
事 業 概 要 報 告 書
２０２１年４月１日から２０２２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） 

  ２０２１年 ４月 １日  期首 ７４１名 

  入 会（＋）   １３名 

退 会（－）  ２６名 

  ２０２２年 ３月３１日 現在   ７２８名 

  支部別会員数の内訳  ( )内数字は、支部間異動を含む増減数 

 横 浜 支 部  ２４５名 (+ 8. -13)   伊 勢 原支 部     ５名 (+ 0. - 1) 

  川 崎 支 部  １０３名 (+ 1. - 5)   大和綾瀬支 部    １８名 (+ 0. - 1) 

 横 須 賀支  部    ５１名 (+ 0. - 1)   厚  木  支 部    ３１名 (+ 2. - 0) 

 湘南三浦支  部    １７名 (+ 0. - 0)   座  間  支 部    １２名 (+ 0. - 1) 

 藤 沢 支 部  ３４名 (+ 0. - 0)   海 老 名支 部    １６名 (+ 0. - 0) 

  鎌 倉 支 部    ３７名 (+ 0. - 2)   愛  川  支 部    ６名 (+ 0. - 0) 

  茅ヶ崎寒川支部    １５名 (+ 0. - 1)   相 模 原支 部    ６３名 (+ 1. - 1) 

 平 塚 支 部    ２２名 (+ 0. - 0)   県  西  支 部    ３９名 (+ 1．- 0) 

 秦 野 支 部    １４名 (+ 0. - 0) 

 合   計   ７２８名 (+ 13．- 26) 

  (2)賛助会員の状況（年度内入退会） 

  ２０２１年 ４月 １日  期首 ９９社 

入  会（＋）  ５社 

 退  会（－）  ２社 

  ２０２２年 ３月３１日 現在 １０２社 

２．会議の状況報告 

※新型コロナウィルス感染症への対応として、原則ＷＥＢ会議で開催。 

 (1)定時総会 計１回 

２０２１年 ６月 ４日 １．２０２０年度決算報告承認の件 

（第９回・決算総会） ２．役員改選案承認の件 

３．２０２０年度事業の報告  

   ４．２０２１年度事業計画の報告 

５．２０２１年度予算の報告 

 (2)監査会  計１回 
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    ２０２１年 ５月１４日  ２０２０年度事業及び会計の監査 

 

  (3)相談役・参与会  計１回 

 

    ２０２１年 ４月 ２日  ２０２１年度事業計画及び予算の報告、総会開催等について 

 

  (4)正副会長会  計１４回 

  

  ・原則、理事会、統括委員長会の前に開催 

 

２０２１年 ４月 ９日 令和３年度・４年度活動方針(案)及び新機構（案）、日事連年次功労者 

表彰候補者の推薦等について 

４月２７日 理事会推薦理事および常勤役員候補者の推薦、令和３年度・４年度活動 

方針（案）、総会開催方法、行政および関係団体への対応等について 
         ５月１９日 理事会の運営、総会開催運営、関ブロ協議会への対応、八王子アパート 

階段崩落事故への対応、委員会組織等について 
         ７月 ９日 理事の委員会担任、分掌等、業務を分担執行する理事の選任（案）、理 

事会等の開催方法、行政・団体関係・日事連関係への対応等について 
７月１６日 理事会運営、定款施行細則改定（案）、日事連関係への対応等について 

         ８月２０日 統括委員長会の運営、9/17正副会長会、理事会、合同役員会の開催、 

スポーツ大会の実施、行政・団体関係・日事連関係への対応等について 
         ９月１７日 理事会、合同役員会の運営、日事連関ブロ関係への対応、行政、関係団 

体への対応等について 
１０月 ８日 組織運営案、政研・日事連関係対応、賀詞交歓会、正副会長の専決方法 

等について 

１０月１５日 統括委員長会の運営、会議開催日程、新型コロナウイルス感染症への対 
応方針等について 

１１月１９日 理事会運営、賛助会員からの検討依頼への対応、日事連・関係団体対応、 
事務局職員関係対応等について 

１２月１７日 賀詞交歓会の開催、支部長会の運営、統括委員長会の運営、行政・関係 
団体・日事連関係対応、バナー広告掲載希望への対応等について 

２０２２年 １月２１日 賀詞交歓会の開催、理事会の運営、日事連・行政・関係団体対応、令和 
４年度予算案等について 

２月１８日 統括委員長会の運営、令和４年度予算案、行政・日事連関係対応、次年 
度の委員会開催方法、入会キャンペーン事業等について 

３月１８日 理事会の運営、バナー広告掲載希望への対応、支部長会開催、政研・日 
事連関係対応、相談役・参与会等について 

 

  (5)理事会  計８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並びにメールにより承認を受 

けることとしている。 

・テレビ会議システム等を用いた理事会は適法であり、ＷＥＢでの出席も認められております。 

 

   ２０２１年 ５月１９日 １．会員の入会等について承認を求める件 

         出席２７名  ２．第９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．神奈川県森林審議会委員の推薦について承認を求める件 
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４．定款施行細則第８条第４項に基づく常勤役員候補者の推薦につい 

て承認を求める件 

５．定款施行細則第８条による本会が推薦できる理事（案）について 

承認を求める件 

６．2021-2022年度 顧問について承認を求める件 

７．2021-2022年度 法令遵守（コンプライアンス）担当理事及び実践 

計画について承認を求める件 

８．景観整備機構等の業務対応登録者 登録要綱（案）について承認 

を求める件 

 
６月 ４日 １．会長の選任について 
出席２５名 ２．副会長の選任について 

               ３．理事会の開催方法及び日程について 
 

６月２８日 １．副会長の選任について承認を求める件 
出席２３名 ２．会員の入会等について承認を求める件 

               ３．常設委員会委員候補者について承認を求める件 
               ４．地引網大会（8/21）の実施可否について承認を求める件 
               ５．スポーツ大会（10/30）の実施可否について承認を求める件 
               ６．神奈川県木材業協同組合連合会 かながわブランド県産木材品質 

認証部会部会員の変更について承認を求める件 
 
         ７月１６日 １．会報誌編集特別委員会の設置について承認を求める件 

出席２７名 ２．定款施行細則の改定について承認を求める件 
               ３．理事の委員会担任、分掌等について承認を求める件 
               ４．業務を分担執行する理事の選任について承認を求める件 

５．正副会長専決事項について承認を求める件 
６．2021-2022 年度相談役・参与について承認を求める件 
７．指導委員会委員の増員及び推薦について承認を求める件 
８．（公社）かながわ住まいまちづくり協会 「災害時住宅相談体制 

整備に係る検討会への委員推薦について承認を求める件 
９．かながわ木づかい推進協議会 委員及び部会員の推薦について 

承認を求める件 
１０．神奈川県生ｺﾝｸﾘｰﾄ品質管理監査会議委員派遣について承認を 

                 求める件 
１１．藤沢市と関係団体との連携協定の継続について承認を求める件 
１２．日事連会費改定に係る当会予算の変更について承認を求める件 
１３．（仮称）神事協制度改正検討ワーキンググループの設置について 

承認を求める件 
 
         ９月１７日 １．広報情報委員会の委員について承認を求める件 
         出席２２名 ２．特別委員会の委員について承認を求める件 
               ３．専門委員会の委員について承認を求める件 
               ４．神事協制度改正検討ワーキンググループ委員について承認を 
                 求める件 

５．（一社）神奈川県建築士会 ＣＰＤプログラム審査評議会及び専攻 

建築士制度審査評議会評議員推薦について承認を求める件 

６．設計者選定システム｢住･緑･家｣コンペティション 要綱の改定に 

ついて承認を求める件 
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７．景観・まちづくり特別委員会規程の改定について承認を求める件 

８．スポーツ大会（10/30）の実施可否について承認を求める件 

 

１１月１９日 １．会員の入会等について承認を求める件  
出席２５名  ２．青年部会運営委員会の委員について承認を求める件 

３．定款施行細則の改定について承認を求める件 
４．「建築物等調査・鑑定業務登録事務所要綱」改定について承認を 

求める件 
５．建築士事務所業務に対する苦情の解決に係る業務実施規程の改定 

について承認を求める件 
６．令和４年賀詞交歓会について承認を求める件 
７．電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程の制 

定について承認を求める件 
８．㈱総合資格との覚書締結について承認を求める件 
９．神奈川県建築会議企画委員会およびＣＰＤ委員会の担当者推薦に 

ついて承認を求める件 

 

２０２２年 １月２１日 １．相模原市空家等対策協議会の委員推薦について承認を求める件 
出席２８名 ２．会報誌編集特別委員会規程の改定について承認を求める件 

３．景観整備機構等の業務対応登録者 登録要綱の改定について承認 
を求める件 

４．後援名義使用について承認を求める件 
 

３月１８日 １．会員の入会等について承認を求める件 
出席２８名 ２．２０２２年度事業計画(案)及び予算(案)について承認を求める件 

３．令和４年度 入会金および会費６か月間無料キャンペーンの実施に 
ついて承認を求める件 

４．ユーディーアイ確認検査株式会社（賛助会）との覚書締結につい 
て承認を求める件 

５．（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター「相談窓口・相談 
業務に関する実施状況調査票」提出について承認を求める件 

６．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について承認を求める件 

 

(6)統括委員長会  計５回 

 

     ２０２１年 ４月２７日 （景観・まちづくり特別委員会）『メールマガジンの運用』・（同好会設

立）『省エネ性能研究会』について検討、次年度の各委員会の方向性に

ついて、（神奈川県森林再生課依頼）かながわ木造・木育アドバイザー

事業対応について等 

８月２０日 統括委員長会のあり方、（同好会設立）かながわ建築設計大山講・（一社）

神奈川県建築士事務所協会 Archicad同好会について検討、今年度の委

員会活動について、神事協組織の確認、合同役員会の開催について等 

１０月１５日 神事協組織の運営について、今年度の各委員会の事業計画について、来

年度の各委員会の事業計画（予算）について、委員会検討依頼、（日事

連）単位会組織強化支援事業について、新型コロナウイルス感染症への

対応について、平成４年賀詞交歓会対応について等 

１２月１７日（仮称）会員サポートセンターについて、日事連令和４年度単位会組織強

化支援事業について、令和４年度予算策定について、各委員会来年度の
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事業計画について、公式 SNS開設について等 

２０２２年 ２月１８日 （仮称）会員サポートセンターについて、日事連令和４年度単位会組織

強化支援事業について、令和４年度予算策定について、入会金及び会費

６ヶ月無料キャンペーン導入検討について、エンジョイワークスセミナ

ー講師料支出について等 

 

  (7)支部長会  計２回 

 

   ２０２１年 ４月 ９日 １．６月４日総会開催（議長等）について 

２．支部財産の考え方について 
３．支部からの要望等について 
４．一般社団法人かながわ建築事務所協会との連携について 
５．今後の活動方針について 

１２月１７日 １．電子帳簿保存法改正に係る対応（お願い）について 

２．支部からの要望等について 

 

  (8)合同役員会  計１回 

 

   ２０２１年 ９月１７日 １．各委員会の活動方針について 

２．来年度予算の策定スケジュールについて 

 

３．各委員会の状況報告 

 

  (1)総財務委員会  委員会開催 計１０回 

 

    ２０２１年  ４月 １日  総会開催に係る対応、共済会友会費の徴収方法、来期への引継ぎ事項、 
4/9 支部長会における協力依頼事項等について 

５月１３日  2020 年度決算案および事業報告案、総会開催に係る対応、 

支部交付金、来期への引継ぎ事項等について 
８月 ５日 前期委員会からの引継ぎ事項確認、9/17 合同役員会開催等について 

９月 ２日 9/17 合同役員会運営対応、中間期における会計の取り纏め、 
来年度予算案の策定スケジュール、支部特定資産の創設等について 

１０月 ７日 電子帳簿法改正への対応、総財務来年度予算要求案、 
支部保有財産の在り方等について 

１１月 ４日 電子帳簿保存法改正に係る規程の制定、総財務来年度予算要求案、 
支部保有財産の在り方、12/17 支部長会運営対応等について 

１２月 ２日 12/17支部長会運営対応、1/26賀詞交歓会の開催方法、 

総財務来年度予算要求案、支部保有財産の在り方等について 

２０２２年  １月 ６日 1/26賀詞交歓会運営対応、来年度予算案、 

支部保有財産の在り方等について 

 ２月 ３日 支部への今年度決算取り纏め依頼、来年度予算案、 

会員増強および支部への還元に関する取組み、 

支部保有財産の在り方等について 

３月 ３日 令和４年度予算案、入会金および会費無料キャンペーン、 

特定資産の積み立て、4/12支部長会運営対応等について 

 

  (2)業務支援委員会 委員会開催 計７回 
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   ２０２１年  ４月１４日 会員サービス及びサポート、「災害時相談員のための勉強会」実施、 

各種講習会の実施、ホームページ関係等について 

         ７月２９日 正副委員長打合せ 

８月２６日 自己紹介、引継ぎ事項、今年度の進め方、講習カテゴリーの設定、講習 
会等の実施について 

９月１６日 ＢＩＭセミナー打合せ 

１０月 ４日 ＢＩＭセミナー開催、震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術 

指針ＷＥＢ講習会の受付業務、省エネ講習会の開催、講習カテゴリーの 
設定、講習会等の実施検討について 

１２月１３日 省エネ講習会の開催、次年度の事業計画（案）および予算（案）の検討、 
講習カテゴリーの設定（アイコン）、講習会等の実施検討について 

２０２２年  ２月 ７日 省エネ、「ＪＡＡＦ－ＭＳＴ」、ＢＩＭソフト体験講習会の実施、講習会 
年間スケジュールの作成、会員サポートセンターの設立に向けたコンテ 
ンツの検討等について 

 

   (3)広報情報委員会 委員会開催 計５回  

 

     ２０２１年  ５月１２日 「ＫＡＮＡＧＡＷＡ」７月号編集、瓦版６月号の編集等について 

         ６月２３日 「ＫＡＮＡＧＡＷＡ」７月､９月号編集、瓦版８月号の編集等について 

※７月以降 会報誌作成および瓦版の編集業務を会報誌編集特別委員会が担当へ 

 

１０月２２日 ＳＮＳ更新、ホームページ更新、パンフレット更新、長期的な作業項目、

令和 4年度予算項目の決定、広報情報委員会の方向性等について 

１２月 ３日 令和４年度予算要求案、日事連補助事業、バナー広告、SNS 等につい

て 

２０２２年 ２月 ２日 神事協公式ＳＮＳ運用、一般社団法人神奈川県建築士事務所協会広告掲 
載取扱要領、会報誌編集特別委員会からの検討依頼、日事連・令和４年 
度単位会組織強化支援事業の実施依頼、業務支援委員会からの依頼等に 
ついて 

 

(4)ブロック支部委員会  委員会開催 計５回（支部長合同０回） 

 

   ２０２１年 ５月１８日 新規開設「建築士事務所」講習会、地引網大会・スポーツ大会の実施、 
次年度の委員会活動、神事協の「新しい方向性（案）について」意見交 
換、かながわ木造・木育アドバイザー等について 

         ８月２３日  副委員長の選任、令和３年度 新規開設「建築士事務所」講習会、スポ 
ーツ大会、「しごと展」等の開催に係る支部への補助金交付、今年度の 
委員会活動等について 

１１月 ８日 新規開設「建築士事務所」講習会、「しごと展」等の開催に係る支部

への補助金交付、地引網大会・スポーツ大会の実施、予算要求案、

今年度の委員会活動等について 

２０２２年 １月２０日 新規開設「建築士事務所」講習会、「しごと展」等の開催に係る支部 
への補助金交付、地引網大会・スポーツ大会の実施、建築士定期講 
習講師推薦、委員会活動、単位会組織強化支援事業の実施依頼、神 
事協ワーキンググループ等について 

         ３月 ７日 新規開設「建築士事務所」講習会、「しごと展」等の開催に係る支部 
              への補助金交付、地引網大会・スポーツ大会の実施、業務支援委員 

会からの検討依頼、委員会活動、ワーキンググループ等について 
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 (5)法制委員会 委員会開催 計０回 

 

(6)指導委員会  委員会開催 計１４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、４１件。 

 

     ・苦情解決を実施する中で、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、これ 

    に対応するため「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年度から始め 

ている。今年度の登録は５１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 

共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。 

 

   ２０２１年  ４月 ６日  事前打合せ 

         ４月 ８日 苦情相談業務、次年度の指導委員会、次回講習会、令和３年度既存住宅状況

調査技術者講習、調査鑑定業務登録事務所受託業務の情報共有、神奈川県弁

護士会神奈川住宅紛争審査会へ推薦した「鑑定人」の鑑定内容の情報共有、

2月 3月開催講習会のアンケート（回答）について等 

      ４月３０日 八王子アパート階段崩落事故の対応について 

         ５月１１日 苦情相談業務、八王子アパート階段崩落事故について相談業務及び調査

鑑定業務登録事務所へ調査業務依頼対応、次回講習会、既存住宅状況調

査技術者講習会、『建築物調査・鑑定業務 登録事務所名簿』HP掲載方

法検討等 

         ６月１０日 苦情相談業務、アパート階段崩落事故に伴う調査（業務受託事務所から

報告・情報共有）、『雨漏りの調査方法・調査報告書の書き方』講習会開

催、『建築物等調査・鑑定登録事務所』名簿 HP掲載方法・要綱改訂につ

いて等 

７月 ８日 苦情相談業務、アパート階段崩落事故に伴う調査（業務受託事務所から

報告・情報共有）、『雨漏りの調査方法・調査報告書の書き方』講習会開

催、『建築物等調査・鑑定登録事務所』名簿 HP掲載方法・要綱改訂、既

存住宅状況調査技術者講習会場開催について等 

８月 ５日 副委員長選任、苦情相談業務、アパート階段崩落事故に伴う調査（業務

受託事務所から報告・情報共有）、『雨漏りの調査方法・調査報告書の書

き方』講習会の反省、次回講習会テーマ、『建築物等調査・鑑定登録事

務所』要綱改訂、神奈川県弁護士会との協定に基づく建築士紹介の報告、

神奈川県住宅紛争審査会紛争処理委員及び専門家相談員推薦について

等 

９月 ９日 苦情相談業務、アパート階段崩落事故に伴う調査（業務受託事務所から

報告・情報共有）、神事協組織図（案）、『建築物等調査・鑑定登録事務

所』名簿 HP掲載方法・要綱改訂、次回開催講習会、（ブロック支部委員

会）新規開設講習会担当講師、9/17 開催合同役員会、大和警察署から

の相談事案について等 

１０月１４日 苦情相談業務、神事協組織図（案）、『建築物等調査・鑑定業務登録事

務所』要綱改訂・HP 掲載方法、『省エネ法』相談業務記載に伴う定款

施行細則改訂、アパート階段崩落事故に伴う調査（調査業務受託事務

所からの報告：情報共有）、2/10（2/22）開催『RC ﾏﾝｼｮﾝ外壁・屋根（屋

上）の雨漏り原因及び調査方法』講習会について等 

１１月１１日 苦情相談業務、神事協組織図（案）、2/10（2/22）開催『RC ﾏﾝｼｮﾝの外
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壁・屋根（屋上）の雨漏り原因及び調査方法』講習会、アパート階段

崩落事故に伴う調査（調査業務受託事務所からの報告：情報共有）、定

款施行細則（指導委員会）改訂、建築士事務所業務に対する苦情の解

決に係る業務実施規程改訂、苦情相談 HP掲載方法について、令和４年

度予算・事業計画、（日事連）既存住宅状況調査技術者マンガパンフレ

ットについて等 

１２月 ９日 苦情相談業務、令和４年度予算・事業計画、2/10（2/22）開催『事例

に学ぶ漏水事故調査の方法～RC造編～』講習会、『建築物等調査・鑑

定業務登録事務所』HP 掲載方法、建築基準法施行規則の一部を改正

する省令案並びに建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成に

関し必要な指針及び建築物の定期調査報告における調査及び定期点

検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を

定める件の一部を改正する告示案、苦情相談 HP 掲載方法、令和４年

度委員会開催日の確認等について 

２０２２年 １月１３日  苦情相談業務、2/10（2/22）開催『事例に学ぶ漏水事故調査の方法～

RC 造編～』講習会、『建築物等調査・鑑定業務登録事務所』募集、会

報誌編集特別委員会依頼「建築物等調査・鑑定業務登録事務所名簿」

を利用した委員会活動報告寄稿依頼について等 

３月 ８日 苦情相談業務、2/10（2/22）開催『事例に学ぶ漏水事故調査の方法～

RC造編～』講習会の反省、次回調査鑑定研修会、基礎配筋のかぶりに、

「事務所登録新設・更新時における開設者・管理建築士・経営者に対

する必須講習会」義務付け、会報誌特別委員会依頼「委員会活動報告

（2/10実施講習会）」寄稿、「机の隅に」国会図書館納入について（報

告）等 

 

(7)青年部会運営委員会 委員会開催 計３回 

 

   ２０２１年 ９月 ３日 今後の組織体制、委員会人事、活動方針・具体案について 

１２月 ７日 委員長・副委員長互選、予算関係（事業計画、予算要求案、日事連強 

化支援事業） 

２０２２年 ２月 ８日  日事連強化支援事業、業務支援委員会からの検討依頼、フライヤー作 

成、関東甲信越ブロック青年交流会 

 

(8)建築物耐震改修評価特別委員会  評価委員会開催 計７回 ・専門員会等開催 計１１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（元横浜国立大学教授） 

       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 ） 

 

２０２１年 ６月２５日 （専門） 

７月 ６日 （評価・専門） 

         ７月２０日 （評価・専門） 

         ９月２１日 （専門） 
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９月２８日 （評価・専門） 

１０月２１日 （専門） 

１０月２６日（評価・専門） 

１１月 ２日（評価・専門） 

１１月１０日（専門） 

１１月１６日（評価・専門） 

１２月 ７日（評価・専門） 
 

【評価申込物件数】 

 

耐震診断評価    ３棟 

耐震改修評価    １棟 

診断改修評価    ３棟 

 

(9)「住・緑・家」運営特別委員会 委員会開催 計１２回 

 

   ２０２１年 ４月１６日 自治会館コンペティションの経過、再第二次審査における委員費用、 

リスクアンケート集計結果、作品集の編集、営業活動等について 

         ６月１３日 横浜市青葉区自治会への説明 

６月１７日 副委員長の選任、新規案件の実施可否等、作品集の編集、営業活動等 

について 

         ６月３０日 横浜市青葉区自治会との打合せ 

         ７月１２日 横浜市青葉区自治会館コンペ、コンペ申し込み費用等について 

         ７月１３日 横浜市青葉区自治会との打合せ 

         ８月２７日 横浜市青葉区自治会館コンペ、要綱および規程等の改定、作品集の編集、 

営業活動、神奈川県森林再生課からの依頼対応等について 

１０月２８日 ｢住･緑･家｣作品集の編集、委員候補者の推薦、横浜市北八朔自治会館 

構造見学会開催について 

１２月 ９日 ｢住･緑･家｣作品集の編集、委員候補者の推薦、令和４年度・事業計画案 

および予算要求案の策定等について 

２０２２年 １月２５日 横浜市青葉区自治会との打合せ 

２月 ９日 横浜市千草台自治会館コンペの募集要項、｢住･緑･家｣作品集の編集、 

      ｢住･緑･家｣利用の自治会館・町内会館建設工事費調査について 

３月３０日 横浜市千草台自治会館コンペの質疑回答、講評委員会の委員選定案、 
｢住･緑･家｣利用の自治会館・町内会館建設工事費調査について 

 

(10)景観･まちづくり特別委員会 委員会開催 計１２回 

 

   ２０２１年 ４月１２日 相模原市景観整備機構、伊勢原市との協働事業、ニュースレター作成、 

不動産屋のまちづくり活動、景まちメーリング等について 

          ５月１０日 相模原市景観整備機構、ニュースレター作成、不動産屋のまちづくり活 

動、景まちメーリング等について 

６月１４日 相模原市景観整備機構、藤沢市との連携、不動産屋のまちづくり活動、 

景まちメーリング、日事連からの景観まちづくり活動の事例紹介依頼等 

について 

７月１２日 相模原市景観整備機構、不動産屋のまちづくり活動、景まちメーリング、 

      景観整備機構専門家登録名簿等について 
８月１６日 委員会規程の改定、相模原市景観整備機構、不動産屋のまちづくり活動、 

      景観整備機構専門家登録名簿等について 
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９月１３日 景観・まちづくりに関する活動内容の紹介（日事連依頼）、相模原市景 

観整備機構、不動産屋のまちづくり活動等について 

１０月１２日 正副委員長の互選、相模原市景観整備機構、委員会ニュースレター、 
不動産屋のまちづくり活動、予算要求案、メーリングの作成等につい           
て 

１１月１５日 事業計画案および予算要求案の策定、相模原市景観整備機構、委員会 
ニュースレター、不動産屋のまちづくり活動、メーリングの作成等 
について 

１２月１４日 相模原市景観整備機構、委員会ニュースレター、不動産屋のまちづく 

り活動、事業計画案および予算要求案の策定、「ゆりかご園」の活用 
提案の依頼等について 

２０２２年 １月１７日 相模原市景観整備機構、委員会ニュースレター、メーリングの作成、 
青年部会との協働、不動産屋のまちづくり活動、「ゆりかご園」の活 
用提案の依頼、単位会組織強化支援事業応募検討等について 

２月１４日 相模原市景観整備機構、委員会ニュースレター、メーリングの作成、 
不動産屋のまちづくり活動、講習内容の年間スケジュール、単位会組織 

強化支援事業応募検討等について 

３月１７日 相模原市景観整備機構、委員会ニュースレター、不動産屋のまちづく 

り活動、「ゆりかご園」の活用提案の依頼等について 

 

(11)マンション等の大規模修繕業務特別委員会 委員会開催 計７回、相談業務 計４回 

 

   ２０２１年  ４月１７日 マンション現地相談 

         ５月１２日 相談案件、必修講習会、マンション等の大規模修繕業務報酬検討 

６月１４日 面談相談 

６月１８日 面談相談 

６月３０日 相談案件、必修研修会、業務報酬検討 

７月２７日 必修研修会、相談案件、令和 3年度の体制について、業務報酬検討 

８月１１日 面談相談 

１０月 ６日 講習会、相談案件、令和 3年度体制、予算案・事業内容、業務報酬検討 

１１月２２日 相談案件、講習会、令和 4年度予算案・事業内容検討、業務報酬検討 

２０２２年 １月１８日 講習会、相談案件、日事連強化支援事業、会報寄稿依頼 

３月 ２日 講習会（令和 3・4年度）、見学会、相談案件 

 

(12)災害時対策特別委員会 委員会開催 計０回 

 

(13)会報誌編集特別委員会 委員会開催 計４回（２０２１年７月１６日より設置） 

 

２０２１年  ８月１９日 「ＫＡＮＡＧＡＷＡ」１１月、１月号編集、瓦版１０月号の編集、今後 

の紙面構成等について 

１０月２１日 会報・瓦版最新号講評、「ＫＡＮＡＧＡＷＡ」１月、３月号編集、瓦版 

１２月号の編集、委員会予算要求等について 

１２月１６日 会報・瓦版最新号講評、「ＫＡＮＡＧＡＷＡ」３月、５月号編集、瓦版 

１月、２月号の編集、会誌「日事連」提供方法の検討、他会の会報誌、 
会誌Ｗｅｂ版アンケート、会報誌編集特別委員会規程の変更等について 

２０２２年 ２月１５日 会報・瓦版最新号講評、「ＫＡＮＡＧＡＷＡ」３月、５月、７月号編集、

会報広告掲載に関するアンケート、他会の会報誌等について 

 

(14)技術専門委員会 委員会開催 計１回 
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２０２１年 ４月 ８日 賛助会との協力、今後の活動等について 

 

 (15)木造専門委員会 委員会開催 計３回 

 

   ２０２１年１１月２９日 令和４年度予算・事業計画について、今年度の事業について、12月 11

日（土）開催本禅寺本堂見学会について、今後の委員会開催日について

等 

２０２２年 １月３１日 12月 11日（土）開催本禅寺本堂見学会の反省、3月 4日（金）開催『伝

統的構法による住まいの造り方』等講習会について、令和４年度の事業

について、４号特例廃止等建築基準法改正について、今後の委員会開催

日について（確認）、（神事協）（仮称）会員サポートセンターの設立等

について等 

 ２月２１日 令和４年度事業について、3月 4日（金）開催『伝統的構法による住ま

いの造り方』等講習会について、６月下旬開催本禅寺本堂完成間際見学

会について、会報誌編集特別委員会依頼委員会活動報告（12月 11日見

学会）寄稿について等 

 

 (16)倫理委員会 委員会開催 計０回 

 

(17)神事協制度改正検討ワーキング 委員会開催 計３回 

 

２０２１年１１月１５日 会議の進め方（検討項目、スケジュール等）について 

２０２２年 １月１８日 検討項目について 

３月１１日 アンケート、神事協制度改正検討ワーキングに関する質疑応答等 

 

４．講習会業務等の報告 

 

 (1)講習・研修に関する事業 

 

  ① 伝統的構法による木造建築物 見学会 （木造専門委員会） 

    限界耐力計算法による建築の確認申請及び構造適合判定を受け、現在工事中の伝統的建築物の 

現場見学会を実施した。 

 

      開催日：２０２１年 ４月 ３日（土） 

       会  場：中郡大磯町国府本郷 

            参加者：２１名（会員１６名、一般５名） 

 

② 社会保険労務士による「改正労働基準法のポイント及び助成金制度等について」ＷＥＢ講習会 

  （業務支援委員会） 

労働基準法改正のポイントを解説し、事務所の規模に応じた働き方改革への対応方法やテレワ 

ークの扱いなど、設計事務所の実態にあった具体的な内容について講習会を開催した。 

 

開催日：２０２１年 ４月 ７日（水） ライブ配信 

      会 場：ＷＥＢ講習会 

           参加者：２１名（会員１９名、一般２名） 

 

③ 2/9開催「マンションの防災 ～水害への備え」講習会のＷＥＢ録画配信講習会 
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  （マンション等の大規模修繕業務特別委員会） 

東日本大震災時の津波による甚大な「水害」や令和元年の台風や豪雨によるマンションの浸水 

被害を踏まえて、大規模修繕業務に関わる対策の提案と国土交通省「建築物における電気設備 

の浸水ガイドライン」について解説する講習会の録画配信を実施した。 

 

   【第１回】 

開催日：２０２１年 ４月１９日（月） 

    会 場：ＷＥＢ講習会 

    受講者：３名 

 

【第２回】 

開催日：２０２１年 ４月２１日（水） 

    会 場：ＷＥＢ講習会 

    受講者：３名 

 

   ④ 「机の隅に 2020年版」を使った 実践編 掘り下げ講習（ＷＥＢ録画配信）（指導委員会） 

「机の隅に２０２０年版」の概要講習会を開催し、その際のアンケート結果を踏まえ、ご希望 

に応じた内容を詳しく掘下げ、多くの実例説明を駆使した実践活用講習会を昨年度実施し、好

評であったため、録画配信による講習会を実施した。 

 

【第１回】 

開催日：２０２１年 ４月２０日（火）午前 

    会 場：ＷＥＢ録画講習会 

    受講者： ４名 

 

【第２回】 

開催日：２０２１年 ４月２０日（火）午後 

    会 場：ＷＥＢ録画講習会 

    受講者： ４名 

 

【第３回】 

開催日：２０２１年 ４月２２日（木）午前 

    会 場：ＷＥＢ録画講習会 

    受講者： ３名 

 

【第４回】 

開催日：２０２１年 ４月２２日（木）午後 

    会 場：ＷＥＢ録画講習会 

    受講者： ５名 

 

【第５回】 

開催日：２０２１年 ４月２３日（金）午前 

    会 場：ＷＥＢ録画講習会 

    受講者： １名 

 

【第６回】 

開催日：２０２１年 ４月２３日（金）午後 

    会 場：ＷＥＢ録画講習会 

    受講者： ９名 
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⑤ 新規開設「建築士事務所」講習会（ブロック支部委員会） 

    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共に最近急 

    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：２０２１年 ６月２１日（月） 

       会  場：ＷＥＢ講習会 

            受講者：１０名 

 

【第２回】 

        開催日：２０２１年１０月１１日（月） 

       会  場：ＷＥＢ講習会 

            受講者：５名 

 

【第３回】 

        開催日：２０２１年１２月 ６日（月） 

       会  場：ＷＥＢ講習会 

            受講者：６名 

 

【第４回】 

        開催日：２０２２年 ２月 ７日（月） 

       会  場：ＷＥＢ講習会 

            受講者：５名 

 

  ⑥ 「雨漏りの調査方法・調査報告書の書き方」講習会（指導委員会） 

建物の不具合の中で一番多い事象である雨漏りに焦点をあて、その調査方法の実例や、誰でも 

わかる調査報告書の書き方、そして雨漏りに関連したディテールの解説をする講習会を実施し 

た。 

 

 開催日：２０２１年 ７月２１日（水）ライブ配信 

８月１２日（木）午前 録画配信 

８月１２日（木）午後 録画配信 

       会  場：ＷＥＢ講習会 

            受講者：延べ７８名 

 

⑦ 「マンションの長期修繕計画 キャッシュフローのポイントを学ぶ」講習会 

  （マンション等の大規模修繕業務特別委員会） 

マンションの長期修繕計画の定期的な見直しを行う際には、キャッシュフローのポイントと 

して、機械式駐車場、自動ドアの更新が新たな課題としてクローズアップされている。 

マンションの長期修繕計画の今後のあり方を探る一助とするため、講習会を実施した。 

 

開催日：２０２１年 ９月 １日（水）ライブ配信 

      会 場：ＷＥＢ講習会 

      受講者：３４名 

 

⑧ 特定建築物定期調査業務「スキルアップ講習」（Web講習) （（一財）日本建築防災協会実施） 
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ストックの時代を迎え、建築物の安全性の確保のため、定期調査・検査はますます重要となっ 

ているため、定期調査に従事されている特定建築物調査員、建築士等を対象に調査事業で得ら 

れた事例、最近の事故事例などを示しつつ、国土交通省告示に基づく調査業務に即した実務的 

かつ具体的な事項を示したスキルアップテキストと調査業務基準 2021年版の改訂ポイントに 

ついて、日本建築防災協会が実施するＷＥＢ講習会申込受付業務を実施した。 

 

受講期間：令和３年１０月１日（金）～１２月１７日（金） 

会  場：ＷＥＢ講習会 

受 講 者：会員２４名、一般４名 

 

  ⑨ 横浜市北八朔自治会館 構造見学会（｢住･緑･家｣運営特別委員会） 

    ２０２０年３月～５月に行われた、「横浜市北八朔自治会館」新築工事デザインコンペティショ 

ンの上棟現場見学会を実施した。 

 

開催日：２０２１年１０月 ９日（土） 

      会 場：横浜市北八朔自治会館（横浜市緑区） 

      参加者：２名 

 

  ⑩ 「改めて BIMとは？～JW からのゆるやかな BIMへの移行～」WEBセミナー（業務支援委員会） 

    改めてBIMの基本概要を解説し、純国産BIMソフト「GLOOBE Architect」だからこそできるJW_CAD 

との併用した使い方について解説し、JW_CADのデータをできる限り活用し、緩やかに BIMへ移 

行をする方法等を紹介するセミナーを実施した。 

 

開催日：２０２１年１１月 ９日（火）ライブ配信 午前 

録画配信 午後 

      会 場：ＷＥＢ講習会 

      受講者：延べ４０名（会員３８名、一般２名） 

 

⑪ 震災復旧の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ＷＥＢ講習会 

【全構造編】（（一財）日本建築防災協会実施） 

震災建築物の被災度区分判定および復旧に伴う設計・工事監理を行うことのできる建築士事務 

所を育成することを目的と、2015年の標記講習テキストの大幅な改訂による講習会の実施より 

５年が経過したことにより、2015年版講習会テキスト発行後の知見や改訂時に対応できなかっ 

た課題を別冊資料としてまとめ、これらをテキストとして、日本建築防災協会が実施するＷＥ 

Ｂ講習会申込受付業務を実施した。 

 

【第１期】 

      受講期間：令和３年１１月２２日（月）～１２月２０日（月） 

      会  場：ＷＥＢ講習会 

      受 講 者：会員１７名、一般３名 

 

【第２期】 

      受講期間：令和４年１月２０日（木）～２月２８日（月） 

       会   場：ＷＥＢ講習会 

           受 講 者：会員７名 

 

 ⑫ 適合証明技術者業務講習会 

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 
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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。 

 

【第１回】 

開催日：２０２１年１１月２４日（月） 

会 場：神奈川中小企業センター第 1、第 2会議室およびオンライン受講 

受講者：１４名 

 

  ⑬ 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、この業務を行うのは一定の

講習を修了した建築士と規定されました。 

    （一社）日本建築士事務所協会連合会は、既存住宅状況調査技術者講習実施機関として国土交

通省に登録され、本会にて講習会を開催した。 

      

     【更新講習】 

開催日：２０２１年１１月２４日（月） 

会 場：神奈川中小企業センター第 1、第 2会議室 

      受講者：１４名 

 

⑭ 飯山本禅寺見学会（木造専門委員会） 

  現在修理が進んでいる県の重要文化財指定「本禅寺本堂」の「保存修理工事」（木造破損修理・

屋根葺き替え・屋根葺き替え・耐震改修）の見学会を行った。 

 

      開催日：２０２１年１２月１１日（土） 

      会 場：飯山本禅寺（厚木市） 

      参加者：２８名（会員２６名、会員外２名） 

 

  ⑮ 「知らないと困る！最新の税制改正 WEBセミナー」～電子帳簿保存法改正等について～ 

    （総財務委員会・業務支援委員会） 

    改正のポイントおよび建築士事務所（法人、個人）での対応方法などをご説明頂くと共に、令 

和５年１０月から適格請求書等保存方式が適用されることから、本年１０月１日より開始され 

た、適格請求書発行事業者の申請手続き等の内容について会員限定で講習会を開催した。 

 

開催日：２０２１年１２月１３日（月）ライブ配信 午前 

      会 場：ＷＥＢ講習会 

      受講者：３４名 

 

⑯ 『事例に学ぶ漏水事故調査の方法』～ＲＣ造編～ 講習会 

（指導委員会・マンション等の大規模修繕業務特別委員会） 

２０２１年７月開催「雨漏りの調査方法・調査報告書の書き方」講習会（木造）の「RC造編」 

として、２つの委員会が初めて合同にて開催。漏水事故調査実例・保険活用による修繕等、調 

査会社・保険代理店にも講師としてご参加頂き開催した。 

 

【第１回】 

開催日：２０２２年 ２月１０日（木）ライブ配信 午前 

    会 場：ＷＥＢ講習会 

    受講者：３９名 

 

【第２回】 
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開催日：２０２２年 ２月２２日（火）録画配信 午前 

    会 場：ＷＥＢ講習会 

    受講者：１３名 

 

【第３回】 

開催日：２０２２年 ２月２２日（火）録画配信 午後 

    会 場：ＷＥＢ講習会 

    受講者：１３名 

 

⑰ 横浜市北八朔自治会館竣工見学会（｢住･緑･家｣運営特別委員会） 

２０２０年３月～５月に開催した｢住･緑･家｣コンペで採用された「横浜市北八朔自治会館」が 

完成したため、竣工見学会を実施した。 

 

開催日：２０２２年 ２月２７日（日） 

      会 場：横浜市北八朔自治会館（横浜市緑区） 

      参加者：２０名（｢住･緑･家｣コンペ利用検討中の自治会の方も２名参加） 

 

  ⑱ 『伝統的構法による住まいの造り方』『限界耐力計算の簡易設計法の紹介』講習会 

（木造専門委員会） 

    限界耐力計算法により構造検討を実施し行い構造適合判定を経て石場建てを施工された配慮や

注意点を解説し完成までを紹介。併せて限界耐力計算法ダイジェスト版の解説。 

 

開催日：２０２２年３月４日（金）ライブ配信 午後 

      会 場：ＷＥＢ講習会 

      受講者：３６名（会員５名 会員外３１名） 

 

⑲ 「初めてのＢＩＭ操作」（GLOOBE Architect操作体験会）（業務支援委員会） 

ＢＩＭの活用が推進される中、各事務所が導入、活用に向けて踏み出す第一歩となるきっかけ 

づくりを目的とし、純国産ＢＩＭソフト「GLOOBE Architect」の操作体験会を実施した。 

 

開催日：２０２２年 ３月１０日（木） 

      会 場：神奈川県建築士事務所協会会議室 

      参加者：１名 

 

⑳ 「建物×不動産で活用する事例を学ぶ」 ～みんなでいっしょにまちづくりを～ 

    「景観整備機構指定勉強会 第３回」として、伊勢原市における景観重点地区の事例や株式会社 

エンジョイワークスの不動産分野における景観やまちづくりに対する実務レベルでの取り組み 

について勉強会を実施した。 

 

開催日：２０２２年 ３月２５日（金） 

      会 場：ＷＥＢ勉強会 

      参加者：２７名 

 

 (2)広報に関する事業 （広報情報委員会、会報誌編集特別委員会） 

 

    ① 機関誌の発行 

       会報「ＫＡＮＡＧＡＷＡ」を２０２１年４月～２０２２年３月に隔月発行し、日事連機関誌と 

共に会員に送付した。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 

        令和３年度神奈川建築コンクールは、昨年に引き続き、新型コロナウィルス感染症を考慮し、 

中止となった。 

 

② 相模原市指定景観整備機構 

  相模原市より平成３０年８月３日付けで景観法第９２条第１項の規定により、景観整備機構と 

して指定された。 

 

    相模原市建築・住まい政策課との意見交換会 計４回 

 

    ２０２１年 ４月３０日 令和３年度事業（協働企画、コロナ禍での活動）について 

          ７月２９日 協働企画、事業等の可能性、コロナ禍でのまちなみウォッチング 
実施について 

１０月２７日 協働企画、普及啓発事業等、コロナ禍でのまちなみウォッチング実 

施、景観形成重点地区「市役所前さくら通り」のごみ置場について 

    ２０２２年 １月２８日 普及啓発活動、J:COM「ぞっこん！相模原」への企画提案、調査研 
究活動等について 

 
③ 神奈川県建築会議 計１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開催。 

 

２０２１年１２月８日 役員会、総会 １．令和２年度事業報告（案）および収入・ 

                                     支出決算報告（案）について 

２．令和３年度事業計画（案）および予算（案） 

 について 

 

  ④ 共催及び後援名義使用承諾（関係団体） 

 

 ・令和３年６月２日～１５日 「3.11 東日本大震災～あの日から 10 年～写真展」開催に係る 

後援 （一般財団法人神奈川県建築安全協会） 

・令和３年１０月３１日 「ＪＩＡ神奈川建築フォーラム」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） 

    ・令和３年１１月１２日 「神奈川県の地震災害環境とハザード評価－地盤の震動特性から 

災害リスクを読む－」講演会開催に係る後援 

（一般社団法人日本建築学会関東支部神奈川支所） 
・令和４年２月１２日 令和３年度「建築セミナー2022」開催に係る後援 

（横浜市建築設計協同組合） 
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    ・令和４年３月５日 「JIA 神奈川建築 WEEK かながわ建築祭 2022」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） 

    ・令和４年３月２３日～２８日 「近代建築を超えて」海外建築視察回顧展開催に係る後援 
 

 (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」運営特別委員会） 

   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)を使用した木造住宅等の取得を希望する県民に対し、 

有償にて住宅等のプランを複数（会員より公募）提案する。 

     これまでの実績 ：２６物件（町内会館５件、自治会館２１件含む）のうち本年度１物件 

 

    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） 

 

     本年度実績：７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について、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日に施行された建築士法では、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：２０２１年 ６月２４日（木） 

      会  場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

          受講者：９名 

 

    【第２回目】 

       開催日：２０２１年 ９月１６日（木） 

      会  場：神奈川県建築士事務所協会 会議室 

          受講者：１１名 

 

【第３回目】 
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       開催日：２０２２年 ３月２４日（木） 

      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：２０２１年 ５月２５日（火） 

      会  場：横浜市技能文化会館 多目的ホール 

受講者：８２名 

 

    【第２回目】 

       開催日：２０２１年 ５月３０日（日） 

      会  場：横浜市技能文化会館 多目的ホール 

受講者：３１名 

 

【第３回目】 

       開催日：２０２１年 ５月３１日（月） 

      会  場：横浜市技能文化会館 多目的ホール 

受講者：４９名 

 

【第４回目】 

       開催日：２０２１年 ６月１１日（金） 

      会  場：横浜市技能文化会館 多目的ホール 

受講者：５８名 

 

【第５回目】 

       開催日：２０２１年 ６月１６日（水） 

      会  場：横浜市技能文化会館 多目的ホール 

受講者：５７名 

 

【第６回目】 

       開催日：２０２１年 ６月２９日（火） 

      会  場：横浜市技能文化会館 多目的ホール 

受講者：７６名 

 

【第７回目】 

       開催日：２０２２年 ２月１６日（水） 

      会  場：横浜市技能文化会館 多目的ホール 

受講者：６８名 

 

【第８回目】 

       開催日：２０２２年 ２月１７日（木） 

      会  場：横浜市技能文化会館 多目的ホール 
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受講者：４２名 

 

【第９回目】 

       開催日：２０２２年 ３月１０日（木） 

      会  場：横浜市技能文化会館 多目的ホール 

受講者：２８名 

 

【第１０回目】 

       開催日：２０２２年 ３月１１日（金） 

      会  場：横浜市技能文化会館 多目的ホール 

受講者：３２名 

 

【第１１回目】 

       開催日：２０２２年 ３月２２日（火） 

      会  場：かながわ労働プラザ 多目的ホール 

受講者：４３名 

 

【第１２回目】 

       開催日：２０２２年 ３月２９日（火） 

      会  場：かながわ労働プラザ 多目的ホール 

受講者：４６名 

 

   ⑧ 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 

    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。 

 

  ⑨ 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。 

 

  ⑩ 令和３年度耐震トータルサポート事業に伴う建築士派遣に関する覚書の締結 

（横浜市住宅供給公社） 

    「横浜市耐震改修促進計画」に基づき、横浜市が指定する建築物の建物所有者や管理組合を対 

    象に、横浜市による耐震化の働きかけに加えて、建築士等による支援を行うことで、課題の解 

    決を図り、設計から工事まで計画的に耐震化を促進することを目的とする標記事業に建築士を 

    派遣協力することについての覚書を締結した。 

 

  ⑪ 神奈川県県営住宅建替え PPP/PFIプラットフォームへの参画（神奈川県） 

 

    今後の県営住宅の建替えにあたり、地元企業が参画しやすい PPP/PFI事業の実施に向けた検討 

を進めるため、神奈川県が設立した「神奈川県県営住宅建替え PPP/PFIプラットフォーム」へ 

の参画。 

 

  ⑫ かながわ木造・木育アドバイザー事業への協力（神奈川県） 

 

    近年公共建築物等木材利用促進法の施行や、森林環境譲与税の創設等により、木材利用の機運 
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が高まっている中、今まで木材利用等の経験の少ない県内の市町村において、公共施設の木造 

化・木質化や、環境教育等の事業化を検討する際に生じる疑問や課題等に、県が登録したアド 

バイザー団体が、疑問の解消や課題の解決へ向けて相談員を派遣しアドバイスを行うことで、 

市町村の木材利用等に関する取組みを促進させることを目的とする事業に木造建築のアドバイ 

ザー団体として登録した。 

 

  (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 ※新型コロナウィルス感染症を考慮し、中止。 

 

⑥ スポーツ大会 ※新型コロナウィルス感染症を考慮し、中止。 

 

 

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日から、事務所登録及び閲覧業務を開始した。 

 

     １．２０２１年度登録の受付状況（２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日） 

項目＼種別 一 級 二 級 木 造 合 計 

新 規 登 録 207 68 0 275 
更 新 登 録 771 248 0 1,019 
変 更 届 1,250 238 0 1,488 
廃 業 届 182 56 0 238 
期 間 満 了 63 21 1 85 
閲 覧  198 
登録証明書  194 
合 計  3,497 

 

     ２．登録数（２０２２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 

4,412 1,416 6 5,834 

 

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 山口 英生 

      3)神奈川県建設業国民健康保険組合         理事 小林 幸一 

                〃                           組合会議員 雨森 隆子・有泉 絵美 

      4)神奈川県生コンクリート品質管理監査会     委 員  小松 正道 
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      5)神奈川県ＣＰＤプログラム審査評議会     委 員  小澤 勝美（永島 優子） 

･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 大和田 優 

                〃                          運営部会部会員  渡邉  靖 

     7)公益社団法人かながわ住まい・まちづくり協会  理 事  山口 英生 

    8)〃 神奈川県安心リフォーム推進部会     部会員 福田 亮一 

    9)〃 災害時相談体制検討会          部会員 福田 亮一・酒井 弘幸 

     10)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 

              〃                                  〃      齋藤  清 

              〃                                  〃      山口  雄 

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

   12)川崎市固定資産評価審査委員会                委 員  酒井 弘幸 

   13)座間市固定資産評価審査委員会                委 員  酒井 弘幸 

     14)既存建築物耐震診断・改修等推進              委 員 酒井 弘幸 

     全国ネットワーク委員会 

   15)神奈川県住宅・建築関係事業者支援協議会 運営調整員 磯部  崇 

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

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

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

   19)神奈川県森林審議会             委 員 大西 智子 

   20)かながわブランド県産木材品質認証委員会   委 員 渡邉  靖 

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

        〃    企画             委 員 永島 優子 

        〃                     〃  田中 成佳 

        〃    ＣＰＤ部会         委 員 相馬 立夫（小山美智恵） 

        〃                    〃  野口謙次郎（数田  亨） 

        〃    既存建物耐震委員会委員   委 員 叶野  聡 

        〃 応急危険度判定等に係る協定関係  委 員 大和田 優 

        〃                                      〃  早川 慶太 

   22)神奈川県下マンション管理アドバイザー    委 員 鈴木  與 

     ＣＰＤ制度全体会議 

   23)神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例  委 員 山口 英生 

     見直し検討会議委員 

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

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

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

   27)鎌倉市建築審査会              委 員 久寿米木恵美子 

   28)鎌倉市都市計画審議会            委 員 永利鈴美子 

29)かながわ森林・林材業活性化協議会及び    構成員 渡邉  靖 

かながわ木づかい推進協議会のあり方検討 

に係るプロジェクトチーム 
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７．日事連関係 

 

   1)日事連                    副会長 白井  勇 

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

3)景観・まちづくり特別委員会          委 員 小澤 勝美 
   4)既存住宅状況調査専門委員会          委 員 山口  雄 

    5)会誌編集専門委員会              委員長 小泉  厚 
   6)財務改革ワーキンググループ          委 員 白井  勇 

   7)働き方改革推進ワーキンググループ       委 員 白井  勇 

8)建賠保険担当                 委 員 白井  勇 

   9)ＪＡＡＦ－ＭＳＴ担当              委 員 江間 昭彦 

  10)６０周年事業特別委員会「記念式典企画分科会」 主 査 白井  勇 

11)     〃     「記念誌刊行分科会」  委 員 小泉  厚 

 

 (1)総 会  計１回 

 

     ２０２１年  ６月２３日  第６９定時総会（令和２年度・決算総会） 

               ・令和２年度事業報告 
               ・令和２年度決算承認の件 
               ・会費規程変更承認の件 

               ・補欠の理事の選任の件 

 

 (2)全国会長会議  計２回 

 

     ２０２１年 ６月２３日 第１３５回会議 

               ・熊本大会の開催に向けての報告 

               ・単位会組織強化支援事業についての報告 

               ・第６９回定時総会議題について 

 

２０２１年１２月 ７日 第１３６回会議 

・令和３年度上半期事業報告及び決算報告 

・令和３年度単位会組織強化支援事業の報告 

・令和４・５年度役員候補者の推薦手順と選任方法について 

 

 (3)常任理事会  計３回 （Ｗｅｂ会議） 

 

   ２０２１年  ９月 ７日 ・令和３年度日事連建築賞の受賞者決定の件 

・令和３年度の建築士事務所全国大会等の中止及び令和４年度以降の 

開催順等決定の件 

・単位会組織強化支援事業決定の件 

・９月通常理事会の議題等について 

 

１１月２４日 ・第１３６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 

       ・令和３年度単位会組織強化支援事業の審査の決定の件 

・令和３年度上半期事業報告及び決算報告について 

・令和４・５年度役員候補者の推薦手順と選任方法について 

・令和４年度日事連建築賞の募集等について 
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・６０周年事業概案及び６０周年事業特別委員会傘下の分科会の設置 

について 

・令和４年度建築士事務所賠償責任保険の制度改定について 

・１２月通常理事会の議題等について 

 

２０２２年 １月２０日 ・令和４年度事業計画及び収支予算作成に向けて 

 

 (4)理事会  計４回 （Ｗｅｂ会議） 

 

   ２０２１年  ６月 ３日 ・第６９回定時総会議案等の承認の件 

                      ①令和２年度事業報告 

                       ②令和２年度決算承認の件 

                ③会費規程の変更の件 

                ④補欠の理事の選任の件 

                    ・ＢＩＭ支援事業の開始に伴う令和３年度収支予算の変更の承認の件 

                             ・第６９回定時総会等のスケジュール及び運営の承認の件 

                     ・会員増強単位会表彰の承認の件 

                     ・年次功労者表彰の承認の件 

                     ・令和３年度建築士事務所キャンペーンの実施の承認の件 

                      ・６０周年事業特別委員会の設置の承認の件件 

 

                 ９月１５日  ・常任理事会専決事項の承認の件 

                     ①令和３年度日事連建築賞の受賞者決定の件 

                ②令和３年度の建築士事務所全国大会等の中止及び令和４年度以降 

の開催順等決定の件 

                ③単位会組織強化支援事業決定の件 

 

１２月 ２日 ・常任理事会専決事項の承認の件 

①第１３６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 

②令和３年度単位会組織強化支援事業の審査の決定の件 

・令和３年度上半期事業報告及び決算報告の承認の件 

・令和４年度日事連建築賞の募集等の承認の件 

・６０周年事業概案及び６０周年事業特別委員会傘下の分科会の設置 

の承認の件 

・令和４年度建築士事務所賠償責任保険の制度改定の承認の件 

・令和４年度第４４回建築士事務所全国大会（熊本大会）の開催日等 

の承認の件 

 

２０２２年 １月２０日 ・令和４年度事業計画の承認の件 

・令和４年度収支予算の承認の件 

・令和３年度建築士事務所全国大会（熊本大会）の中止に伴う精算の 

承認の件 

・第４４回建築士事務所全国大会（熊本大会）の実施要領の承認の件 

・既存住宅状況調査技術者講習の登録機関の更新の承認の件 

・令和４年度共同要望運動の実施の承認の件 

 

 (5)関東甲信越ブロック協議会  計４回 （Ｗｅｂ会議） 
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   ２０２１年 ５月２８日  第１６３回関ブロ会議 

               ・単位会からの協議提案事項について 

               ・事務所登録業務における変更届等の手数料について 

 

１０月 ８日  第１６４関ブロ会議 

・令和元年度・２年度事業報告及び収支決算報告 

・令和３年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

・単位会からの協議提案事項について 

 

２０２２年 １月１４日  第１６５関ブロ会議（会長会議含む） 

・令和４・５年度日事連会長候補者の１次推薦について 

 

         ３月２５日  第１６６関ブロ会議（会長会議含む） 

               ・令和４・５年度日事連副会長、常任理事、理事、監事について 

・日事連サービス役員について 

・単位会からの協議提案事項について 

 

 (6)首都圏連絡会議  計０回 

 

 (7)全国事務局連絡会議  計１回 （Ｗｅｂ会議） 

 

２０２１年 ７月２０日 ・会費規程の変更について 

            ・単位会組織強化支援事業について 

・実施予定の講習について 

・会誌発行方法の変更について 

・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） 

・建築士事務所賠償責任保険及び所得補償保険について 

（日事連サービス） 

・建築士事務所企業年金基金について（基金） 

・令和３年度適合証明技術者の新規・更新の受付について 

・主な会議日程について 

 

 

 (8)建築士事務所全国大会（熊本大会） ※新型コロナウィルス感染症を考慮し、中止。 
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