 
  第５回   平成３０年１２月１２日  １４：００～    １棟 
  第６回   平成３１年 ３月１２日  １４：００～    ２棟 

                   平成３０年度準備委員会処理棟数・・・２０棟 
 
  ■ 本委員会の開催 
 

開催回数 開催月日 開催時間 処理棟数 
  第１回   平成３０年 ６月２９日  １４：００～    ４棟 
  第２回   平成３０年 ８月３０日  １４：００～    ４棟 
  第３回   平成３０年１０月 １日  １４：００～    ６棟 
  第４回   平成３０年１０月２９日  １４：００～    ３棟 
  第５回   平成３０年１２月２０日  １４：００～    １棟 
  第６回   平成３１年 ３月１９日  １４：００～    ２棟 

                    平成３０年度本委員会処理棟数・・・２０棟 
 
 
５．平成３０年度 協会活動（行事） 
 
（１）建築士事務所キャンペーン 第７０回「わかやま商工まつり」へ出展 

□開催日時 平成３０年１０月１３日（土） １１：００～１７：００ 
      平成３０年１０月１４日（日） １０：００～１６：００ 
□開催場所 和歌山ビッグホエール 
□主  催 和歌山商工会議所 
□出展内容 ①正会員の作品展示 

②建築よろず相談会 
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（２）建築士事務所キャンペーン  ＷＢＳ 和歌山放送ラジオまつりへ参加 
   □開催日時 平成２９年１１月２３日（木） １０：００～１６：００ 
   □開催場所 和歌山城西の丸広場 
      □協  賛 ＷＢＳ 和歌山放送 
      □イベント内容 
    ①テントブース内 
     正会員の作品展示／賛助会員による取扱商品の展示説明／建築よろず相談 
    ②特設ステージ（１３：３０～） 
          尾添会長の挨拶に始まり、西根、橋本広報・編集副委員長と和歌山放送アナウン

サーにより「安心して家を建てるには！」をテーマにクイズ形式のトーク企画（正
解者には賞品多数） 

 
（３）ラジオ（WBS和歌山放送）での協会 PR（その１） 
      □放 送 日  平成３０年１１月１８日～１１月２２日まで２０秒スポットで１５回

放送 
      □放送内容・・・１１月２３日の事務所キャンペーンの告知を兼ねて放送 
          いい家づくりは、出会いから・・・・ 
          和歌山県建築士事務所協会加盟の建築士事務所は、建築主の期待に応え、快適で 
         安全・安心な家づくりを進めます。「住みたい家づくり」をトータルにサポート 
    する和歌山県建築士事務所協会です。 
 
（４）ラジオ（WBS和歌山放送）での協会 PR（その２） 

□放送日   平成３１年２月と３月の毎週火曜日午前１０時３０分から放送 
      □放送番組    WBS和歌山放送「ボックス」内 
             ～「おしえて！建築士さん」～ のコーナー 
      □放送内容    協会会員設計の建物をアナウンサーとリポートしながら、専門性の高

い「建築」の疑問や不安に対して専門家がわかりやすく解説するトー
ク番組。 

      □出演者   ＜１月放送分＞ 設計者 (株)キューブ建築研究所 橋本雅史 
                  協会担当 広報・編集委員会副委員長 西根裕晴 
                  アナウンサー 中川智美 
          ＜２月放送分＞ 設計者 城本建築設計事務所 城本章広 
                  協会担当 事務局 米良 淳 
                  アナウンサー 中川智美 
 
（５）テレビ和歌山「新春特別番組」内で建築士事務所の PR 
 
      □放送内容    尾添会長の新春メッセージとして、「守り伝えたいものは」をキーワ

ードとして、協会 PRを交えて和歌山の魅力を語る。 
      □放 送 日  平成３１年１月１日 
 
（６）テレビ（テレビ和歌山）での協会 PR（その２） 

□放送日   平成３１年１月～３月の月末水曜日午後６時３０分ごろから放送 
      □放送番組    ６時のわかやま（毎週月曜日～木曜日 夕方６時～６時５５分放送） 
             ～「安心・納得の家づくり」～ のコーナー 
      □放送内容    協会会員設計の建物をアナウンサーとリポートしながら、専門性の高

い「建築」の疑問や不安に対して専門家がわかりやすく解説するトー
ク番組。 

      □出演者   ＜１月放送分＞ 設計者 (株)キューブ建築研究所 橋本雅史 
                  協会担当 広報・編集委員会副委員長 西根裕晴 
                  リポーター 安藤万結 
          ＜２月放送分＞ 設計者 城本建築設計事務所 城本章広 
                  協会担当 事務局担当 西根裕晴 
                  リポーター 安藤万結 

＜３月放送分＞ 設計者 アスティ一級建築士事務所 栗林利幸 
                  協会担当 事務局担当 西根裕晴 
                  リポーター 安藤万結 
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（７）平成３０年度要望活動 
 
      □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（国土交通省告示第１５号）を遵守して発注されたい。 
    （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 
      格以外の要素を考慮した選定方法を採用されたい。 
    （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）最低制限価格制度を設ける要望 

□当協会独自要望（市町村あて） 
    （１）業務報酬基準告示９８号を尊重し、遵守するよう要望 
    （２）最低制限価格制度を設ける要望 
 
    以上の要望について平成３１年３月２６日に県・和歌山市に対して要望活動を  
   行った。また、各地域担当により、順次各市町村長あて要望活動を行い今年度の要望 
   活動を終了している。 
 
 
７．平成３０年度 協会活動（会議） 
 
（１）建築物の耐震対策及び応急危険度判定協議会 
 
  ■ 平成２９年度第１回耐震対策促進部会 
   □開催日時 平成３０年５月２２日（火）  １４：００～ 
   □開催場所 和歌山県県民文化会館 
   □議   題 
     １ 木造住宅耐震化促進事業の実績について 
     ２ 住宅耐震化促進事業の制度拡充等について 
     ３ H28、29耐震促進部会事業計画について 
         ４ 事前提案議題について 
 
  ■ 建築物の耐震対策及び応急危険度判定協議会第１７回総会 
   □開催日時 平成３０年６月１２日（火）  １５：００～ 
   □開催場所 ホテルアバローム紀の国 ３階孔雀の間 
   □議   題 
    （１）平成２９年度事業報告について 
    （２）平成３０年度事業計画（案）について 
    （３）役員選任 
   □基調講演 「災害時の空間資源マネジメント」 
         ～２０１６年熊本地震の益城町を事例として～ 
    講師：独立行政法人国立高等専門学校機構 

明石工業高等専門学校  助教 本塚 智貴 
 
（２）和歌山県木造住宅生産体制強化推進協議会 

＜第１回＞ 
   □開催日時 平成３０年６月１３日（水）  １５：００～ 
   □開催場所 和歌山県建築士会３階会議室 
   □議   題 
    （１）協定書締結の報告 
    （２）今後の活動内容についての意見交換 
    （３）地域に根ざした木造住宅施工技術体制整備事業の概要について 
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＜第２回＞ 
   □開催日時 平成３０年１０月９日（火）  １３：３０～ 
   □開催場所 和歌山県建築士会３階会議室 
   □議   題 
    （１）活動報告 
    （２）今後の活動内容についての意見交換 

＜第３回＞ 
   □開催日時 平成３１年１月２３日（水）  １３：３０～ 
   □開催場所 和歌山県建築士会３階会議室 
   □議   題 
    （１）活動報告 
    （２）今後の活動内容についての意見交換 
    （３）和歌山県応急木造仮設住宅建設協議会の組織について 
 
（３）和歌山県応急木造仮設住宅建設協議会 第１回総会 
   □開催日時 平成３１年３月４日（月）  １４：００～ 
   □開催場所 和歌山県建築士会３階会議室 
   □議   題 
    （１）会長挨拶 
    （２）出席者紹介 
    （３）役員の選任 
    （４）協定書に基づく報告 
    （５）部会の設置について 
    （６）応急木造仮設住宅の仕様について 
    （７）応急木造仮設住宅の建設マニュアルについて 
 
 
８．平成３０年度 協会活動（講習会） 
 
 ■ 適合証明技術者業務講習 
   □開催日時 平成３０年９月４日（火）  １３：００～１７：００ 
   □開催場所 建築士会館３階大会議室 
   □講義要旨／DVD 講習 
          １ 適合証明業務の概要・意義 
     ２ 中古住宅（フラット３５・財形住宅融資）に係る適合証明業務について① 
     ３ 中古住宅（フラット３５・財形住宅融資）に係る適合証明業務について② 
     ４ 中古住宅（リフォーム一体型）に係る適合証明業務について② 
     ５ リフォーム融資に係る適合証明業務について 
   □建築 CPD／４ポイント 
 
 ■ 建築士定期講習 
   □開催日時 平成３０年１１月２０日（火）  ９：２０～１７：３０8 
   □開催場所 和歌山ビッグ愛 ８０１・８０２ 
   □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 明石和也 
     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 明石和也 
     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 前山勝彦 
     ４ 設計及び工事監理に関する科目①／当協会理事  大前高志  
     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／６ポイント 
 
 ■ 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 平成３０年１２月４日（火）  ９：３０～１６：２０ 
   □開催場所 和歌山ビッグ愛 ８０１・８０２ 
   □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 
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     ３ 講義 これからの建築士事務所の経営／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)日事連サービス専務 阿部 功 
     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 児嶋悠子副主査、桐本 駿技師 
   □建築 CPD／１０ポイント 
 
 ■ 既存住宅状況調査技術者講習～新規～ 
   □開催日時 平成３０年１２月１２日（水）  ９：３０～１７：００ 
   □開催場所 建築士会館３階会議室 
 
   □講義要旨／講師 
          １ 既存住宅状況調査の概要／当協会副会長 寺前則彦 
     ２ 既存住宅状況調査の技術的基準と調査方法／当協会理事 城本章広 
     ３ 既存住宅状況調査の技術的基準と調査方法／当協会理事 大前高志 
     ４ 修了考査 
   □建築 CPD／５ポイント 
 
 ■ 実践！きのくにわかやま木造塾（第１回） 
   □開催日時 平成３０年１１月２７日（火） ９：００～１６：３０ 
   □開催場所 建築士会館 ３階大会議室 
   □講義要旨／講師 
          講習会①「非住宅木造の潮流」／東京大学生産技術研究所教授 腰原幹雄 
     講習会②「非住宅木造の防耐火設計」／桜設計集団一級建築士事務所 安井 昇 
 
 ■ 実践！きのくにわかやま木造塾（第２回） 
   □開催日時 平成３０年１２月１１日（火） ９：００～１６：３０ 
   □開催場所 建築士会館 ３階大会議室 
   □講義要旨／講師 
          講習会①「木材の規格・強度と耐久性」 

／木構造振興（株）客員研究員 原田浩司 
講習会②「非住宅木造の設計事例と配慮点」／内海彩建築設計事務所 内海 彩 

   □建築 CPD／７ポイント 
 

■ 実践！きのくにわかやま木造塾（第３回）講習会②  
 
   □開催日時 平成３１年１月２４日（木）  ９：００～１６：３０ 
   □開催場所 建築士会館 ３階大会議室 
   □講義要旨／講師 

          講習会①「非住宅木造の構造設計」 
／（株）山田憲明構造設計事務所 山田憲明 

      講習会②「試設計の中間エスキス」／桜設計集団一級建築士事務所 安井 昇 
   □建築 CPD／７ポイント 
 
 ■ 実践！きのくにわかやま木造塾（第４回） 
   □開催日時 平成３１年２月２３日（土）  ９：００～１６：３０ 
   □開催場所 建築士会館 ３階大会議室 
   □講義要旨／講師 

           講習会①「木造小学校の設計事例とプレゼン手法」 
／東畑建築事務所 久保 久志 

       講習会②「試設計の成果発表及び講評」 
／桜設計集団一級建築士事務所 安井 昇／木構造振興（株）客員研究員 
原田浩司／東畑建築事務所 久保 久志 

   □建築 CPD／７ポイント 
 
 ■ 実践！きのくにわかやま木造塾（現地見学会） 
   □開催日時 平成３１年１月９日（水）   ９：００～１７：３０ 
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   □開催場所 (株)宮本工業、(株)櫻井（五条集成材工場）、(株)櫻井（本社工場） 
         五條市総合体育館シダーアリーナ 
   □建築 CPD／４ポイント 
 ■ 建築士事務所のための技術向上セミナー（第１回） 
   □開催日時 平成３１年１月２８日（月）  １３：３０～１７：００ 
   □開催場所 建築士会館 ３階大会議室 
   □講義要旨／講師 

           講習会①「リフォームビジネス成功の要点」 
／YKKAP(株)リノベーション本部 白瀬哲夫 

       講習会②「耐震リフォーム」 
／YKKAP(株)リノベーション本部 小林延行 

   □建築 CPD／３ポイント 
 
 ■ 建築士事務所のための技術向上セミナー（第２回） 
   □開催日時 平成３１年２月２１日（木）  １３：３０～１７：００ 
   □開催場所 建築士会館 ３階大会議室 
   □講義要旨／講師 

           講習会①「いよいよ到来 IOT 第４次産業革命」 
／パナソニックエコソリューソンズ創研(株) 古川幸司 

       講習会②「住宅用 LED 照明の計画について」 
／パナソニック(株)エコソリューソンズ社 
     住宅照明営業推進グループ 真城聡子 

   □建築 CPD／３ポイント 
 
 ■ 建築士事務所のための技術向上セミナー（第３回） 
   □開催日時 平成３１年３月１３日（水）  １３：３０～１７：００ 
   □開催場所 建築士会館 ３階大会議室 
   □講義要旨／講師 

           講習会①「住宅地盤の調査と補強」 
／村上建設(株) 村上貴之 
／（一社）住宅不動産資産価値保全保証協会 小西、深谷 

       講習会②「木造建築に靭性を！これからの木造接合金物とは」 
／岡部(株)技術開発部構造機材グループ 
     木造開発チーム 部長代理 田口朝康 

   □建築 CPD／３ポイント 
 
 
９．平成３０年度協会活動（その他） 
 
（１）親睦会 
    ■ 親睦ゴルフコンペ 
   □開催日時 平成３０年１２月１４日（金） ９：０３0UT・IN スタート 
   □場  所 サンリゾートカントリークラブ 
   □参加人数 ２４名 
 
  ■ 忘年会 
   □開催日時 平成２８年１２月１４日（金） １８：００～ 
   □場  所 かに道楽 
   □参加人数 ７１名 
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（３）会員の受賞 
 
 
 
 
 
 

 
旭日双光章   平成３０年１１月 受章 
 
(株)清水設計事務所 
 
代表取締役 清 水 重 延 氏 
 

 
 
 
 
 

 
黄綬褒章    平成３０年１１月 受章 
 
(株)寺前則彦設計室 
 
取締役会長 寺 前 則 彦 氏 
 

 
 
 
 
 

 
国土交通大臣表彰   平成３０年７月 受賞 
 
(株)岡本設計 
 
取締役副社長  佐 藤 和 夫 氏 
 

 
 
 
 
 

 
日事連年次功労者表彰   平成３０年１０月 受章 
 
角設計 
 
代 表 角 泰宏 氏 
 

 
 
１０．（一社）日本建築士事務所協会連合会関連会議等 
 
  ■ 第６６回 （一社）日本建築士事務所協会連合会定時総会 
   □開催日時 平成３０年６月２６日（火）  １４：４０～１５：０５ 
   □開催場所 銀座東武ホテル３階「龍田」 
   □議   題 
    ＜報告事項＞ 
    （１）平成２９年度事業報告について 
    （２）平成２９年度公益目的支出計画実施報告について 
    ＜決議事項＞ 
          第１号議案  平成２９年度決算承認の件 
         第２号議案  任期満了に伴う役員改選の件 
   □出席者  尾添会長 
 
  ■ 第４９回 日本建築士事務所政経研究会通常総会 
   □開催日時 平成３０年６月２６日（火）  １５：４５～１６：３０ 
   □開催場所 銀座東武ホテル３階「龍田」 
   □議   題 
          第１号議案 平成２９年度事業報告の承認の件 
          第２号議案 平成２９年度収支決算の承認の件 
          第３号議案 平成３０年度事業計画の決定の件 
          第４号議案 平成３０年度収支予算の決定の件 
     第５号議案 任期満了に伴う役員改選の件 
   □出席者  尾添会長 
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  ■ 第１２９回 建築士事務所協会全国会長会議 
   □開催日時 平成２９年６月２１日（水）  １３：００～ 
   □開催場所 銀座東武ホテル３階「龍田」 
   □議   題 
    ＜報告事項＞ 
    （１）第４２回建築士事務所全国大会（東京開催）の実施について 
    （２）建築士事務所全国大会の開催地（地方の通年開催）について 
    （３）日事連の委員会構成等組織について 
    （４）建築士資格制度の改善にかかわる三会共同要望書の提出について 
    （５）既存住宅状況調査技術者講習の実施について 
     
   ＜協議事項＞ 
    （１）平成２９年度事業報告について 
    （２）平成２９年度公益目的支出計画の実施報告について 
    （３）平成２９年度決算案について 
    （４）任期満了に伴う役員改選について 
     
   □出席者  尾添会長 
 
  ■ 第１３０回 建築士事務所全国会長会議 
   □開催日時 平成３０年１２月５日（水）  １４：１０～１６：３０ 
   □開催場所 銀座東武ホテル３階「龍田」 
   □議   題 
    ＜協議事項＞ 
      
    ＜報告事項＞ 
     １. 平成３０年度上半期事業報告及び決算報告について 
       ２. 建築士資格制度の改善について 
     ３. 業務報酬基準等の改正について 
     ４. 平成３３年度（2021年度）第４５回建築士事務所全国大会の主管会について 
     ５. 建築士事務所全国大会の開催ブロックの順番について 
     ６. 建築士事務所企業年金基金の加入促進について 
     ７. 平成３１年度日事連建築賞の募集等について 
          ８. その他 
   □出席者  尾添会長 前田事務局長 
 
  ■ 第２２回 「建築士事務所政経フォーラム」 
   □開催日時 平成３０年１２月５日（水）  １３：００～１４：００ 
   □開催場所 銀座東武ホテル３階「龍田」 
   □講  師  富田 裕 先生（日事連理事、弁護士、一級建築士） 
      □テ ー マ  「地震と所有者、設計者、施工者、売主の責任」 
      □出 席 者 尾添会長 前田事務局長 
 
  ■ 平成３０年度事務局連絡会議 
   □開催日時 平成３０年７月６日（金）  １３：３０～１６：３０ 
   □開催場所 銀座東武ホテル２階「桜」 
   □議   題 
          （１）挨拶  大内達史会長 
     （２）単位会事務局長等異動紹介 
     （３）日事連役職員紹介 
     （４）建築士資格制度の改善にかかわる三会共同要望書の提出について 
      （５）講習のＷｅｂ受付システムの導入開始について 
     （６）建築士定期講習のＷｅｂ受付について  
      （７）実施予定の講習について 
      （８）既存住宅状況調査技術者講習について 
      （９）建築ＣＰＤ情報提供システムの出席者名簿提出方法の 

変更について（普及センター） 
（10）建築行政共用データベースシステム建築士・事務所 

登録閲覧システムの現況と今後の予定（ＩＣＢＡからの報告） 
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（11）日本建築防災協会からの要請等による主な実施事業について 
      （12）建築士事務所賠償責任保険及び所得補償保険について 
      （13）会議出席にかかわる旅費（空路利用の計算方法）の支給及び 

主な会議日程について  
 
   □住宅金融支援機構適合証明業務登録窓口連絡会議 
     （１）平成３０年度適合証明技術者新規・更新登録受付について 
     （２）平成３０年度適合証明技術者講習業務調査結果（確報）及び適合証明業務 
       システムを活用した業務内容モニタリングについて 
   □出席者 前田事務局長 
 
  ■ 第６回教育・情報委員会 
   □開催日時 平成３０年４月１９日（木）  １３：３０～１６：００ 
   □開催場所 日事連会議室 
   □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 
○平成２９年度の実施結果等 

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 
       ○平成２９年度の実施結果等 

３．＜協議事項＞平成２９年度事業報告について 
４．新規講習会について 
５．講習会Ｗｅｂ受付システムについて 
６．その他 

   □出席者  寺前副会長 
 
  ■ 第１回教育・情報委員会 
   □開催日時 平成３０年１０月１１日（木）  １４：３０～１７：００ 
   □開催場所 日事連会議室 
   □議   題 

１．平成 30年度事業計画の確認 
２．教育・情報委員会関係のあて職について 
３．法定講習（管理建築士講習・建築士定期講習）の実施状況等 
４．開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会の実施状況等 
５．講習会Ｗｅｂ受付システムについて 
６．他団体との研修の協力開催等について 
７．新講習について 
８．〈協議事項〉平成 30年度上半期事業報告 

   □出席者  寺前副会長 
 
  ■ 第２回教育・情報委員会 
   □開催日時 平成３１年２月５日（火）  １３：３０～１６：００ 
   □開催場所 協会会議室他 Web会議 
   □議   題 

１．法定講習（管理建築士講習・建築士定期講習）実施状況等について 
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」実施状況等 

について 
３．新規講習について 

（１）災害対策に関する普及のための講習会について 
（２）設計図書の電磁的記録による作成と保存のガイドライン 

普及促進 WG の報告 
４．平成 31年度事業計画について 
５．その他 

   □出席者  寺前副会長 
 
  ■ 第１回全国大会運営特別委員会 
   □開催日時 平成３１年１月２９日（火）  １３：３０～１６：００ 
   □開催場所 日事連会議室 
   □議   題 
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        平成３１年度第４３回建築士事務所全国大会（福島大会）の企画等について 
   □出席者  尾添会長、前田事務局長 
 
  ■ 第４２回建築士事務所全国大会（東京開催） 
   □開催日  平成３０年１０月５日（金） 
   □開催場所 帝国ホテル 東京都千代田区内幸町１－１－１ 
   □スケジュール 
     １２：００    登録受付、日事連建築賞作品展 
     １３：３０～１５：３０   講演、パネルディスカッション 
                           「建築が変わる/仕事が変わる 

講師：建築家・青木茂さん 
パネリスト：青木茂さん（前出） 

                   パネリスト：竹中工務店・石澤宰さん 
                   パネリスト：一級建築士小林建築事務所 

小林範子さん 
                   コーディネータ：建築ジャーナリスト 

家入龍太さん 
     １６：００～１７：１０   大会式典 
                                  日事連建築賞表彰、年次功労者表彰等 
         １７：３０～１９：００   記念パーティ 
   □出席者  会長、副会長、青年話創会メンバーなど総勢１７名参加 
 
  ■ 青年話

わ

創会 2018 東京開催 
   □開催日時 平成３０年１０月５日（金） １０時～１３時 
   □開催場所 TKP 新橋カンファレンスセンター「ホール 2A」 

東京都港区西新橋 1-15-1 大手町建物田村町ビル 
   □スケジュール 
     10：00 開  会   （受付開始 9：30） 
         企画・運営部会長挨拶 
         青年部活動報告 設立報告、ブロック活動報告 
         休憩 
         テーブル討議及び発表（テーブル毎にテーマ設定） 
         総  括 
     13：00 閉  会   
 
  ■ 第１０回青年ワーキンググループ 
   □開催日時 平成３０年４月６日（金）  １３：３０～１５：３０ 
   □開催場所 Web会議 協会会議室 
   □議   題 
     （１）「青年話創会２０１７和歌山大会」の報告書について 
     （２）建築士事務所の業務環境改善ＷＧでの議論について 
     （３）今後の青年ワーキンググループの進め方について 
     （４）第４２回建築士事務所全国大会（東京開催）における青年話創会の開催に

ついて 
   □出席者  城本理事 
 
  ■ 第１１回青年ワーキンググループ 
   □開催日時 平成３０年５月８日（火）  １０：００～１１：３０ 
   □開催場所 Web会議 協会会議室 
   □議   題 
     （１）ＳＷＯＴ分析について 
     （２）ＳＷＯＴ分析のまとめについて 
   □出席者  城本理事 
 
  ■ 第１回青年ワーキンググループ 
   □開催日時 平成３０年１１月２６日（月）  １３：３０～１５：３０ 
   □開催場所 Web会議 協会会議室 
   □議   題 
     （１）前期の青年ＷＧの活動内容について 
     （２）本ＷＧの今後の進め方について 

（３）青年話創会の今後の取り組みと本ＷＧの役割等について 
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   □出席者  城本理事 
 
  ■ 第２回青年ワーキンググループ 
   □開催日時 平成３１年２月１日（金）  １３：３０～１５：３０ 
   □開催場所 Web会議 協会会議室 
   □議   題 
     （１）青年話創会２０１８東京開催の報告について 
     （２）青年話創会の今後の取り込みと本ＷＧの役割等について 
   □出席者  城本理事 
 
  ■ 第３回青年ワーキンググループ 
   □開催日時 平成３１年３月１３日（水）  １５：００～１７：００ 
   □開催場所 日事連会議室 
   □議   題 
     （１）今後の検討課題について 
     （２）今後の青年話創会のあり方について 
   □出席者  城本理事 
 
 
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 
   □開催日時 平成３０年７月３１日（火）  １４：００～１７：００ 
   □開催場所 東海大学校友会館 阿蘇の間 
   □議   題 
          （１）審議事項 
       ① 平成２９年度事業報告および収支決算について 
       ② 平成３０年度事業計画および収支予算について 
     （２）報告事項 
       ① 全国耐震ネットワーク委員会の入退会について 
       ② 参加団体の活動状況について 
       ③ 耐震判定委員会の登録申請等について 
       ④ 耐震判定委員会の活動状況について 
     （３）特別講演 
       １）建築物の耐震対策の現状及びブロック塀等の安全対策について 
            国土交通省住宅局建築指導課建築物防災対策室長  深井 敦夫 
       ２）防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドラインについて 
          国土交通省住宅局建築指導課建築物防災対策室企画専門官 松本潤朗 
   □出席者  鈴木委員長、日下副会長 
 
  ■ 第２回全体委員会 
   □開催日時 平成３１年２月１９日（火）  １３：３０～１５：００ 
   □開催場所 東海大学校友会館 阿蘇の間 
   □議   題 
          （１）事務局報告 
     （２）特別講演 
       １．「大阪北部地震の応急危険度判定の実施について」 

大阪府住宅まちづくり部建築防災課耐震グループ総括主査 平山 英 
２．「ブロック塀等の耐震診断基準・改修設計指針の概要」 

国立研究開発法人建築研究所構造研究グループ研究員 毎田 悠承 
３．「被災建築物応急危険度判定の判定ツールの開発」 

国立研究開発法人建築研究所住宅・都市研究グループ 
主任研究員 阪田 知彦 

   □出席者  鈴木委員長、日下副会長 
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１２．近畿ブロック協議会関係事業 
 
  ■ 平成３０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 
   □開催日時 平成３０年９月７日（金）１３：４５～１９：１５ 
   □開催場所 帝国ホテル大阪 大阪府大阪市北区天満橋 1-8-50 
   □次  第 
    １．日事連会長挨拶              佐々木宏幸 会長 
    ２．日事連会務事業報告            居谷 献弥 専務理事） 
    ３．単位会報告 （１５分×３単位会） 
      ・京都会   
      ・和歌山会 「きのくにわかやま木造塾」（報告者：藤田副会長、北田理事） 
      ・奈良会  「奈良県における寺社プロジュエクトの紹介」 

（報告者：理事 城田 全嗣） 
４．次期当番会挨拶 京都会会長      （次期当番会挨拶：上野浩也会長） 
５．講演会  演題「 関西、大阪を元気に！」 

公益財団法人 大阪観光局 局長 溝畑 宏 氏 

   □出席者  会長、副会長、発表理事等 合計１２名 

 
  ■ 第１回近畿ブロック協議会 
   □開催日時 平成３０年７月９日（月）  １５：００～１７：００ 
   □開催場所 大阪マルビル 大阪第一ホテル １階 グランプリモⅠⅡ 
   □議   題 
    ＜協議事項＞ 
          （１）平成２９年度決算承認について 
     （２）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）平成３０年度近畿ブロック協議会例会（大阪大会）について 
   □出席者  尾添会長 寺前副会長 前田事務局長 
 
  ■ 第２回近畿ブロック協議会 
   □開催日時 平成３０年１１月３０日（金）  １５：００～１７：００ 
   □開催場所 ホテルグランヴィア大阪 20階（鶴寿の間） 
   □議   題 
          ＜協議事項＞ 
          （１）ＷＥＢ会議の開催について 
     （２）その他 
     ＜報告事項＞ 
     （１）日事連（理事会・委員会）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）平成３０年度(一社)日本建築士事務所協会連合会 

近畿ブロック協議会例会報告 
     （４）平成３１年度の近畿ブロック協議会各単位会総会開催日程について 
     （５）北海道・東北ブロック協議会よりお見舞金のお礼について 

（６）大阪会「若手の会設立」について 
   □出席者  尾添会長 佐藤副会長 寺前副会長 前田事務局長 
 

  ■ 第３回近畿ブロック協議会 

   □開催日時 平成３１年３月８日（金）  １５：００～１７：００ 

   □開催場所 ホテルグランヴィア大阪 ２０階（孔雀の間） 

   □議   題 

     ＜協議事項＞ 

          （１）平成３１年度（一社）日本建築士事務所協会連合会近畿ブロック協議会予 

       算案について 

     （２）ＷＥＢ会議の開催について 
 



- 21 -

     ＜報告事項＞ 

          （１）日事連（理事会・委員会）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）平成３１年度の近畿ブロック協議会各単位会総会開催日程について 
（４）平成３１年度（一社）日本建築士事務所協会連合会近畿ブロック協議会例 

       会（京都 ９月６日）の開催について 

   □出席者  尾添会長 佐藤副会長 米良事務局次長 


