
第１号議案

平成28年度事業報告承認の件

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「組織強化特別委員会」を設

置して組織強化の施策について議論すると共に、新たに入会特典等を挿入した「入会のしおり」を作

成し直し、役員自らが会員増強活動を行ったものの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

改正建築士法が、平成26年６月27日に公布され、平成27年６月25日に施行されたことにより、講習

会・勉強会の開催、各種講習会において冊子の配布等により広く周知徹底を行った。

業務報酬基準（国土交通省告示第15号）の改正や新たに示された耐震診断・耐震改修に係る設計等

の業務報酬基準（国土交通省告示第670号）について県及び市町村に対し要望活動を実施するととも

に、建築士事務所に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「建築士事務所の開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会」の開催や、奈良県県

土マネジメント部まちづくり推進局営繕課等との意見交換会及び同建築課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案内及び受講申込み受付を

行った。

②建築士定期講習（28年度は建築士会主催）の受講案内に協力し、受講促進を図った。

５．建築士技術者登録事業の実施

「フラット35及びリ・ユース住宅等の適合証明を行う技術者」の登録受付及び講習会並びに「既存

住宅現況検査技術者」の登録受付及び講習会を実施した。

６．既存建築物の耐震診断・耐震改修の促進等

①県が耐震診断・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、相談に応じた。

７．今後起こりうる災害への対応

被災建築物・宅地応急危険度判定連絡協議会に参画し、連絡訓練・判定研修会等への参加をした。

また、「震災復旧のための震災建築物被災度区分判定・復旧技術者証」の有効期間は５年となって

いることから、各単位会に合わせて再使用の可能性を判定し、復旧するための震災災建築物の被災度

区分判定基準及び復旧技術指針講習会（全構造編）を実施した。

８．建築士事務所登録申請等の受付



奈良県から委託を受け、新規登録申請、更新登録申請及び変更届け等の受付を実施した。

９．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、解決を図るべき相談窓口を開設し、業務を行った。

10．建築士事務所の周知（建築士事務所キャンペーン）

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、他機関が

行うイベント等で建築士事務所の業務・役割を周知する活動を行うべく開催に向けて協議を行った。

11．児童・青少年の育成を目的とした諸事業の実施

児童・生徒や工業高校の生徒への出前講義を行うため関係機関と協議を行った。

12．建築行政等への協力等

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・特定行政庁への協力や、関連協議会等への参画をした。

13．見学会・研修会の実施

建築士の技術向上を図るため、建築工事現場の見学会、実例に学ぶ建築士事務所のトラブル予防研

修会、実務者のための設計･監理契約書講習会、基礎ぐいの適正な設計及び工事監理についての勉強

会並びに省エネ基準の勉強会等数多く実施した。

14．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

東京で開催された建築士事務所全国大会（東京大会）や今年度新たに開催された青年話創会の参加、

奈良県で近畿ブロック協議会例会を開催すると共に参加し、各単位会会員との意見交換等の交流を図

った。

15．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、広報・渉外委員会、会誌編集専門委員会及び執務環境整備ＷＧ（業務環境改善

ＷＧ）メンバーとして運営に参画した。

16．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の会報誌発行や日事連会報誌の送付及び図書の販売を行った。

17．会員の親睦

親睦ゴルフコンペ、通常総会後懇親会及び親睦忘年会を開催し会員相互の交流を深めた。

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

☆会議等

◎第40回建築士事務所全国大会（東京大会）

平成28年10月７日（金） 於：帝国ホテル

◎青年話創会

平成28年10月７日（金） 於：銀座東武ホテル

◎平成28年度（第64回）通常総会

平成28年６月14日（火） 於：銀座東武ホテル

◎全国会長会議

第１回（第125回） 平成28年６月14日（火） 於：銀座東武ホテル

第２回（第126回） 平成28年12月２日（金） 於：銀座東武ホテル

◎理事会

第１回 平成28年７月20日（水） 於：日事連

第２回 平成28年11月24日（木） 於：日事連

第３回 平成29年３月23日（木） 於：日事連

◎常任理事会

第１回 平成28年７月８日（金） 於：日事連

臨 時 平成28年７月20日（水） 於：日事連

第２回 平成28年９月６日（火） 於：日事連

第３回 平成28年11月17日（木） 於：日事連

第４回 平成29年３月８日（水） 於：日事連

◎日事政研

総 会 平成28年６月14日（火） 於：銀座東武ホテル

役 員 会 平成28年７月20日（水） 於：日事連

役 員 会 平成28年11月24日（木） 於：日事連

政経フォーラム 平成28年12月２日（金） 於：銀座東武ホテル

臨 時 総 会 平成28年12月２日（金） 於：銀座東武ホテル

役 員 会 平成29年３月23日（木） 於：日事連

◎自民党建築設計議員連盟総会

平成28年５月31日（火） 於：自民党本部



◎広報・渉外委員会

第６回 平成28年４月21日（木） 於：日事連

第１回 平成28年11月11日（金） 於：日事連

第２回 平成29年２月10日（金） 於：日事連

◎会誌編集専門委員会

第１回 平成28年８月４日（木） 於：日事連

第２回 平成28年10月13日（木） 於：日事連

第３回 平成28年12月20日（火） 於：日事連

第４回 平成29年２月13日（月） 於：事務局（WEB会議）

◎執務環境整備ＷＧ

第８回 平成28年４月14日（木） 於：日事連

第９回 平成28年５月９日（月） 於：日事連

◎業務環境改善ＷＧ

第１回 平成28年12月７日（水） 於：日事連

第２回 平成29年１月18日（水） 於：日事連

第３回 平成29年２月27日（月） 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28年６月30日（木） 於：ホテルグランヴィア大阪

要望活動に関する協議 平成28年８月３日（水） 於：大阪会事務局

平 成 2 8 年 度 例 会 平成28年９月２日（金） 於：ホテル日航奈良

懇 親 会 平成28年９月２日（金） 於：ホテル日航奈良

第 ２ 回 協 議 会 会 議 平成28年９月２日（金） 於：ホテル日航奈良

親睦ゴルフコンペ・懇親会 平成28年11月２日（水） 於：比良ゴルフ倶楽部

第 ３ 回 協 議 会 会 議 平成28年12月15日（木） 於：ホテルグランヴィア大阪

第 ４ 回 協 議 会 会 議 平成29年３月16日（木） 於：ホテルグランヴィア大阪

◎平成28年度近畿地方整備局営繕部と各府県建築士事務所協会意見交換会

平成28年11月８日（火） 於：大阪地方合同庁舎第１号館

◎第10回建築関係団体意見交換会

平成29年３月10日（金） 於：ＮＳ２１ビル

◎全国事務局連絡会議

平成28年７月１日（金） 於：銀座東武ホテル



本会関係

☆平成28年度（第38回）通常総会

開 催 日 平成28年５月10日（火）

開催場所 ホテル日航奈良

出 席 者 正会員84名（内委任状提出者 56名）

議決事項 (1) 平成27年度事業報告承認の件

(2) 平成27年度収支決算承認の件

(3) 平成28年度事業計画決定の件

(4) 平成28年度収支予算承認の件

☆理 事 会

第１回理事会

平成28年４月12日（火） 於：ホテルリガーレ春日野

(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28年度通常総会提案議題について

(4) 平成28年度通常総会及び懇親会の運営について

(5) 改正建築士法施行後の周知等の状況について

(6) 委員会報告

(7) その他

第２回理事会

平成28年６月21日（火） 於：ホテルリガーレ春日野

(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28年度近畿ブロック協議会例会の開催について

(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について

(5) 委員会報告

(6) その他

第３回理事会

平成28年８月９日（火） 於：ホテルリガーレ春日野

(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28年度近畿ブロック協議会例会の開催について

(4) 平成28年度近畿ブロック協議会例会の運営について

(5) 第40回建築士事務所全国大会（東京大会）について

(6) 青年話創会について

(7) 熊本地震に係るお見舞い金について

(8) 委員会報告

(9) その他

第４回理事会

平成28年10月11日（火） 於：ホテルリガーレ春日野

(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28年度近畿ブロック協議会例会について

(4) 平成28年度業務報酬基準等の市町村への要望活動について

(5) 平成28年度県営繕課等及び県建築課との意見交換会について

(6) 熊本地震に係るお見舞い金について

(7) 会報誌「会報やまと」の年間発刊数の変更（案）について



(8) 委員会報告

(9) その他

第５回理事会

平成28年12月13日（火） 於：飛鳥荘

(1) 会員の異動報告承認の件

(2) 全国会長会議等の報告

(3) 近畿地方整備局営繕部と建築士事務所協会意見交換会

(4) 平成28年度業務報酬基準等の市町村への要望活動実施報告

(5) 平成28年度県営繕課等及び建築課との意見交換会実施報告

(6) 委員会報告

(7) その他

第６回理事会

平成29年３月14日（火） 於：ホテルリガーレ春日野

(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28年度事業報告（案）及び収支決算見込みについて

(4) 平成29年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

(5) 平成29・30年度役員選考委員会の設置について

(6) 平成29度建築士事務所全国大会（和歌山大会）の参加について

(7) 平成29年度実施事業について

(8) ＨＰへのバナー広告掲載について

(9) 田原本町への要望書について

(10) 地方公共団体の発注関係業務に関する実体調査アンケートの実施について

(11) 委員会報告

(12) その他

☆正・副会長会議

第１回 平成28年４月５日（火） 於：事務局

第２回 平成28年６月７日（火） 於：事務局

第３回 平成28年８月２日（火） 於：事務局

第４回 平成28年10月４日（火） 於：事務局

第５回 平成28年12月６日（火） 於：事務局

第６回 平成29年３月７日（火） 於：事務局

☆組織強化特別委員会

第１回 平成28年６月21日（火） 於：ホテルリガーレ春日野

第２回 平成28年８月９日（火） 於：ホテルリガーレ春日野

第３回 平成28年10月11日（火） 於：ホテルリガーレ春日野

第４回 平成28年12月13日（火） 於：飛鳥荘

第５回 平成29年３月14日（火） 於：ホテルリガーレ春日野

☆総務・財務委員会

第１回 平成28年12月13日（火） 於：飛鳥荘

第２回 平成29年３月14日（火） 於：ホテルリガーレ春日野

☆業務・技術委員会

第１回 平成28年７月５日（火） 於：奈良県建築士会館

☆教育・情報委員会

第１回 平成28年６月29日（水） 於：奈良県建築士会館



☆広報・渉外委員会

第１回 平成28年４月15日（金） 於：奈良県建築士会館

第２回 平成28年７月13日（水） 於：橿原市内「山葵」

第３回 平成28年10月17日（月） 於：奈良県建築士会館

第４回 平成28年12月19日（月） 於：天理市内「秋田屋」

☆事業委員会

第１回 平成28年６月10日（金） 於：奈良県建築士会館

第２回 平成28年８月２日（火） 於：奈良県建築士会館

例会準備 平成28年８月17日（水） 於：事務局

例会準備 平成28年８月18日（木） 於：奈良県建築士会館

例会準備 平成28年８月25日（木） 於：事務局

正・副委員長会議 平成28年10月７日（金） 於：事務局

☆構造・技術委員会

第１回 平成28年５月20日（金） 於：奈良県建築士会館

第２回 平成28年７月15日（金） 於：事務局

☆平成29・30年度役員選考委員会

第１回 平成29年３月29日（水） 於：奈良県建築士会館

☆講習会・研修会

基礎ぐいの適正な設計及び工事監理についての勉強会

平成28年５月20日（金） 於：奈良県建築士会館

再使用の可能性を判定し、復旧するための震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針講

習会（全構造編） 平成28年８月１日（月） 於：ホテルリガーレ春日野

平成28年度適合証明技術者及び既存住宅現況検査技術者講習会

平成28年８月26日（金） 於：ホテルリガーレ春日野

第２回基礎ぐいの適正な設計及び工事監理についての勉強会

平成28年９月30日（金） 於：奈良県建築士会館

平成28年度知事指定講習「開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会」

平成28年11月22日（火） 於：ホテルリガーレ春日野

実例に学ぶ建築士事務所のトラブル予防研修会

平成28年12月20日（火） 於：奈良県建築士会館

実務者のための設計･監理契約書講習会

平成29年１月20日（金） 於：奈良県建築士会館

労務に関する研修会 平成29年２月３日（金） 於：大和ビル会議室

省エネ基準の勉強会＋ビジネスマナー講習

平成29年３月１日（水） 於：奈良県建築士会館

☆見学会

天理駅前広場空間整備工事（コフフン）見学会及び勉強会

平成29年２月23日（木） 於：天理市

☆要望活動

市町村への業務報酬基準等の要望活動

平成28年10月26日（水） 於：奈良市、生駒市、大和郡山市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町

平成28年10月27日（木） 於：橿原市、五條市、吉野町、大淀町、下市町、高取町、明日香村

平成28年10月28日（金） 於：大和高田市、香芝市、葛城市、御所市、上牧町、王寺町、

河合町、広陵町

平成28年10月31日（月） 於：天理市、桜井市、宇陀市、川西町、三宅町、田原本町

平成29年３月17日（金） 於：田原本町



☆意見交換会

県営繕課等との意見交換会

平成28年11月14日（月） 於：ホテルリガーレ春日野

県建築課との意見交換会

平成28年11月14日（月） 於：ホテルリガーレ春日野

☆その他会議・行事

平成28年

４月12日（火） 歓送迎会 於：ホテルリガーレ春日野

４月20日（水） 平成27年度会計監査 於：事務局

４月21日（木） 平成27年度会計監査 於：事務局

５月２日（月） 「奈良の木」マーケティング協議会総会 於：奈良県木材会館

５月10日（火） 通常総会後懇親会 於：ホテル日航奈良

５月11日（水） 耐震相談 於：事務局

５月13日（金） 知事指定講習に係る協議 於：奈良県庁

５月13日（金） 日事連建築賞に係る審査 於：事務局

５月20日（金） 入会のしおり協議 於：事務局

５月23日（月） 日事連建築賞に係る審査 於：事務局

６月14日（火） 被災建築物・宅地応急危険度判定連絡協議会総会・講演会

於：奈良県文化会館

６月27日（月）～７月８日（金）

再使用の可能性を判定し、復旧するための震災建築物の被災度区分判定基準およ

び復旧技術指針講習会（全構造編）』受講申込み受付

於：事務局

６月29日（水） 耐震相談 於：事務局

６月29日（水） 平成28年度奈良県住宅建築物耐震化促進協議会総会・講演会

於：奈良県文化会館

７月11日（月） 国土交通大臣表彰授賞式 於：国土交通省

７月12日（火）

～25日（月） 平成28年度適合証明技術者及び既存住宅現況検査技術者講習会受講申込み受付

於：事務局

７月27日（水） 京奈和自動車道建設促進奈良県民会議総会・講演会 於：奈良商工会議所

９月13日（火） 平成28年度第１回奈良県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

10月17日（月）

～28日（金） 平成28年度知事指定講習受講申込み受付 於：事務局

10月17日（月） 違反建築防止街頭啓発イベント

於：近鉄奈良駅前、近鉄大和八木駅前、近鉄生駒駅前

10月18日（火） 第65回親睦ゴルフコンペ 於：阿騎野ゴルフ倶楽部

10月20日（木） 管理組合マンション大規模改修相談 於：事務局

12月13日（火） 親睦忘年会 於：飛鳥荘

12月15日（木） 平成28年度第２回奈良県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

平成29年

１月20日（金） 平成29年新年交礼会 於：奈良ロイヤルホテル

１月27日（金） 平成29年新年大交歓会 於：橿原観光ホテル

３月17日（金） 平成28年度既存木造住宅耐震診断・改修技術者養成講習会

於：奈良県文化会館


