
第１号議案
平成２５年度事業報告承認の件

平成２５年度事業報告
１．会の組織強化

講習会・研修会等の機会あるごとに、協会への入会促進を行うことや役員自らが会

員増強活動を行ったが、依然として廃業する事務所や退会が相次ぎ、大幅な会員増に
繋がらなかった。

２．建築関係法等の改正に伴う周知

建築士法並びに業務報酬基準（告示第１５号）の改正に伴い県及び市町村に対し要
望活動を実施するとともに、県内の建築士事務所に法等の改正趣旨の周知をした。

３．建築士事務所の業務の適正化及び建築主の保護

建築士事務所の業務に関し、業務内容や契約内容の適正化、設計等を委託する建築
主の保護を図るため「開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会」「工
事監理ガイドライン講習会」等の開催や、奈良県県土マネジメント部営繕課等、及び

奈良県鉄構建設業協同組合との意見交換会を実施した。
４．法定講習の実施

①近畿ブロック内の建築士事務所協会で開催された管理建築士講習の受講申込み受
付を行った。

②建築士定期講習を４回行った。
５．既存建築物の耐震診断・耐震改修の促進

①奈良県での耐震診断・改修技術者の養成講習を行うにあたり、構造専門技術者を

講師として派遣し、技術者の技術力アップを図った。
②耐震改修促進法（建築物の耐震改修の促進に関する法律）の改正に伴い、建築物

の所有者等に機会あるごとに耐震診断・耐震改修に対する意識の向上を図ると共

に、建築物の所有者等からの相談に応じる相談窓口を開設した。
６．建築士事務所登録申請等の受付

奈良県から委託を受け、申請等の受付を実施した。

７．苦情の解決業務の実施
建築士法第２７条の５の規定に基づき、建築主その他の関係者から建築士事務所が

行った業務に関しての苦情に対し、解決を図るべき業務を行った。

８．建築士事務所の周知
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、なら安全安心住まい・まちづくり協議会が実施するイベントに参画し、「住宅

なんでも相談コーナー」を開設し来場者の相談に応じることや、建築士事務所の業務
・役割を周知するパンフレットの配布を行った。

９．児童・青少年の育成を目的とした諸事業の実施

児童・生徒への出前講義等の諸事業を行った。
１０．建築行政への協力等

建築物の安全を確保するための奈良県建築物安全安心実施計画における各種施策を

実施するため、県・特定行政庁に協力した。
１１．見学会・勉強会の実施

会員事務所の技術向上を図るため、建築工事現場の見学会や耐震補強工法等の勉強

会や、「建築士事務所法（仮称）」の制定に向けての勉強会を実施した。
１２．建築士事務所全国大会・近畿ブロック協議会例会への参加

三重県伊勢市で開催された建築士事務所全国大会や兵庫県神戸市で開催された近畿

ブロック協議会例会に参加し、各単位会会員との意見交換等の交流を図った。
１３．日本建築士事務所協会連合会（日事連）運営への参画

日事連の常任理事として運営に参画した。
１４．会報志「やまと」の発行・図書の販売

会員事務所に情報提供を行うために会報誌の発行や図書の販売を行った。
１５．会員の親睦

親睦ゴルフコンペ並びに懇親会・忘年会を開催し会員の交流を深めた。

部門別事業・会議等は次の通りである。



◎日事連・近畿ブロック協議会関係

◎全国大会（三重大会）

平成２５年８月９日（金） 於：三重県伊勢市

◎全国会長会議

第１回（第１１９回） 平成２５年６月１９日（水） 於：銀座東武ホテル

第２回（第１２０回） 平成２５年１２月５日（木） 於：銀座東武ホテル

◎日事政研

政経フォーラム 平成２５年１２月５日（木） 於：銀座東武ホテル

◎自由民主党建築設計議員連盟総会

平成２５年１２月６日（金） 於：自由民主党本部

平成２６年３月２７日（木） 於：衆議院第二会館

◎日事連総会

平成２５年度（第６１回）通常総会

平成２５年６月１９日（水） 於：銀座東武ホテル

◎日事連常任理事会

第１回 平成２５年５月２３日（木） 於：日事連

第２回 平成２５年６月１９日（水） 於：銀座東武ホテル

第３回 平成２５年９月３日（火） 於：日事連

第４回 平成２５年１１月２０日（水） 於：日事連

第５回 平成２６年２月２６日（水） 於：日事連

◎近畿ブロック協議会会議等

第１回協議会会議 平成２５年７月３日（水） 於：京都タワーホテル

平成２５年度例会 平成２５年９月６日（金）

於：ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸

第２回協議会会議 平成２５年１０月１７日（木） 於：京都タワーホテル

近畿ブロック協議会親睦ゴルフコンペ

平成２５年１１月１日（金）

於：グランデージゴルフ倶楽部

第１回事務局会議 平成２５年１１月２２日（金） 於：滋賀会事務局

第３回協議会会議 平成２５年１２月１１日（水） 於：京都タワーホテル

第１回会長会議 平成２５年１２月２５日（水）

於：ホテルグランヴィア大阪

第４回協議会会議 平成２６年４月２日（水） 於：京都タワーホテル

◎全国事務局連絡会議

平成２５年７月５日（金） 於：銀座東武ホテル



◎本会関係
☆平成２５年度（第３５回）通常総会

開催日 平成２５年５月１４日（火）

会場 ホテル日航奈良

出席者 正会員８５名 （内委任状提出者 ５１名）

議決事項 （１）平成２４年度事業報告承認の件

（２）平成２４年度収支決算承認の件

（３）平成２５・２６年度役員選任の件

（４）平成２５年度事業計画決定の件

（５）平成２５年度収支予算承認の件

☆理事会
第１回理事会

平成２５年４月９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２５年度通常総会提案議題について

（４）平成２５年度通常総会の運営について

（５）委員会報告

（６）その他

臨時理事会

平成２５年５月１４日（火） 於：ホテル日航奈良

（１）正・副会長選定の件

第２回理事会

平成２５年６月１１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２５・２６年度委員会構成委員の選任について

（４）委員会報告

（５）その他

第３回理事会

平成２５年８月２０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）委員会報告

（４）その他

第４回理事会

平成２５年１０月８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）市町村に対する業務報酬基準等の要望活動について

（４）県営繕課等との意見交換会の実施について

（５）委員会報告

（６）その他

第５回理事会

平成２５年１２月１０日（火） 於：飛鳥荘

（１）会員の移動報告承認の件

（２）全国会長会議等の報告

（３）適正な業務執行についての注意喚起

（４）業務報酬基準等の要望活動実施報告

（５）県営繕課等との意見交換会実施報告

（６）平成２６年度実施事業の提案について

（７）委員会報告

（８）その他

第６回理事会

平成２６年３月１１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）平成２５年度事業報告（案）及び収支決算見込みについて

（４）平成２６年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

（５）委員会報告

（６）その他

☆正副会長会議
第１回 平成２５年４月２日（火） 於：事務局

第２回 平成２５年６月５日（火） 於：事務局

第３回 平成２５年８月６日（火） 於：事務局

第４回 平成２５年１０月１日（火） 於：事務局

第５回 平成２５年１２月３日（火） 於：事務局

第６回 平成２６年３月４日（火） 於：事務局

☆総務・財務委員会
第１回 平成２５年７月４日（木） 於：春日野荘

第２回 平成２６年３月４日（火） 於：春日野荘

☆業務・技術委員会
第１回 平成２５年７月１１日（木） 於：春日野荘

正・副委員長会議 平成２５年８月６日（火） 於：事務局

第２回 平成２５年８月２７日（火） 於：春日野荘

☆教育・情報委員会
第１回 平成２５年７月４日（木） 於：春日野荘



☆広報・渉外委員会
第１回 平成２５年４月１６日（火） 於：事務局

第２回 平成２５年８月１９日（月） 於：春日野荘

第３回 平成２５年１０月１６日（水） 於：事務局

第４回 平成２５年１２月１６日（月） 於：事務局

☆事業委員会
第１回 平成２５年６月２８日（金） 於：春日野荘

☆指導委員会
第１回 平成２５年７月１７日（水） 於：春日野荘

☆構造・技術委員会
第１回 平成２５年６月２８日（金） 於：春日野荘

第２回 平成２６年１月２２日（水） 於：事務局

☆講習会・研修会
耐震診断・改修実務者研修会

平成２５年４月２０日（土） 於：奈良県建築士会館

建築士事務士事務所のマネージメント支援ツール研修会

平成２５年５月１７日（金） 於：春日野荘

第一期建築士定期講習

平成２５年６月７日（金） 於：奈良県産業会館

第二期建築士定期講習

平成２５年８月２８日（水） 於：春日野荘

実務者のための工事監理ガイドライン講習会

平成２５年１０月２３日（水） 於：春日野荘

非構造部材（天井）の耐震診断と耐震対策講習会

平成２５年１２月１９日（火） 於：春日野荘

第三期建築士定期講習

平成２５年１１月２７日（水） 於：奈良県産業会館

開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会

平成２６年１月２２日（水） 於：春日野荘

第四期建築士定期講習

平成２６年２月２６日（水） 於：春日野荘

☆意見交換会
奈良県鉄構建設業協同組合との意見交換会

平成２５年１０月３日（木） 於：春日野荘

県営繕課等との意見交換会

平成２５年１２月８日（金） 於：春日野荘



☆その他会議・行事
平成２５年４月８日（月）～１９日（金）

第一期建築士定期講習受講申し込み受付

於：事務局

４月１７日（水） 省エネ住宅推進協議会総会

於：県木連

４月２３日（火） 会計監査

於：事務局

５月１４日（火） 懇親会

於：ホテル日航なら

５月２０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：県庁

５月２４日（金） 被災建築物・宅地応急危険度判定連絡協議会総会

於：県庁

６月１０日（月） ドリーム２１けんせつ監査

於：建設業会館

６月１４日（火） 奈良の木利用促進協議会総会

於：農業総合センター

６月１７日（水）～２８日（金）

第二期建築士定期講習受講申し込み受付

於：事務局

６月２１日（金） 奈良県住宅・建築物耐震化促進協議会総会

於：中小企業会館

６月２７日（木） ドリーム２１けんせつ総会・実行委員会

於：建設業会館

７月１日（月）～１０日（水）

第二期建築士定期講習受講申し込み追加受付

於：事務局

７月８日（月） 京奈和自動車道建設促進奈良県民会議総会

於：商工会議所

９月３日（水） ドリー２１けんせつ実行委員会解散式

於：菊水楼

９月１０日（火） 奈良県生コンクリート品質管理監査会議

於：生コンクリート工業組合

９月２４日（火） 建築士事務所に対する苦情相談申出人面接

於：春日野荘

９月３０日（月） 苦情相談対象建築士事務所面接

於：春日野荘

９月３０日（月）～１０月１１日（金）

第三期建築士定期講習受講申し込み受付

於：事務局

１０月４日（金） 第６２回親睦ゴルフコンペ

於：グランデージゴルフ倶楽部

１０月１６日（水） 業務報酬基準等要望活動

於：奈良市 他



１０月１８日（金） 業務報酬基準等要望活動

於：桜井市 他

１０月２１日（月） 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：婦人会館

１０月２２日（火） 業務報酬基準等要望活動

於：大和高田市 他

１０月２５日（金） 近畿地区設備設計事務所協会なら交流会

於：ホテル日航奈良

１０月２９日（火） 業務報酬基準等要望活動

於：天理市 他

１１月５日（火）～２９日（金）

開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会

受講申し込み受付

於：事務局

１１月５日（火）～１２月２０日（金）

第四期建築士定期講習受講申し込み受付

於：事務局

１２月５日（木） 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：婦人会館

１２月１０日（火） 親睦忘年会

於：飛鳥荘

１２月１３日（金） 耐震診断・耐震改修相談窓口設置に関する説明会

於：東海大学校友会館

平成２６年１月１０日（金） 新年名刺交換会

於：奈良ホテル

１月１０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：婦人会館

２月４日（火） 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：婦人会館

２月７日（金） 出前授業

於：県立朱雀高校

２月８日（土） なら安全安心住まい・まちづくり協議会イベント

「住まいと暮らしのフェスタ」

於：イオンモール大和郡山

３月１６日（日） マンション管理セミナー

於：大和高田市中央公民館

３月２０日（木） 既存木造住宅耐震診断・改修技術者養成講習会

於：文化会館


