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第１号議案

平成２０年度事業報告承認の件
平成２０年度事業報告

１．会の組織強化

会員の増強のため講習会等機会のあるごとに、取り組みを続けたが、昨今の社会情勢の影響で廃

業する事務所が相次ぎ昨年に同様会員の減少を阻止出来なかった。

２．協会創立３０周年記念式典の開催

創立３０周年を記念し、式典を開催した。

３．建築設計サポートセンターの開設

構造・設備一級建築士及び事務所等の紹介や指定確認検査機関・適判機関等に対する苦情の受付

並びに建築基準法・建築士法等の相談の取次ぎ業務を行うサポートセンターを開設した。

４．管理建築士資格取得講習の開催

改正建築士法により新たに規定された管理建築士資格取得のための講習を実施した。

５．全国大会（東京大会 、他会との交流）

東京都で開催された第３３回建築士事務所全国大会並びに和歌山市で開催された近畿ブロック例

会に参加し各単位会会員と意見交換等の交流を図った。

６．建築行政への協力等

建築物の安全性を確保するため奈良県建築物安全安心実施計画の各種施策を実施するため、県・

特定行政庁に協力した。

７．既存木造住宅の耐震診断の促進

奈良県既存木造住宅耐震診断支援事業の一環として、木造住宅耐震診断員の技術力アップ研修会

へ講師を派遣し、既存木造住宅の耐震診断を促進した。

８．既存特定建築物の耐震診断・耐震改修の促進

既存特定建築物の所有者等の団体が実施する研修会等に耐震技術者を講師として派遣し、耐震診

断・耐震改修に対する意識の向上を図った。

９．建築士事務所の業務に関し、契約の内容の適正化、その他設計等を委託する建築主の保護を図る

ため諸事業を実施した。

１０．建築士法の改正に伴い、法の改正趣旨を県内の建築士事務所に周知した。

１１．会員の親睦

親睦のゴルフ大会の開催並びに忘年会を開催し会員の交流を深めた。

１２．建築士事務所の業務内容や建築士事務所の存在等について広く社会に知ってもらうため、日事

連の重点事業事項である「建築士事務所キャンペーン」を開催し、一応の成果を上げた。

１３．建築士事務所登録申請等の受付事務の執行

奈良県から委託を受け、申請等の受付事務を実施した。

１４．日事連の指導運営委員会委員として運営に参画。

部門別事業・会議等は次の通りである。
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◎本会関係

☆平成２０年度（第３０回）通常総会
開催日 平成２０年５月２９日（木）

会場 ホテル日航奈良

出席者 正会員９７名 （内委任状提出者 ５９名）

議決事項 （１）平成１８年度事業報告承認の件

（２）平成１８年度収支決算承認の件

（３）役員改選承認の件

（４）平成１９年度事業計画決定の件

（５）平成１９年度収支予算承認の件

☆創立３０周年記念式典・祝賀会
開催日 平成２０年５月２９日（木）

会場 ホテル日航奈良

☆理事会
第１回理事会

平成２０年４月８日（火） 於：春日野荘

（１）会員の異動報告承認の件

（２）全国会長会議等の報告

（３）平成２０年度通常総会提案議題について

（４）平成２０年度通常総会、創立３０周年記念式典及び祝賀会の運営について

（５）平成２０年度各委員会委員の変更について

（６）その他

１．日事連建築賞の応募について

２．構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の資格取得講習について

３．管理建築士資格取得講習の実施について

第２回理事会

平成２０年６月１０日（火） 於：春日野荘

（１）会員の異動報告承認の件

（２）全国会長会議等の報告

（３）平成２０年度近畿ブロック協議会例会について

（４）平成２０年度各委員会の委員構成について

（５）各委員会報告

（６）その他

１．日事連建築賞の推薦について

２．開発許可制度に関する講習会について

３．公庫適合証明業務登録の受付及び講習会について

第３回理事会

平成２０年８月５日（火） 於：春日野荘

（１）会員の異動報告承認の件

（２）全国会長会議等の報告
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（３）相談役の変更について

（４）各委員会報告

（５）その他

１．第３３回建築士事務所全国大会（東京大会）の参加について

２．第５６回親睦ゴルフ大会の開催について

第４回理事会

平成２０年１０月１４日（火） 於：春日野荘

（１）会員の移動報告承認の件

（２）全国会長会議等の報告

（３）平成２０年度県市町村い対する要望活動について

（４）平成２１年管理建築士資格取得講習及び建築士定期講習の実施について

（５）各委員会報告

（６）構造計算適合性判定の適正な運用についての要望について

（７）その他

１．奈良県建築関係課との業務に関する意見交換会の開催について

第５回理事会

平成２０年１２月９日（火） 於：猿沢荘

（１）会員の移動報告承認の件

（２）全国会長会議等の報告

（３ 「建築士事務所業務に対する苦情解決に係る業務実施規程」の制定について）

（４ 「 社）奈良県建築士事務所協会規則」の一部改正について）（

（５）各委員会報告

（６）その他

１．新年名刺交換会について

第６回理事会

平成２１年３月１０日（火） 於：春日野荘

（１）会員移動報告承認の件

（２）全国会長会議等の報告

（３）建築設計サポートセンターの設置について

（４）平成２１年度通常総会の実施について

（５）役員改選に伴う役員選考委員会の設置について

（６）各委員会報告

（７）その他

１．日事連建築賞の募集について

２．管理建築士資格取得講習の実施について

☆正副会長会議
第１回 平成２０年４月３日（木） 於：事務局

第２回 平成２０年６月３日（火） 於：事務局

第３回 平成２０年７月２９日（火） 於：事務局

第４回 平成２０年１０月７日（火） 於：事務局

第５回 平成２０年１２月３日（火） 於：春日野荘

第６回 平成２１年３月３日（火） 於：春日野荘

☆総務・財務委員会
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第１回 平成２０年４月８日（火） 於：春日野荘

第２回 平成２１年３月３日（火） 於：春日野荘

☆業務・技術委員会
第１回 平成２０年４月２２日（月） 於：春日野荘

第２回 平成２０年１０月２４日（月） 於：春日野荘

平成２０年度業務に関する意見交換会

平成２０年１０月３０日（木） 於：春日野荘

第３回 平成２１年３月３１日（火） 於：春日野荘

☆教育・情報委員会
第１回 平成２０年６月１７日（火） 於：春日野荘

第２回 平成２０年１２月５日（金） 於：事務局

☆広報・渉外委員会
第１回 平成２０年４月２３日（水） 於：やまと

第２回 平成２０年６月１０日（火） 於：春日野荘

第３回 平成２０年７月３日（火） 於：事務局

第４回 平成２０年７月２５日（金） 於：事務局

第５回 平成２０年８月１９日（火） 於：事務局

第６回 平成２０年１１月１２日（水） 於：事務局

第７回 平成２１年１月２７日（火） 於：事務局

第８回 平成２１年３月１０日（火） 於：春日野荘

☆事業委員会
第１回 平成２１年３月３日（火） 於：春日野荘

☆指導委員会
第１回 平成２０年１２月３日（火） 於：春日野荘

☆耐震委員会
第１回 平成２０年５月８日（木） 於：春日野荘

第２回 平成２０年５月３０日（金） 於：春日野荘

第３回 平成２０年６月２０日（金） 於：春日野荘

第４回 平成２０年７月２５日（金） 於：春日野荘

第５回 平成２０年８月８日（金） 於：春日野荘

第６回 平成２０年８月２９日（金） 於：春日野荘

第７回 平成２０年９月２６日（金） 於：春日野荘

第８回 平成２０年１０月１６日（木） 於：春日野荘

第９回 平成２０年１１月３日（月） 於：春日野荘

☆協会創立３０周年記念事業実行委員会
第１回 平成２０年５月１３日（火） 於：春日野荘
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☆講習会
公庫適合証明業務登録講習 平成２０年８月２８日（木） 於：春日野荘

管理建築士資格取得講習 平成２０年９月２５日（木） 於：春日野荘

管理建築士資格取得講習 平成２０年１０月２３日（木） 於：春日野荘

管理建築士資格取得講習 平成２１年３月１２日（木）

於：奈良県広域地場産業振興センター

管理建築士資格取得講習 平成２１年３月２６日（木） 於：春日野荘

☆耐震技術者派遣
平成２０年６月１４日（土） 奈良県心身障害者施設連盟

於：橿原市中央公民館

平成２１年１月２３日（金） 奈良県宅地建物取引業協会郡山支部

於：大和郡山市南部公民館

平成２１年１月３１日（土） なら安全安心住まい・まちづくり協議会

於：田原本町弥生の里ホール

平成２１年２月９日（月） 奈良県私学専修学校連合会

於：奈良商工会議所

平成２１年２月２０日（金） 奈良県公立学校施設整備期成会

於：天理かがやきプラザ

☆その他会議・行事
平成１９年４月２４日（木） 奈良弁護士会役員就任披露パーティ

於：ホテル日航奈良

４月３０日（水） 平成１９年度会計監査

於：事務局

５月１２日（月） （社）奈良県建築士会奈良支部平成２０年度通常総会

於：奈良ロイヤルホテル

５月１９日（月） 「安全やまとまちづくり県民会議」総会

於：奈良県中小企業会館

５月２１日（水） 被災建築物・宅地応急危険度判定連絡協議会幹事会

於：奈良県婦人会館

５月２３日（金） （社）奈良県建築士会平成２０年度通常総会

於：奈良県文化会館

５月３０日（金） 被災建築物・宅地応急危険度判定連絡協議会総会

於：奈良県文化会館

６月３日（火） 奈良県住宅・建築物耐震化促進協議会総会

於：奈良県文化会館

６月３日（火） 創立３０周年記念ゴルフコンペ

於：奈良万葉カンツリー倶楽部

６月２７日（金） 管理建築士資格取得講習受講申込受付担当者説明会

於：事務局

７月１日（火）～１８日（金）

管理建築士資格取得講習受講申込受付

於：事務局

７月１４日（水）～２５日（金）

公庫適合証明業務登録受付

於：事務局
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８月８日（金） なら安全安心住まい・まちづくり協議会イベント実行

委員会

於：県庁

８月１８日（月） 「安全やまとまちづくり県民会議」総会

於：奈良県中小企業会館

９月１日（月） 被災建築物・宅地応急危険度判定連絡協議会幹事会

於：奈良土木事務所

９月１１日（木） 生コンクリート品質管理監査会議

於：奈良県生コン工業組合

９月１８日（木） 管理建築士資格取得講習実施打合せ

於：春日野荘

９月２０日（土） 奈良弁護士会館披露式典

於：奈良弁護士会館

１０月６日（月） 被災建築物・宅地応急危険度判定連絡協議会実地訓練

実行委員会

於：奈良市古市人権文化センター

１０月１４日（火） 違反建築防止街頭啓発出発式

於：県庁

１０月２１日（火） 第５６回親睦ゴルフコンペ

於：グランデージゴルフ倶楽部

１１月１１日（火） 奈良県設備設計事務所協会創立２０周年記念式典

於：ホテル日航奈良

１１月２３日（日） ドリーム２１けんせつ絵画コンクール表彰式

於：春日野荘

１２月４日（木）～１０日（水）

建築士定期講習受講申込受付

於：建築士会

１２月９日（火） 親睦忘年会

於：猿沢荘

１２月１７日（水）～２４日（水）

管理建築士資格取得講習受講申込受付

於：事務局

１２月１６日（火） なら安全安心住まい・まちづくり協議会

建築物安全安心推進部会

於：奈良県文化会館

１月９日（火） 新年名刺交換会

於：奈良ホテル

１月１４日（水） （社）奈良県空調衛生工業協会新年交礼会

於：ホテル日航奈良

１月１５日（木） 建築物安心・安全フォーラム絵画コンクール審査

於：県庁

１月１６日（金） 重要事項説明に関する勉強会

於：春日野荘

１月２２日（木） 奈良県設備設計事務所協会新年交礼会

於：奈良ロイヤルホテル

１月３１日（土） なら安全安心住まい・まちづくり協議会イベント

於：田原本町弥生の里ホール

２月１６日（月）～２４日（火）

管理建築士資格取得講習受講申込追加受付

於：事務局
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２月１９日（木） 建築士定期講習

於：奈良県広域地場産業振興センター

２月２４日（火） 建築確認円滑化対策連絡会議

於：県庁

３月１１日（水） なら安全安心住まい・まちづくり協議会

建築物安全安心推進部会・住まいづくり推進部会

於：県庁

◎日事連・近畿ブロック協議会関係
☆第３３回建築士事務所全国大会（東京大会）

平成２０年１０月３日（金） 於：帝国ホテル

☆会議等

◎全国会長会議

第１回（第１０４回） 平成２０年６月１６日（月） 於：帝国ホテル

第２回（第１０５回） 平成２０年１２月２日（火） 於：八重洲富士屋ホテル

第３回（第１０６回） 平成２１年３月３０日（月） 於：八重洲富士屋ホテル

◎日事連理事会・監事会等

監査会 平成２０年５月１３日（火） 於：日事連

理事会 平成２０年５月２７日（火） 於：日事連

◎日事連事務所登録事務対応ワーキング

平成２０年４月２２日（火） 於：日事連

◎自民党建築設計議員連盟総会

平成１９年６月１５日（金） 於：自民党本部

◎日事政研

第３４回通常総会 平成２１年３月３０日（月） 於：八重洲富士屋ホテル

◎日事連総会

平成２０年度（第５０回）通常総会 平成２０年６月１６日（月）

於：帝国ホテル

平成２０年度（第５１回）通常総会 平成２１年３月３０日（月）

於：八重洲富士屋ホテル

◎事務局連絡会議

平成２０年６月２５日（水） 於：銀座ラフィナート

◎日事連指導運営委員会

第１回 平成２０年８月２１日（木） 於：日事連
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第２回 平成２０年１２月９日（火） 於：日事連

第３回 平成２１年３月２４日（火） 於：日事連

◎近畿ブロック協議会会長会議等

第１回会長会議 平成２０年７月１１日（金） 於：神戸東急イン

平成２０年度例会 平成２０年９月５日（金）

於：ホテルグランヴィア和歌山

第２回会長会議 平成２０年１０月３１日（金） 於：関西文化サロン

第３回会長会議 平成２０年１２月１１日（木） 於：関西文化サロン

第４回会長会議 平成２１年１月２２日（木） 於：関西文化サロン

第５回会長会議 平成２１年３月１９日（木） 於：関西文化サロン

◎その他会議等

（社）滋賀県建築士事務所協会創立２５周年記念式典 平成２０年５月２３日（金）

於：大津プリンスホテル

管理建築士資格取得講習業務連絡会議 平成２０年６月６日（金）

於：八重洲ビジネスセンター

木造住宅耐震補強講習会講師講習 平成２０年６月１９日（木）

於：お茶の水ビジネスセンター

管理建築士資格取得講習講師説明会 平成２０年７月２９日（火）

於：東京建築会館

管理建築士資格取得講習講師説明会 平成２０年８月１日（金）

於：大阪桐杏学園

藤村亮一氏黄綬褒章受章記念祝賀会 平成２０年８月３日（日）

於：大津プリンスホテル

京都会・管理建築士資格取得講習講師派遣 平成２０年９月１９日（金）

於：京都国際会議場

建築士定期講習業務連絡会議 平成２０年１１月１０日（月）

於：アジュール竹芝

重要事項説明のポイント講師説明会 平成２０年１１月２１日（金）

於：八重洲ビジネスセンター

建築士法サポート業務委託説明会 平成２１年１月２８日（水）

於：安与ホール

山本 剛氏叙勲受賞記念祝賀会 平成２１年２月１１日（水）

於：大阪都ホテル


