
第１号報告 平成３０年度事業の報告 

 

事 業 概 要 報 告 書 
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

１．会員の状況報告 

 

 (1)正会員の状況（年度内入退会） 

 

     平成３０年 ４月 １日  期首    ７７４名 

                      入 会（＋）   ２４名 

             退 会（－）    ２３名 

       平成３１年 ３月３１日 現在   ７７５名 

 

      支部別会員数の内訳  ( )内数字は、支部間異動(２名)を含む増減数 

 

       横 浜 支 部  ２６２名 (+16. -11)   伊 勢 原支 部     ６名 (+ 0. - 0) 

       川 崎 支 部  １０７名 (+ 4. - 4)   大和綾瀬支 部    １８名 (+ 0. - 0) 

       横 須 賀支  部    ５２名 (+ 0. - 1)   厚  木  支 部    ２８名 (+ 0. - 1) 

       湘南三浦支  部    １８名 (+ 1. - 0)   座  間  支 部    １５名 (+ 0. - 0) 

       藤 沢 支 部    ４３名 (+ 2. - 2)   海 老 名支 部    １６名 (+ 0. - 0) 

       鎌 倉 支 部    ４０名 (+ 0. - 1)   愛  川  支 部      ５名 (+ 0. - 1) 

       茅ヶ崎寒川支部    １７名 (+ 0. - 0)   相 模 原支 部    ６９名 (+ 2. - 3) 

       平 塚 支 部    ２２名 (+ 0. - 1)   県  西  支 部    ４１名 (+ 1．- 0) 

       秦 野 支 部    １６名 (+ 0. - 0) 

                                         合   計   ７７５名 (+26．-25) 

 

  (2)賛助会員の状況（年度内入退会） 

 

       平成３０年 ４月 １日  期首    ９２社 

                        入  会（＋）    １１社 

              退  会（－）    ２社 

       平成３１年 ３月３１日 現在   １０１社 

 

２．会議の状況報告 

 

  (1)定時総会 計１回 

 

平成３０年 ６月 １日 １．平成２９年度決算報告承認の件 

（第６回・決算総会）  ２．平成２９年度事業の報告 

            ３．平成３０度事業計画の報告 

               ４．平成３０度予算の報告 
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  (2)監査会  計１回 

 

    平成３０年 ５月１１日  平成２９年度事業及び会計の監査 

 

  (3)相談役・参与会  計１回 

 

  平成３０年 ４月 ３日  平成３０年度事業計画及び予算について 

 

  (4)正副会長会  計１３回 

 

  ・理事会、統括委員長会の前に原則開催 

 

    平成３０年 ４月２０日  他団体総会の出欠、総会開催、事務局職員の担当事務（案）等について 
         ５月１５日 他団体総会の出欠、理事会の進行、総会開催、日事連会議への対応等 
               ついて 

６月２２日 支部総会の出欠、日事連会議への対応、各種派遣委員の推薦、後援等 

      について 

         ７月２０日 理事会の進行、講師謝金についての規程（案）、日事連会議への対応等 
               について 
         ８月３０日 公益目的支出事業に係る補助金申請書の審査、住宅紛争処理委員の任期 
               満了に伴う委員の推薦、日事連関係への対応、予算方針等について 
         ９月２１日 理事会の進行、日事連関係への対応、政研関係対応、組織改変、支部長 
               会開催等について 
        １０月１９日 支部長会、神奈川建築コンクール表彰作品及び表彰式対応、日事連関係 
               への対応、組織改変等について 

        １１月 １日 組織改変等、支部長会運営等、後援依頼、政研関係への対応について 

        １１月１６日 組織改変等、賀詞交歓会の開催、理事会運営、日事連会議への対応、関 
               連団体等賀詞交歓会への対応、職員就業規則の改定等について 

        １２月２１日 組織改変等、支部長会の運営、関連団体等賀詞交歓会への対応、神奈川 
               県士業合同協議会への対応、賀詞交歓会の運営等について 

   平成３１年 １月１８日 理事会運営、支部長会の運営、関連団体等賀詞交歓会への対応、賀詞交 
               歓会の運営、関ブロ開催、総会までのスケジュール等について 

         ２月１５日 日事連関係への対応、相談役参与会開催、支部長会、かながわ建築設計 
               政経研究会幹事会開催、準会員制度（案）、組織改変等について 
         ３月１５日 理事会運営、日事連関係会議への対応、政研関係への対応、公益目的支 
               出事業に係る補助金の決定等について 

 

  (5)理事会  計６回 

 

     ・原則２ヶ月に１回の開催。開催月以外の会員入会承認案件はＦＡＸにより承認を受けることと 

している。 

 

   平成３０年 ５月１５日 １．会員の入会等について承認を求める件 

         出席２２名  ２．第６回定時総会開催及び付議案件について承認を求める件 
                 （職務執行状況の報告含む（10 月～３月）） 

               ３．日事連・年次功労者表彰候補者推薦について承認を求める件 
               ４．専門委員会委員の変更について承認を求める件 
               ５．日事連建築賞の作品推薦について承認を求める件 
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         ７月２０日 １．会員の入会等について承認を求める件 
         出席１９名 ２．公益目的支出事業に係る追加予算について承認を求める件 
               ３．共済会規程の改定について承認を求める件 
               ４．日事連依頼・各委員会委員の推薦について承認を求める件 
               ５．広報情報委員会委員について承認を求める件 
               ６．講師謝金についての規程について承認を求める件 
 
         ９月２１日 １．会員の入会等について承認を求める件 
         出席２２名 ２．専門委員会委員の変更について承認を求める件 
               ３．後援等について承認を求める件 
               ４．「神事協」のぼりデザイン募集について承認を求める件 
               ５．神奈川建築コンクール協賛者賞の選定を正副会長専決事項とする 

ことについて承認を求める件 
 
        １１月１６日 １．会員の入会等について承認を求める件 
         出席２０名 ２．後援等について承認を求める件 
               ３．退会届様式を改定することについて承認を求める件 
               ４．神事協のぼり旗デザインについて承認を求める件 
               ５．総合資格学院との覚書締結について承認を求める件 
 
   平成３１年 １月１８日 １．定款施行細則の改定について承認を求める件 
         出席２１名 ２．平成３１・３２年度 理事・監事・常設委員等ブロック枠候補者数 
                 について承認を求める件 
 
         ３月１５日 １．会員の入会等について承認を求める件 
         出席２１名 ２．２０１９年度事業計画(案)及び予算(案)について承認を求める件 
               ３．平塚市建築審査会委員推薦についての承認を求める件 
               ４．平塚市空家等対策協議会委員推薦についての承認を求める件 
               ５．｢住･緑･家｣の営業方法等について承認を求める件 
               ６．伊藤専務の任期満了に伴う退任と新役員候補者の採用を正副会長 
                 の専決とすることについて承認を求める件 
               ７．景観・まちづくり専門委員会委員の推薦について承認を求める件 
               ８．後援等について承認を求める件 
 
  (6)統括委員長会  計６回 

 

     平成３０年 ４月２０日 平成２９年度決算、定時総会、委員会検討依頼等について 

         ６月２２日 財務状況、委員会成果報告会開催、公益目的事業の実施検討等について 

         ８月３０日 財務状況、平成３１年度予算方針案、業務執行体制等について 

        １０月１９日 財務状況、組織の改編、委員会成果報告会の開催等について 

        １２月２１日 財務状況、平成３１年度予算案、組織の改編等について 

   平成３１年 ２月１５日 財務状況、平成３１年度予算案、組織の改編等について 

 

  (7)支部長会  計３回 

 

   平成３０年 ４月１３日 １．総会について 

２．「行政・他団体等対外的事業の事業計画及び報告書」の提出に 

  ついて 

３．今後の行事日程について 
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４．支部からの報告について 
               ５．支部からの要望等について 
 

        １１月 １日 １．応急危険度判定に係る協定における地域担当者について 

               ２．組織改変等について 

               ３．定款施行細則第６条の改定について 

               ４．今後の行事日程について 

               ５．一般社団法人及び一般財団法人に関する法律による支部事業の取 
                 扱いについて 

               ６．支部からの提案及び協議事項等について 

               ７．支部からの報告について 

               ８．｢住･緑･家｣運営専門委員会から委員選出のお願い 

 

   平成３１年 １月２３日 １．支部会計（決算、公益事業支出及び事業関係）について 

               ２．組織改編等について 

               ３．応急危険度判定に係る協定における地域別会議について 
               ４．平成３１・３２年度 理事・監事・常設委員等ブロック候補者の推 
                 薦依頼について 
               ５．今後の行事日程について 
               ６．支部からの提案及び協議事項等について 

               ７．支部からの報告について 

 

  (8)合同役員会  計１回 

 

   平成３０年１２月２１日 委員会成果報告会を実施 

 

３．各委員会の状況報告 

 

  (1)総財務委員会  委員会開催 計１１回 

 

    平成３０年  ４月 ６日  監査会、総会、費用負担に係る状況調査アンケート等について 

                ５月１０日  総会の運営、費用負担に係る状況調査アンケート、講習会等の実施に 

係る事務局経費について 

         ６月 ８日 公益目的事業の推進、費用負担に係る状況調査アンケート結果の 

活用等について 

                ７月 ６日  公益目的事業の推進、コンプライアンス講習の実施、講師謝金の 

見直し、平成３１年度予算の策定等について 

         ９月 ７日 平成３１年度予算の策定等について 

        １０月１２日 平成３１年度予算の策定等について 

        １１月 ２日 中間期会計確認、平成３１年賀詞交歓会の開催等について 

        １２月 ７日 平成３１年度予算要求案、支部会計担当者会議の開催等について 

   平成３１年  １月１１日 平成３１年度予算要求案、支部会計担当者会議の開催等について 

         ２月 １日 平成３１年度予算の策定等について 

         ３月 ８日 平成３１年度事業計画案及び予算案、年度末支部交付金支払等について 

 

  (2)業務支援委員会 委員会開催 計６回 

 

   平成３０年  ５月 ８日  理事会の準備、総会における委員会成果報告会対応、講師謝金の規程案 
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               作成、出張ｾﾐﾅｰ、講師派遣等の事業化ｱﾝｹｰﾄのまとめ等について 

         ７月１２日 理事会の準備、相談対応、出張ｾﾐﾅｰ、講師派遣等の事業化、各委員会・ 
               部会のホームページ等について 

            ９月１０日 理事会の準備、相談対応、出張ｾﾐﾅｰ、講師派遣等の事業化等について 

        １１月 ９日 理事会の準備、｢住･緑･家｣運営専門委員会委員推薦依頼、相談対応、出 
               張ｾﾐﾅｰ、講師派遣等の事業化、次年度事業計画及び予算案について 

   平成３１年  １月１０日 理事会の準備、相談対応、出張ｾﾐﾅｰ、講師派遣等の事業化、次年度事業 
               計画及び予算案修正等について 

         ３月 ４日 理事会の準備、講習会開催報告、相談対応、出張セミナー、講師派遣等 
               の事業化等について 
 

  (3)企画委員会 委員会開催 計６回 

 

     平成３０年  ５月 ７日 「建築基準法改正」に伴う講習会開催、JAAF-MSTの取扱い、バス見学 

               会開催等について 

         ７月 ２日  防火設備定期検査業務基準及び特定建築物定期調査業務基準に関する 

               講習会開催、バス見学会開催、JAAF-MSTの取扱い等について 

         ９月１０日 防火設備定期検査業務基準及び特定建築物定期調査業務基準に関する 

               講習会運営、バス見学会開催等について 

        １１月１２日 バス見学会開催、次年度予算・事業計画について                                 

        １２月１０日 バス見学会開催、次年度予算・事業計画について  

   平成３１年  ２月 ７日 改正業務報酬基準講習会、業務報酬算定方法作成、バス見学会開催に 

               ついて 

 

  (4)広報情報委員会 委員会開催 計６回 

 

     平成３０年  ５月１０日 「ＫＡＮＡＧＡＷＡ」７月、９月号編集、瓦版６月号の編集等について 

         ７月 ５日 「ＫＡＮＡＧＡＷＡ」９月、１１月号編集、瓦版８月号の編集等に 

               ついて 

         ９月 ６日 「ＫＡＮＡＧＡＷＡ」１１月、１月号編集、瓦版１０月号の編集等に 

ついて 

        １１月 ８日 「ＫＡＮＡＧＡＷＡ」１月、３月号編集、瓦版１２月号の編集等につい 

               て 

   平成３１年  １月１０日 「ＫＡＮＡＧＡＷＡ」３月、５月号編集、瓦版２月号の編集等について 

         ３月 ７日 「ＫＡＮＡＧＡＷＡ」５月、７月号編集、瓦版４月号の編集等について 

 

 (5)ブロック支部委員会  委員会開催 計６回（支部長合同２回） 

 

   平成３０年 ５月２３日 地引網大会の開催、新規開設講習会の実施、スポーツ大会の開催、 

支部長合同ブロック支部委員会の開催等について 

         ７月２４日 （横浜にて支部長合同） 

               スポーツ大会の実施、新規開設講習会の実施、地方公共団体等への共同 
要望運動の実施等について 

         ９月２５日 スポーツ大会の開催、新規開設講習会の実施、委員会成果報告会の開催 
等について 

        １１月２７日 新規開設講習会の実施、委員会成果報告会の開催等について 
   平成３１年  １月３０日 支部長合同ブロック支部委員会の開催、地引網大会の開催等について 

         ３月１１日  （神事協にて支部長合同） 

新規開設講習会の実施、地引網大会の開催、支部間の意見交換、支部 
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と本会との意見交換および各種連絡事項について 

 

 (6)法制委員会 委員会開催 計０回 

 

(7)指導委員会  委員会開催 計１１回 （相談業務３２回） 

 

   ・建築士法の改正に伴い、平成２１年１月５日より法定団体として建築士法第２７条の５で規定 

された「苦情解決業務」を実施しており、原則月 3回水曜日 13:30から 16:30まで相談窓口を設

置。事前申込みの建築主には面談による苦情解決を行い、電話による苦情相談には専用電話を設

置し対応した。面談対応及び電話相談は、３４件。 

 

     ・苦情解決を実施するにあたり、一般市民から建築物の調査・鑑定の依頼が多数あることから、「建 

   築物等調査・鑑定業務登録事務所」を会員より募り、平成１２年度から対応している。今年度の 

   登録は７０事務所となっている。なお、登録名簿はホームページに掲載するとともに希望者及び 

   関係する各行政庁等の相談窓口にも配布している。 

 

   平成３０年  ４月１１日  苦情解決業務、「机の隅に（仮称）」改訂版作成、建築基準法改正講習 

               会開催、調査鑑定研修会の内容等について 

         ５月 ９日  苦情解決業務、「机の隅に（仮称）」改訂版作成、調査鑑定研修会、「既存住 

               宅状況調査方法ビデオ講習の実施等について 

         ６月１３日 苦情相談業務、机の隅に（仮称）」改訂版作成、調査鑑定研修会、「既存 

               住宅状況調査方法ビデオ講習会」再々追加講習開催等について 

         ７月 ３日  「ブロック塀相談窓口」設置について 

         ７月１１日 「ブロック塀相談窓口」設置、苦情解決業務、「机の隅に（仮称）」改訂 

               版作成、調査鑑定研修会運営、既存住宅状況調査技術者講習等について 

９月１２日 苦情解決業務、調査鑑定業務研修会の内容等について 

        １０月１０日 苦情解決業務、「机の隅に（仮称）」改訂、調査鑑定業務研修会の内容、 

               「既存住宅状況調査技術者講習」等について 

        １１月１４日 苦情解決業務、「机の隅に（仮称）」改訂、次年度予算・事業計画等に 

               ついて 

        １２月１２日 苦情解決業務、調査鑑定業務研修会の内容、「既存住宅状況調査」の 

               パンフレット活用等について 

   平成３１年  １月 ９日 苦情解決業務、調査鑑定業務研修会の内容、「既存住宅状況調査」周知 

               方法・名称等について 

         ２月１３日 苦情解決業務、「これですっきり！ブロック塀」講習会等について 

 

(8)建築物耐震改修評価特別委員会  評価委員会開催 計１１回 ・専門員会等開催 計２０回 

 

   評価特別委員会 

       委 員 長 河村壮一（元芝浦工業大学 SIT総研客員教授） 

    副委員長 田川泰久（横浜国立大学教授） 

       委  員 洪 忠憙（明治大学名誉教授） 

          〃     棈木紀男（関東学院大学名誉教授） 

         〃     島﨑和司（神奈川大学教授） 

       専 門 員   ８名 

 

    （専門＝専門員会、評価＝評価特別委員会 ） 

 

平成３０年 ４月１８日 （専門） 
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４月２４日 （評価・専門） 

         ５月２２日 （評価・専門） 

         ５月３０日 （評価・専門） 

         ８月２７日 （専門） 

                 ９月１１日 （評価・専門） 

        １０月 ９日 （評価・専門） 

        １０月２９日 （専門） 

        １１月１３日 （評価・専門） 

        １２月 ３日 （専門） 

        １２月１８日 （評価・専門） 

   平成３１年  １月 ８日 （評価・専門） 

           １月 ９日 （専門） 

         １月１７日 （専門） 

         １月３１日 （専門） 

         ２月 ４日 （専門） 

         ２月 ８日 （評価・専門） 

         ２月１３日 （専門） 

         ２月１９日 （評価・専門） 

         ３月 ５日 （評価・専門） 

 

【評価申込物件数】 

 

耐震診断評価    ６棟 

耐震改修評価    ２棟 

診断改修評価    ２棟 

 

(9)「住・緑・家」運営専門委員会 委員会開催 計９回 

 

   平成３０年  ４月 ７日 「住・緑・家」活用「大豆戸町内会館」開所式 

         ４月１９日 かながわ家づくりフェア 2018 への出展、物件への対応等について 

         ６月 ６日 支部主催コンペ等への注意（留意）事項等、実績パンフレット作成、 
               営業活動等について 

         ７月１３日 ＰＲパネル等作成、営業活動、コンペ参加者への奨励等について 

         ９月１３日 ＰＲパネル等作成、営業活動、講習会等の実施等について 
        １０月１７日 神奈川県木材業協同組合連合会との会議 

        １１月 ６日 作成物、委員会運営方法、営業活動、次年度予算案、見学会の実施等に 

               ついて 

   平成３１年  １月１５日 作成物、次年度予算案、委員会運営方法、各種営業活動、「かながわ家 

               づくりフェア 2019」出展等について 

         ３月１２日 作成物、営業等「住・緑・家」ＰＲ方法等、県木連との打合せ内容等に 

               ついて 

 

(10)景観･まちづくり専門委員会 委員会開催 計１３回 

 

   平成３０年  ４月１６日 景観整備機構に指定される為の準備、活動ﾚﾎﾟｰﾄ作成と公開等について 

         ５月２１日 景観整備機構に指定される為の準備、活動ﾚﾎﾟｰﾄ作成と公開等について 

         ６月１８日 景観整備機構に指定される為の準備、活動ﾚﾎﾟｰﾄ作成と公開等について 

７月１７日 景観整備機構に指定される為の準備、活動ﾚﾎﾟｰﾄ作成と公開等について 

          ８月２０日 景観整備機構に指定される為の準備、各種業務（湯河原町、伊勢原市、 
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               相模原市、藤沢市、安全協会助成事業）等について 

           ９月１８日 景観整備機構に指定される為の準備、各種業務（湯河原町、伊勢原市、 

               相模原市、藤沢市、安全協会助成事業）等について 
        １０月１５日 景観整備機構に指定される為の準備、各種業務（湯河原町、伊勢原市、 

               相模原市、藤沢市、安全協会助成事業）等について 

        １１月１９日 景観整備機構に指定される為の準備、各種業務（湯河原町、伊勢原市、 

               相模原市、藤沢市、安全協会助成事業）等について 

        １２月１７日 景観整備機構に指定される為の準備、各種業務（湯河原町、伊勢原市、 

               相模原市、藤沢市、安全協会助成事業）等について 

   平成３１年  １月２１日 景観整備機構に指定される為の準備、各種業務（湯河原町、伊勢原市、 

               相模原市、藤沢市、安全協会助成事業）等について 

         ２月１４日 景観整備機構に指定される為の準備、各種業務（湯河原町、伊勢原市、 

               相模原市、藤沢市、安全協会助成事業）等について 

         ２月１８日 安全協会助成事業の成果品作成に係る作業 

         ３月１８日 （相模原にて） 

               景観整備機構に指定される為の準備、各種業務（湯河原町、伊勢原市、 

               相模原市、藤沢市、安全協会助成事業）等について 

 

(11)技術専門委員会（低炭素技術・設計新技術・補助金活用技術部会を含む） 委員会開催 計６回 

 

   平成３０年 ５月 ７日 BELS制度 ZEH・補助金事業説明会について 

         ７月 ２日 各支部での ZEH講習会実施、BIMの講習会実施等について 

         ９月１０日 BIMの講習会実施、次年度講習テーマ等について 

        １１月１２日  BIM勉強会 

        １２月１０日  BIM勉強会、次年度講習テーマ等について 

     平成３１年  ２月２０日 BIM勉強会、次年度講習テーマ等について 

 

(12)マンション等の大規模修繕業務専門委員会 委員会開催（相談業務含む） 計８回 

 

   平成３０年  ５月１３日 相談業務（現地相談 ２名） 

         ５月２３日 相談案件、平成３０年度第１回研修会開催、見学会の企画等について 

         ７月１１日 相談案件、「川崎市マンション工事」見学会運営、平成３０年度第１回 

               研修会企画等について 

         ８月２４日 相談業務（窓口相談 ２名） 

         ９月１４日 相談案件、平成３０年度第２回研修会開催等について 

        １１月 ８日 相談案件、平成３０年度第２回研修会開催、次年度予算及び事業計画等 

               について 

        １２月１３日 相談案件、平成３０年度第２回研修会開催等について 

   平成３１年  １月３１日 相談案件、平成３０年度第２回研修会運営、次年度予算の見直し等につ 

               いて 

 

(13)非木造専門委員会 委員会開催 計１回 

 

   平成３０年１２月１１日 次年度事業計画および予算（案）、委員会成果報告会の報告資料作成、 

               講習会開催等について 

 

(14)青年交流専門委員会 委員会開催 計９回 

 

   平成３０年 ５月１０日 （川崎にて）活動内容の検討、総会委員会報告の対応等について 
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         ６月１４日 （小田原にて）「既存の建物をﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ」するﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、「神事協のぼり」 

                作成、「職業体験（受け入れ）」体制つくり等について 

         ７月１８日 （藤沢にて）「既存の建物をﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ」するﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、「神事協のぼり」 

                作成、「職業体験（受け入れ）」体制つくり等について 

         ９月１４日 （伊勢原にて）青年交流意見交換会中止について、伝統構法に関する講 

                習会実施、各活動内容の検討等について 

        １０月１６日 （横須賀にて）日事連「話創会」参加報告、次年度予算・事業計画、 

                各活動内容の検討等について等 

１１月１４日 （横浜にて）「神事協のぼり」デザイン決定、伝統構法に関する講習会 

       実施、各活動内容の検討について等 

        １２月１９日 （厚木にて）次年度予算・事業計画、「神事協のぼり」販売、「地域技術

者が守る伝統的木造建築物」講習会実施、各活動内容検討等について 

   平成３１年 ２月 ８日 （相模原にて）「地域技術者が守る伝統的木造建築物」講習会報告、 

               「神事協のぼり」販売について等 

         ３月１２日 （横浜にて）東京会新年会・大阪会若手部会参加報告、「神事協のぼり」 

               販売継続報告、各活動内容の検討について等 

 

 (15)木造専門委員会（部会を含む） 委員会開催 計１３回 

 

   平成３０年 ４月 ６日 各部会からの各種進捗報告、業務支援委員会アンケートへの対応、総 

              会での委員会活動発表等について 

        ６月１３日 各部会からの各種進捗報告、新耐震木造住宅検証法講習会開催、伝統 

              構法講習会開催運営等について 

        ８月２７日 各部会からの各種進捗報告、ホームページの作成等について 

        １０月１２日 各部会からの各種進捗報告、ホームページの作成等について 

 

  （伝統構法部会） 

 

  平成３０年 ５月１７日 連続講座「誰でもできる限界耐力計算法」講習会開催等について 

         ９月２０日 連続講座「誰でもできる限界耐力計算法」講習会運営等について 

 

  （大型・耐火木造部会） 

 

  平成３０年 ８月２７日 見学会等の開催、ホームページ作成等について 

        ９月２６日 見学会等の開催、ホームページ作成等について 

        １１月２８日 見学会打合せ 

 

 （木造技術部会） 

 

  平成３０年 ４月 ３日 木造特記仕様書改定、プレカット工場見学会、新耐震木造住宅検証法 

              講習会の開催等について 

         ５月 ８日 木造特記仕様書改定、新耐震木造住宅検証法講習会の開催等について 

        ７月 ３日 新耐震木造住宅検証法講習会の運営等について 

       １１月２２日 講習会の開催等について 

 

(１６)未来に繋げる事業専門委員会 委員会開催 計５回 

 

   平成３０年  ５月１６日 基礎アンケートに関する分析等、ホームページ改定等について 

          ８月 ６日 組織改編、ホームページ改定等についてについて 
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        １０月１６日  組織改編、ホームページ改定、クラブ活動等について 

        １１月２８日  組織改編、ホームページ改定、クラブ活動等について 

  平成３１年  ２月 ５日 組織改編、ホームページ改定、クラブ活動等について 

 

 (１７)応急仮設住宅等検討専門委員会 委員会開催 計７回 

 

   平成３０年  ６月１５日 神奈川県災害対策協定団体意見交換会、活動内容等について 

         ７月３０日 神奈川県委託業務内容及び今後の対応等について 

         ８月２３日 神奈川県委託業務内容等について 

         ９月２７日 神奈川県委託業務内容等について 

        １０月２５日 神奈川県委託業務内容等について 

        １１月２２日 神奈川県委託業務内容等について 

     平成３１年 １月１５日 神奈川県委託業務内容等について 

 

 (１８)倫理委員会 委員会開催 計０回 

 

４．講習会業務等の報告 

 

 (1)講習・研修に関する事業 

 

  ① 「住・緑・家」活用「大豆戸町内会館」完成見学会 

    ｢住･緑･家｣活用物件で川崎支部の伊藤寛アトリエが設計・工事監理を行った大豆戸町内会 

    館が竣工したため、見学会を実施。 

 

      開催日：平成３０年 ４月２５日（火） 

      会 場：横浜市港北区「大豆戸町内会館」 

           参加者：２８名 

 

  ② 新規開設「建築士事務所」講習会 

    神奈川県に知事登録された新規建築士事務所が、その業務や経営にあたり基本となる事項を取 

    り上げ、遵守すべき建築士法の規定やその趣旨に添った事項を具体的に解説するとともに最近 

    急増している建築紛争の事例も紹介するなど、新規開設の建築士事務所の開設者や管理建築士 

向けに実施した。 

 

     【第１回】 

        開催日：平成３０年 ５月２３日（水） 

       会  場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

            受講者：１０名 

 

【第２回】 

        開催日：平成３０年 ８月２８日（火） 

       会  場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

            受講者：１６名 

 

【第３回】 

        開催日：平成３０年１１月２７日（火） 

       会  場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

            受講者：６名 
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【第４回】 

        開催日：平成３１年 ２月２６日（火） 

       会  場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

            受講者：１１名 

 

   ③ 「安全なみち空間景観資源利活用調査事業」検討会 

     楽しむみちや遊べるみちなど、移動の為だけではない多様な公共空間とまち並み景観を創出 

     するため、道路空間の現状を分析するため検討会を実施した。 

 

     【第１回】 

       開催日：平成３０年 ５月２９日（火） 

       会  場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

            受講者：２０名 

 

【第２回】 

        開催日：平成３０年 ７月２７日（金） 

       会  場：古宮旅館（伊勢原市） 

            受講者：１９名 

 

【第３回】 

        開催日：平成３０年１０月２３日（火） 

       会  場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

            受講者：１６名 

 

【第４回】 

        開催日：平成３１年 １月１７日（木） 

       会  場：横浜市技能文化会館 和室 

            受講者：１５名 

 

   ④ 「建築基準法改正」講習会 

    建築物・市街地の安全性の確保、既存建築ストックの活用、木造建築を巡る多様なニーズへ対 

        応した『建築基準法の一部を改正』する法律案が、平成３０年３月６日に閣議決定されたこと 

        に伴い改正内容についての講習会を実施した。 

 

     【第１回】 

開催日：平成３０年 ６月２０日（水） 

      会 場：横浜情報文化センター６階情文ホール 

           参加者：６０名 

 

     【第２回】 

開催日：平成３０年 ７月 ３日（火） 

      会 場：ユニコムプラザ相模原 セミナールーム２ 

           参加者：６３名 

 

  ⑤ 連続講座「誰でもできる限界耐力計算法」講習会 

    限界耐力計算法を構造の専門家でなくとも計算が容易にできる内容とし、３日間講習として実 

    施した。 
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     【第１回】 

開催日：平成３０年 ６月２７日（水） 

      会 場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

           参加者：３６名 

 

     【第２回】 

開催日：平成３０年 ８月２２日（水） 

      会 場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

           参加者：３６名 

 

     【第３回】 

開催日：平成３０年１０月２４日（水） 

      会 場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

           参加者：３６名 

 

   ⑥ 「マンション省エネ改修および補助金活用セミナー」講習会 

    マンションにおける省エネ改修に関しての補助金活用方法と省エネ改修提案を内容とする講習 

    会を実施した。 

 

開催日：平成３０年 ８月 １日（水） 

      会 場：日本丸訓練センター 第 1,2教室 

           参加者：３６名 

 

   ⑦ 「建築士事務所にかかわる民法改正」講習会 

    建築士事務所にかかわる民法が大幅に改正されることから、民法改正に対応できる知識を学ぶ 

    講習会を実施した。 

 

      開催日：平成３０年 ８月２４日（金） 

      会場：横浜市技能文化会館 2階多目的ホール 

      参加者：７５名 

 

  ⑧ 「住・緑・家」活用「個人住宅 Ｆ邸」見学会 

    ｢住･緑･家｣活用物件で川崎支部の株式会社ナカオアトリエが設計・工事監理を行ったＦ邸が 

竣工したため、見学会を実施。 

 

      開催日：平成３０年 ９月 １日（土） 

      会 場：横浜市鶴見区 

           参加者：２２名 

 

  ⑨ 「新耐震基準木造住宅の耐震性能検証法」講習会 

    昭和 56年～平成 12年までに建築された建物の耐震性を判断するために、国交省が示した方法 

を解説、活用法の提案、フリーソフト（横浜市で使用していた一般診断ソフトの新バージョ 

    ン）の紹介及び解説等を内容とする講習会を実施した。 

 

開催日：平成３０年 ９月１４日（金） 

      会 場：横浜市技能文化会館 802大会議室 

           参加者：６１名 

 

   ⑩ 「既存住宅状況調査の実地調査ビデオ」講習会（追加） 
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    昨年度実施し、内容が好評であったため、追加開催を実施した。 

 

開催日：平成３０年１０月 ３日（水） 

      会 場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

           参加者：１４名 

 

   ⑪ 川崎市マンション工事見学会 

    団地型分譲マンションの４回目の大規模修繕工事。モルタル剥落防止のピンネット工法を採用。 

    また、塗材にアスベストが検出された場合の工事対処についての紹介を含め、実務者に役立つ 

    内容として実施した。 

 

開催日：平成３０年１０月１１日（木） 

      会 場：川崎市白幡台住宅 集会所他 

           参加者：６１名 

 

  ⑫ 防火設備定期検査実務講習会 

    建築士の防火設備定期検査の適切実施及び定期報告制度の円滑な推進に資するため、（一財）日

本建築防災協会発行のテキストをもとに講習会を行った。 

 

     【第１回】 

開催日：平成３０年１０月３１日（水） 

      会 場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

           参加者：２３名 

 

     【第２回】 

開催日：平成３０年１１月 ７日（水） 

      会 場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

           参加者：２２名 

 

   ⑬ 特定建築物定期調査実務講習会     

    建築士の特定建築物定期調査の適切実施及び定期報告制度の円滑な推進に資するため、（一財）

日本建築防災協会発行のテキストをもとに講習会を行った。 

 

     【第１回】 

開催日：平成３０年１１月 ６日（火） 

      会 場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

           参加者：２８名 

 

     【第２回】 

開催日：平成３０年１１月１５日（木） 

      会 場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

           参加者：１６名 

 

  ⑭ ＢＩＭ勉強会 

    ＢＩＭに関する疑問点や導入メリット等の情報を会員へ提供するために４回実施した。 

 

     【第１回】 

開催日：平成３０年１１月１２日（月） 

      会 場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 
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           参加者：３１名 

 

     【第２回】 

開催日：平成３０年１２月１４日（金） 

      会 場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

           参加者：２０名 

 

     【第３回】 

開催日：平成３１年 ２月２０日（水） 

      会 場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

           参加者：１７名 

 

     【第４回】 

開催日：平成３１年 ３月 ６日（水） 

      会 場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

           参加者：１８名 

 

  ⑮ 「木造耐火建築物 森が丘幼稚園」 見学会および設計者による講習会 

    幼稚園舎としては国内で初めての木造耐火建築物とし、神奈川県産材を５０％以上使用した建 
    築物の現場見学会と本設計者による講習を実施した。 
 

開催日：平成３０年１２月 ８日（土） 

      会 場：森が丘幼稚園（横浜市港南区） 

           参加者：会員２４名 一般５名 

 

  ⑯ 「地域技術者が守る伝統的木造建築物」講習会 

    限界耐力計算法を用い伝統的木造建築物を実際に保存利活用している実例を学び、地域に根差 

    す技術者が自分たちの手で地域に残る伝統的木造建築物を守っていくために必要な知識、見地 

    を深めるためのプログラム。 

 

開催日：平成３１年 ２月 ４日（月） 

      会 場：横浜市技能文化会館 多目的ホール 

           参加者：会員６６名 一般３０名 

 

  ⑰ 「ＣＬＴや話題の建築～技術革新を反映させた建築～」バス見学会 

    話題のＣＬＴにおけるこれからの「木」「木造」の意匠的・構造的可能性を探る見学会。ブリリ

アランニングスタジアムでは「木」と「ＦＴＦＥ」のハイブリットな空間を、木材会館では意

匠的な工夫を、また「猿楽十方楼」では CLT集合住宅における興味深い試みを体感した。 

 

開催日：平成３１年 ３月 １日（金） 

      会 場：新豊洲ブリリアランニングスタジアム・木材会館・猿楽十方楼 

           参加者：２６名 

 

 (2)広報に関する事業 （広報情報委員会） 

 

    ① 機関誌の発行 

       会報「ＫＡＮＡＧＡＷＡ」を平成３０年４月～平成３１年３月に隔月発行し、会報の発行がな 

    い月は瓦版を作成し、日事連機関誌とともに会員に送付した。また、会報「ＫＡＮＡＧＡＷＡ」 

    は、県市町村の関係部署及び関係団体へも送付した。 
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    ② ホームページの公開 

        ・ホームページは、平成１３年４月から公開を始めた。広報情報委員会では、会員の紹介、          

各種講習会案内やリンク集等、内容の充実を随時図っている。 

    ・改正建築士法に基づく法定団体として、建築士法第２７条の２第６項の規定に基づき、会     

員の名簿をホームページ上で公開をしている。 

      神事協ホームページＵＲＬ https://www.j-kana.or.jp 

 

  (3)啓発普及に関する事業 

 

① 神奈川建築コンクールへの協賛 

        平成３０年度神奈川建築コンクールへ協賛し、審査委員の派遣協力をした。 

 

② 「かながわ家づくりフェア 2018」へ出展（神奈川新聞社主催） 

   県産木材を利用することの意味や良さを伝え、製材業者・工務店・建築士等が交流、連携して 

  販売促進することで、家づくりを考えている方に住宅建築の際、神奈川県産木材を使用しても 

    らうことを目的とするイベントに協力した。 

 

       開催日：平成３０年 ５月２６日（土） 

     会  場：新都市ホール 

 
③ 神奈川県建築会議 計４回 

      会議を通じて情報交換を行うことによって、構成団体間の結束を深め、今後の建築関連業界の 

    変化への対応を円滑に行うために出席。 

 

     平成３０年 ５月２３日 神奈川県建築物震後対策推進協議会と被災建築物応急危険度判定 

                                  等に係る協力に関する協定締結 

           ６月１９日 企画委員会   応急危険度判定士の名簿開示のための各会 

                         ホームページへの記載等について 

     ９月 ７日 役員会・総会  １.平成２９年度事業報告（案）および収入・ 

                                         支出決算報告（案）について 

２．平成３０年度事業計画（案）および予算（案） 

   について 

           １２月２６日 応急危険度判定に係る会議 

 

  ④ 共催及び後援名義使用承諾 

 

   ・平成３０年４月２日 平成３０年「熱闘建築甲子園」神奈川県大会の開催に係る後援 

                           （一般社団法人神奈川県建築士会） 
   ・平成３０年７月１３日 神奈川県建築設計協会 50周年記念講演開催に係る後援 

                      （特定非営利活動法人神奈川県建築設計協会） 

   ・平成３０年７月２１日 「１３士業合同相談会」開催に係る後援  （神奈川県弁護士会） 
   ・平成３０年９月４日～９月１５日 「建築専門書展 2018」開催に係る後援 

                            （一般財団法人神奈川県建築安全協会） 
   ・平成３０年９月２５日 「第２４回神奈川建設産業人チャリティゴルフ大会」共催 
                               （神奈川県設計協同組合連合会） 
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   ・平成３０年１１月１９日～１２月５日 「建築防災展」開催に係る後援 

                            （一般財団法人神奈川県建築安全協会） 
   ・平成３０年１１月２４日 第１６回一般社団法人神奈川県建築士会「かながわ建築士の集い」 
                （旧活動交流会）の開催に係る後援 

（一般社団法人神奈川県建築士会） 
   ・平成３０年１２月１０日～１２月２６日 「第６２回神奈川建築コンクール入賞作品展」開催 

                       に係る後援 

                            （一般財団法人神奈川県建築安全協会） 
   ・平成３１年２月１２日～２月２６日 第９回高校生の「建築甲子園」作品等展示会開催に係る 

                     後援 

                            （一般財団法人神奈川県建築安全協会） 
   ・平成３１年２月１５日～２月２２日 「アメリカ西海岸建築研修ツアー」の催行に係る後援 

（国際航空旅行サービス株式会社） 

   ・平成３１年２月２１日～２月２４日 「JIA神奈川建築 WEEK2019」開催に係る後援 

（公益社団法人日本建築家協会関東甲信越支部神奈川地域会） 

   ・平成３１年 ２月２３日 平成３０年度「建築セミナー」開催に伴う後援 
（横浜市建築設計協同組合） 

 

  ⑤ 支部事業（公益支出事業 抜粋） 

 

   ・平成３０年度 「豊かなくらしと住まいのデザイン相談室」（横浜支部） 

   ・平成３０年度 茅ヶ崎市及び寒川町 建築相談（茅ヶ崎寒川支部） 

・平成３０年６月３日 よこすか建設フェスタ（横須賀支部） 

・平成３０年６月３日 「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル（横須賀支部） 

・平成３０年８月４日～５日 仕事展（平塚支部） 

・平成３０年１０月２０日～２１日 愛川町ふるさとまつり（愛川支部） 

・平成３０年１０月２１日・２７日 八士業合同無料相談会（川崎支部） 

   ・平成３０年１１月２日 かわさき市民祭り（川崎支部） 

   ・平成３０年１１月３日 市民向け建築無料相談会（秦野支部） 

   ・平成３０年１１月３日～４日 よこすか産業まつり（横須賀支部） 

・平成３１年２月９日～１０日 ふじさわ建築しごと展２０１９（藤沢支部） 

   ・平成３１年２月１１日～１７日 建築しごと展＠YOKOHAMA（横浜支部） 

   ・平成３１年３月１６日 けんちく設計事務所のしごと展（県西支部） 

   ・平成３１年３月１６日～１７日 第２回建築しごと展（大和綾瀬支部） 

 

 (4)業務に関する事業 

① 設計者選定コンペシステム「住
す 

・緑
み 

・家
か 

」を実施 （「住・緑・家」運営専門委員会） 

   平成１８年１月１８日に神奈川県木材業協同組合連合会と本会との間で業務連携合意書を取り 

交わし、同年３月より運用を開始した。 

なお、平成２７年度より登録事務所制度を廃止し、会員より公募する制度とした。 

 

内  容    ：国産材（県産材含む)を使用した木造住宅等の取得を希望する県民に対し、 

有償にて住宅のプランを複数（会員より公募）提案する。 

     これまでの実績 ：２１件（町内会館３件、自治会館８件含む）のうち本年度０件 

 

    ② 建築物耐震改修等評価書の作成発行（建築物耐震改修評価特別委員会） 
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     本年度実績：１０件 

 

    ③ 木造住宅耐震診断調査業務等の受託（鎌倉支部） 

       鎌倉支部においては、平成１１年度より、昭和５６年５月３１日以前に建築された木造住宅の 

    耐震相談及び現地診断調査を行っており、本年度も鎌倉市より受託し実施。 

 

  ④ 海老名市木造住宅耐震相談業務の受託（海老名支部） 

    海老名市より昭和５６年５月３１日以前に建築された木造住宅の耐震相談業務を受託し実施。 

 

  ⑤ 寒川町木造住宅耐震相談及び木造住宅簡易診断に関する協定書の締結（茅ヶ崎寒川支部） 

    寒川町内にある一戸建て住宅、二世帯住宅及び店舗又は事務所を兼ねる兼用住宅であり、地上 

    ２階建以下の在来軸組工法によるものを対象とした耐震相談及び簡易診断業務を行う協定を締 

    結。 

 

  ⑥ 管理建築士講習（法定講習）の実施 

    平成２０年１１月２８日に施行された改正建築士法により、建築士事務所を管理する建築士（管 

理建築士）の要件が強化され、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講 

習の課程を修了することとされた。管理建築士講習の登録講習機関である（公財）建築技術教 

育普及センターから講習会の実施を(一社)日本建築士事務所協会連合会と当協会が受託し、神 

奈川県内の講習について実施した。 

 

    【第１回目】 

       開催日：平成３０年 ６月１９日（火） 

      会  場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

          受講者：１５名 

 

    【第２回目】 

       開催日：平成３０年 ９月２８日（金） 

      会  場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

          受講者：１２名 

 

    【第３回目】 

       開催日：平成３１年 ３月２６日（火） 

      会  場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

          受講者：１４名 

 

  ⑦ 建築士定期講習（法定講習）の実施 

     平成２０年１１月２８日に施行された改正建築士法により、建築士事務所に所属する一級建築 

士、二級建築士又は木造建築士は３年度毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う 

一級建築士定期講習、二級建築士定期講習又は木造建築士定期講習を受けることが義務付けら 

れた。建築士定期講習の登録講習機関である（公財）建築技術教育普及センターから講習会の 

実施を（一社）日本建築士事務所協会連合会と当協会が受託し、神奈川県内の講習について実 

施した。 

 

    【第１回目】 

       開催日：平成３０年 ５月２１日（月） 

      会  場：横浜市技能文化会館 多目的ホール 

          受講者：１９５名 
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    【第２回目】 

       開催日：平成３０年 ６月２８日（木） 

      会  場：神奈川県民ホール６F 会議室 

          受講者：１８４名 

 

    【第３回目】 

       開催日：平成３１年 ２月２８日（木） 

      会  場：横浜市技能文化会館 多目的ホール 

          受講者：６８名 

 

    【第４回目】 

       開催日：平成３１年 ３月２０日（水） 

      会  場：横浜市技能文化会館 多目的ホール 

          受講者：２７名 

 

   ⑧ 「適合証明技術者」登録講習会 

    住宅金融支援機構が行うフラット３５（中古住宅）及びリ・ユース住宅購入融資並びにリフォ 

    ーム融資に係る適合証明業務を行うことを業としようとする建築士事務所、当該建築士事務所 

    の開設者及び建築士向けに登録制度の内容、業務の重要性及び業務の内容について講習会を開 

    催した。 

 

     開催日：平成３０年 ８月３１日（金） 

     会 場：神奈川県民ホール６F 会議室 

          受講者：１８４名 

 

  ⑨ 既存住宅状況調査技術者講習 

    宅建業法の改正により既存住宅状況調査が法律的に位置づけられ、この業務を行うには一定の 

    講習を修了した建築士と規定され、既存住宅状況調査技術者講習登録機関である（一社）日本 

建築士事務所協会連合会により本講習会を開催した。 

 

    【新規第１回】 

     開催日：平成３０年 ５月１７日（木） 

     会  場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

     受講者：３３名 

 

    【新規第２回】 

     開催日：平成３０年 ５月２４日（木） 

     会  場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

     受講者：２６名 

 

    【新規第３回】 

     開催日：平成３０年 ６月 ４日（月） 

     会  場：横浜市技能文化会館 ８０２大研修室 

     受講者：６６名 

 

  ⑩ 横浜市消費生活相談に伴う住宅の施工に関する調査、診断及び専門的助言に関する覚書の締結 

    （横浜支部） 

    （公財）横浜市消費者協会に寄せられる住宅の施工に関する消費生活相談案件のうち、消費生 
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    活相談員が建築士の立会、助言が必要と判断したものについて、調査診断業務を実施する事業 

    についての覚書を締結し実施。 

 

  ⑪ 平成 30年度応急仮設住宅の配置計画のあり方検討業務委託（神奈川県） 

    大規模災害が発生した際に、迅速かつ円滑に応急仮設住宅を供給するため、神奈川県における 

    「コミュニティの形成」に配慮した応急仮設住宅の配置計画を実現するための方策について、 

    平成 29年度調査の結果を踏まえて、具体的な検討を行う業務を神奈川県より受託した。 

 

  ⑫ 横浜市市民活動センターにおけるアドバイザー等派遣事業に関する協定書の締結 

                       （認定特定非営利活動法人市民セクターよこはま） 

     横浜市市民協働条例第２条第３項に定める市民公益活動を行う団体等が抱える運営上の課題 

    を解決する市民活動支援専門アドバイザー派遣業務等についての協定書を締結した。 

 

  ⑬ 厚木市災害時等における応急対策活動の協力に関する協定書（厚木支部） 

    厚木市の地域において大規模な災害が発生した場合の地域住民の安全の確保のため、必要な支 

    援・協力に関する協定を締結した。 

 

  ⑭ 平塚市空家等対策における連携及び協力に関する協定書（平塚支部） 

    空家等の発生の予防及び空家等の適正かつ利活用の促進を図るため建築士の専門的知見を活用 

    することにより、空家対策等を推進することを目的に協定を締結した。 

 

  ⑮ 相模原市景観整備機構指定 

    相模原市より景観整備機構の指定を受けた。 

 

  (5)福利厚生に関する事業 

 

    ① 日事連 建築士事務所賠償責任保険の加入の促進 

 

    ② 神奈川県建設業国民健康保険組合の普及 

 

    ③ 建築士事務所厚生年金基金制度の普及 

 

    ④ 日事連 所得補償保険の普及 

 

  ⑤ 地引網の開催 

 

    開催日：平成３０年 ６月 ９日（土） 

    会  場：片瀬西浜海岸 

    参加者：２１９名 

 

  ⑥ スポーツ大会の開催（湘南ブロック ウォーキング） 

 

      開催日：平成３０年１０月２０日（土） 

     会  場：江ノ島 

     参加者：８３名 

 

５．指定事務所登録機関としての建築士事務所登録事業の報告 

   平成２０年１２月２６日に神奈川県知事より指定事務所登録機関に指定され、平成２１年４月１ 
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   日から、事務所登録及び閲覧業務を開始した。 

 

     １．平成３０年度登録の受付状況（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日） 

項目＼種別 一 級 二 級 木 造 合 計 

新 規 登 録 ２０５ ７７ ０ ２８２ 
更 新 登 録 ８１５ ２４６ ３ １，０６４ 
変 更 届 １，２９８ １９６ １ １，４９５ 
廃 業 届 ２０４ ６８ ０ ２７２ 
期 間 満 了 ６４ ４０ ０ １０４ 
閲 覧  ２３９ 
登録証明書  ３１１ 
合 計  ３，７６７ 

 

     ２．登録数（平成３１年３月３１日現在） 

一級建築士事務所 二級建築士事務所 木造建築士事務所 合 計 

４，５７０ １，４５１ １５ ６，０３６ 

 

６．外部への役員・委員等の派遣協力（順不同･敬称略） 

      1)神奈川県建築士審査会              委 員 白井  勇  

    2)神奈川建築コンクール           審査委員 小澤 勝美 

      3)神奈川県建設業国民健康保険組合       副理事長 伊藤 吉一 

                〃                           組合会議員 小林 幸一・野口 友弘 

      4)神奈川県生コンクリート品質管理監査会     委 員  西倉 哲夫 

      5)神奈川県ＣＰＤプログラム審査評議会     委 員  小澤 勝美 

･建築士会専攻建築士審査評議会        委 員    〃   

      6)かながわ木づかい推進協議会          委 員 福田 亮一 

                〃                          運営部会部会員  長谷川 匡 

    7)県産木材木工コンクール            審査委員 福田 亮一 

     8)公益社団法人かながわ住まい・まちづくり協会  理 事  小澤 勝美 

     ・神奈川県安心リフォーム推進部会      部会員 磯部  崇 

      9)神奈川住宅紛争審査会                  紛争処理委員  椋  茂廣 

                〃                                  〃      増田  務 

                〃                                  〃      黒部 光司 

                〃                                  〃      清水 煬二 

                〃                                  〃      梅澤 典雄 

                〃                                  〃      櫻井  忠 

                〃                                  〃      甘粕 博史 

              〃                                  〃      加藤 文一 

      10)神奈川県魅力ある建設事業推進協議会     委 員 白井  勇 

   11)川崎市固定資産評価審査委員会                委 員  （会 員） 

     12)既存建築物耐震診断・改修等推進              委 員 伊藤 吉一 

     全国ネットワーク委員会 

   13)神奈川県建築関係事業者支援協議会    運営調整員 磯部  崇 

   14)横浜地方裁判所            民事調停委員 （会 員） 

   15)平塚市建築審査会              委 員 梶  統彦 

   16)神奈川県森林審議会             委 員 大和田 優 

   17)かながわブランド県産木材品質認証委員会   委 員 長谷川 匡 
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            〃               〃  新村 玲子 

      18)神奈川県建築会議              副議長 白井  勇 

        〃    企画             委 員 岩田  崇 

        〃                     〃  菅原 浩太 

        〃                  監 事 伊藤 吉一 

        〃    ＣＰＤ部会         委 員 稲毛 恒男 

        〃                    〃  鈴木章一郎 

        〃    既存建物耐震委員会委員   委 員 叶野  聡 

        〃                    〃  矢野  武 

        〃 応急危険度判定等に係る協定関係  委 員 大和田 優 

        〃                                      〃  磯  昭弘 

   19)神奈川県下マンション管理アドバイザー     〃  渡部 雅行 

     ＣＰＤ制度全体会議 

   20)バリアフリー街づくり条例見直し会議     委 員 小渡佳代子 

   21)三浦市景観審議会              委 員 伊藤 吉一 

   22)伊勢原市まちづくり審議会          委 員 寺本  勉 

   23)厚木市建築審査会              委 員 菅沼 浩一 

   24)相模原市空家等対策協議会           委  員  新村 玲子 

   25)平塚市空家等対策協議会           委  員  黒部 光司 

   26)三浦市空家等対策協議会            委  員 伊藤 吉一 

      27)鎌倉市都市計画審議会             委  員 清田鈴美子 

 

７．日事連関係 

 

   1)日事連                    理 事 小林 忠志（6月まで） 

   2) 〃                    常任理事 白井  勇 

   3)指導運営委員会               副委員長 小林 忠志（6月まで） 

   4)総務・財務委員会               委員長 白井  勇 

   5)基本問題検討特別委員会            委 員 白井  勇 

   6)法制度対応特別委員会             委 員 白井  勇 

7)景観・まちづくり特別委員会          委 員 小澤 勝美 
   8)全国大会実行特別委員会            委 員 福田 亮一 

       〃                    〃    三村 邦彦 

9)賠償責任保険等調査専門委員会         委員長 白井  勇 

  10)賠償責任保険等調査専門委員会         委 員 古谷 雄一 

  11)既存住宅状況調査専門委員会          委 員 増田  務 

   12)会誌編集専門委員会              委員長 小泉  厚 
  13)建築士事務所の業務環境改善ワーキンググループ 副主査 白井  勇 

  14)建築士事務所のマネージメント支援ツール 

    「JAAF-MST」維持管理ワーキンググループ     委 員 山口 英生 

  15)建築の低炭素化・省エネルギー化対応 

    ワーキンググループ                            委 員 白石  巌 

  16）会員増強検討ワーキンググループ        主 査 白井  勇 

 

 (1)総 会  計１回 

 

      平成３０年  ６月２６日  第６６回定時総会（平成２９年度・決算総会） 

                ・平成２９年度事業報告 
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               ・平成２９年度公益目的支出計画実施報告 
               ・平成２９年度決算承認の件 

               ・任期満了に伴う役員改選の件 

 

 (2)全国会長会議  計２回 

 

     平成３０年 ６月２６日 第１２９回会議 

               ・平成２９年度事業報告について 
               ・平成２９年度公益目的支出計画の実施報告について 
               ・平成２９年度決算案について 
               ・任期満了に伴う役員改選について 
 

         １２月 ５日 第１３０回会議 

               ・平成３０年度上半期事業報告及び決算報告について 

               ・建築士資格制度の改善について 

               ・業務報酬基準等の改正について 

               ・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 

               ・建築士事務所全国大会の開催ブロックの順番について 

               ・建築士事務所企業年金基金の加入促進について 

               ・平成３１年度日事連建築賞の募集等について 

 

 (3)常任理事会  計４回 

 

    平成３０年  ７月１１日 ・副会長、常任理事、理事の職務等について  

               ・平成３０・３１年度常置委員会及び特別委員会の設置並びに正副委 

                員長及び委員等について 

               ・平成３０・３１年度専門委員会及びワーキンググループの設置等に 

                ついて 

               ・相談役等の委嘱について 

                     ・平成３０・３１年度の理事会より常任理事会に委任する事項について 

                     ・年次功労者表彰について 

                     ・７月通常理事会の議題等について 

 

          ９月 ６日 ・第４２回建築士事務所全国大会（東京開催）の運営等について 

 

         １１月２０日 ・平成３０年度上半期事業報告及び決算報告について 

               ・福島大会開催に向けた全国大会運営特別委員会の設置について 

               ・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 

               ・建築士事務所全国大会の開催ブロック順について 

               ・既存住宅状況調査専門委員会の委員の追加について 

               ・建賠保険加入者向け弁護士相談サービス（仮称）について 

               ・平成３１年度日事連建築賞の募集等について 

               ・４号特例建築物にかかる図書保存について 

               ・１１月通常理事会の議題等について 

 

      平成３１年 ３月 ７日 ・平成３１年度事業計画について 

                ・平成３１年度収支予算について 
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                              ・平成３１年度共同要望運動の実施について 

                              ・第４３回建築士事務所全国大会（福島大会）の実施要領について 

                              ・３月通常理事会の議題等について 

 

 (4)理事会  計４回 

 

    平成３０年  ６月 ５日 ・第６６回定時総会議題の承認の件 

                ①平成２９年度事業報告 

                ②平成２９年度公益目的支出計画実施報告 

                ③平成２９年度決算承認の件 

                ④任期満了に伴う役員改選の件 

                ・第６６回定時総会等のスケジュール及び運営の承認の件 

                ・第４２回建築士事務所全国大会（東京開催）の実施要項の承認の件 

               ・第４４回建築士事務所全国大会（福井大会）の日程及び会場の承認 

                の件 

               ・会員増強単位会表彰の承認の件 

               ・法制度対応特別委員会及び災害対策特別委員会の設置の承認の件 

               ・適合証明技術者の新規・更新登録受付の実施の承認の件 

               ・平成３０年度建築士事務所キャンペーンの実施の承認の件 

 

                  ７月２６日 ・副会長、常任理事、理事の職務等の承認の件 

               ・平成３０・３１年度常置委員会及び特別委員会の設置並びに正副委 

                員長及び委員等の承認の件 

               ・平成３０・３１年度専門委員会及びワーキンググループの設置等の 

                承認の件 

               ・名誉会長及び相談役の委嘱の承認の件 

               ・平成３０・３１年度の理事会より常任理事会に委任する事項の承認 

                の件 

               ・年次功労者表彰者決定の件 

 

         １１月２８日 ・常任理事会専決事項の承認の件 

                ①平成３０年度日事連建築賞受賞者決定の件 

                ②青年話創会 2018東京開催の実施要項決定の件 

                ③北海道胆振東部地震発生に伴う北海道会への義捐金贈呈承認の件 

                ④第１３０回建築士事務所協会全国会長会議等のスケジュール及び 

                 議事等の決定の件 

               ・平成３０年度上半期事業報告及び決算報告の承認の件 

                ・福島大会開催に向けた全国大会運営特別委員会の設置の承認の件 

               ・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 

                の承認の件 

                     ・建築士事務所全国大会の開催ブロック順の承認の件 

               ・建賠保険加入者向け弁護士相談サービス（仮称）の承認の件 

                     ・平成３１年度日事連建築賞の募集等の承認の件 

                ・４号特例建築物にかかる図書保存の承認の件 

 

   平成３１年 ３月１９日 ・平成３１年度事業計画について 

               ・平成３１年度収支予算について 

               ・平成３１年度共同要望運動の実施について 

               ・第４３回建築士事務所全国大会（福島大会）の実施要領について 
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 (5)関東甲信越ブロック協議会  計５回 

 

    平成３０年 ６月１５日  第１５４回関ブロ協議会（千葉県にて） 

            １６日 ・日事連活動状況報告 
     ・各単位会からの提案協議事項等 

                              ・関ブロ次期幹事会（神奈川会）の確認 

 

         ８月 ３日 関ブロ幹事引継ぎ 

 

                  ９月１１日 第１５５回関ブロ協議会（日事連にて） 

       ・日事連活動状況報告 

        ・平成２９年度事業報告並びに収支決算報告 

       ・平成３０年度事業計画（案）並びに収支予算（案） 

                ・各単位会からの提案協議事項等 

 

        １２月１９日 第１５６回関ブロ協議会（東京会にて） 

               ・日事連への要望について 

                ①会費について 

                ②役員について 

               ・防災体制について 

               ・各単位会からの提案協議事項等 

 

    平成３１年 ２月２２日 第１５７回関ブロ協議会（日事連にて） 

               ・日事連への要望について 

                ①会費について 

                ②役員について 

               ・防災体制について 

               ・各単位会からの提案協議事項等 

 

 (6)首都圏連絡会議  計２回 

 

平成３０年 ９月１１日 第２５回首都圏連絡会議（埼玉会開催） 

               ・関東甲信越ブロックからの日事連役員について 
               ・首都圏連絡会議の位置づけについて 
 

         １１月１２日 第２６回首都圏連絡会議（千葉会開催） 

               ・関東甲信越ブロックからの日事連役員および委員会委員選任に 

                ついて 

               ・首都圏連絡会議の運営について 

 

 (7)全国事務局連絡会議  計１回 

 

      平成３０年  ７月 ６日  ・事務局連絡会議 

                 ①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 
                ②講習のＷｅｂ受付システムの導入開始について 
                        ③建築士定期講習のＷｅｂ受付について  
                  ④実施予定の講習について 
                  ⑤既存住宅状況調査技術者講習について                                        
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                  ⑥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） 
                  ⑦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） 
                  ⑧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 
                 ⑨建築士事務所賠償責任保険及び所得補償保険について                                
                  ⑩会議出席にかかる旅費（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 
                平成３０年度適合証明技術者新規・更新登録受付に係る事務要領 
 

 (8)建築士事務所全国大会 

 

    平成３０年１０月 ５日 ・第４２回建築士事務所全国大会（東京大会） 

                青年話創会開催 

                 平成３１年度は福島県にて開催予定 
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