報告事項(1)

平成 29 年度事業計画
Ⅰ

基本方針
平成 23 年度より公益社団法人へ移行し、分かりやすい運営を心掛けているところですが、今後も
さらに検討を加え、多くの会員の方々が活発に活動に参加できるよう、分かりやすく魅力のある会
の運営を目指します。
会員数の減少を食い止めるとともに、引き続き増大に向けた施策を検討し、できるところから実
行していきます。
建築士を取り巻く環境は、熊本地震の発生に見られるように想定の範囲にとどまらない自然の脅
威と常に対峙しており、建築士会としては会員の技術の向上を目指し、建築士会技術研修を始め、
会員に向けた的確な情報提供を行うため、講習会等の充実を図ってまいります。
建築士法の改正により、業務報酬基準に準拠した委託代金による契約締結の努力義務規定が設け
られました。
一方、
国土交通省では告示第 15 号の見直しに向けた議論が本格化しようとしています。
基準に準拠した契約締結の実効性を高めるための努力を続けてまいります。
事務局が名古屋商工会議所ビルへ移り、商工会議所の会員となりました。他団体との交流も図り
ながら、会員の皆様が使いやすい事務局となるよう計画・運営してまいります。
平成 29 年度の愛知建築士会運営にあたっての重点施策は以下のとおりです。
これらの施策を実行、
実現するためには、青年及び女性委員会の活発な活動と本会及び支部の連携が不可欠です。特に、
青年や女性委員の自由な発想と、地域との結びつきが強い支部の役割が大きいと考えております。
皆様の協力のもと事業の推進に努めてまいります。
○ 多くの会員が参加しやすい、分かりやすく魅力のある会の運営を目指す。
○ 会員の減少をくいとめ増大に向けた施策を検討し実行する。
○ 公益目的事業を推進する。
○ 建築士会技術研修をはじめ、各種講習会等の充実を図る。
○ 支部活動の活性化を図り、地域住民との交流を支援し、建築士の認知度を高める。
○ 一般市民の相談窓口として建築の専門家集団としての意識を高め、社会に貢献する。
○

安全、安心の街づくりを目指し、防災・防犯についても充分な検討を行い公共団体に協力
する。

○

住みやすい環境を提供するために、地域の持つ歴史的独自性に着目し、より魅力ある街
並み作りに貢献する事業を支援する。

○ 建築関係団体との交流を深め、連携を強化する。

Ⅱ

個別事業計画

１

公益目的事業の活動

1)

建築士試験並びに建築士の登録及び建築士名簿の閲覧、専攻建築士認定等に関する事業として
以下のことを行う。

① 愛知県内における建築士試験の業務として、一級建築士、二級建築士、木造建築士の受験の受
付、資格審査及び試験会場の手配、試験の実施等に関する業務を行う。
② 一級建築士の登録窓口及び登録閲覧業務として、一級建築士登録の受付、申請内容の審査及び
免許証明書の発行並びに登録者の閲覧等に関する業務を行う。
③ 二級建築士・木造建築士登録閲覧業務として、二級建築士及び木造建築士の受付、申請内容の
審査、登録及び免許証明書の発行並びに登録者の閲覧業務及び登録証明書の発行等に関する業
務を行う。
④ 専攻建築士制度業務として、専攻建築士の新規及び更新の募集・受付を行うと共にＣＰＤ単位
の確認、実務経歴等の審査及び更新案内書の作成等に関する業務を行う。
2)

建築に関する専門的な知識及び技術の習得の機会を提供する事業として、以下の事業を行う。

① 一級・二級・木造建築士の定期講習会を開催する。
② 建築士会技術研修や研修会・講習会を逐次開催する。
③ あいちヘリテージマネージャーのレベルアップ講座を開催する。
④ 二級建築士試験受験者のための受験講習会を開催する。
⑤ 支部主催による講習会及び研修会を開催する。
⑥ 主に支部を中心にした施設見学会を開催する。
3)

展示会事業として、第 47 回建築総合展ＮＡＧＯＹＡ2017 を開催する。
・ 平成 29 年 10 月 12 日（木）～14 日（土）の 3 日間
・ 名古屋中小企業振興会館（吹上ホール）
・ 参加企業・団体(目標) 100 社・団体 小間数 150 小間

4)

継続能力開発制度（ＣＰＤ制度）事業として以下のことを行う。

①

新システムによるＣＰＤ制度の普及啓発活動を実施する。

②

新システムによる、プロバイダー登録者、研修プログラムの認定及び認定プログラムの公開並
びに研修プログラム出席者のＣＰＤ単位登録を行うとともに、研修プログラム認定の増加促進
に努める。

5)

民間木造住宅耐震診断事業として、
春日井市始め 36 市町村より耐震診断事業を受託し実施する。
耐震診断戸数は２，1００件／年を予定する。

6)

愛知県内１４の工業高校、専門学校等の生徒を対象に表彰制度事業を実施する。

7)

建築設計競技会業務として、学生コンペを実施する。
・募集時期

８月末予定

・第一次審査

9 月中旬 入賞作品 6 点を決定する。

・最終公開審査 10 月 14 日（土）予定
8)

建築に係る調査及び研究並びに建築士等に対する情報の提供を行う事業として以下の事業を行
う。

① 建築関連情報月刊誌「愛知の建築」の編纂及び発行
② 建築情報発信サイト「愛知建築士会ホームページ」の管理運営

9)

県民及び会員に対する建築相談業務として、建築に関する技術的な事項の相談業務を行う。
・ 県民向け相談予定回数は 47 回／年
・ 会員向け相談予定回数は 47 回／年

10)

愛知地域貢献活動助成業務として、地域貢献活動を実施している団体を募集し、内容を審査の
上活動費に助成を行う。

・ 募集時期

５月中旬

・ 選考会

７月上旬

11)

２

あいち認証材利用促進事業として、愛知県より事業を受託し、実施する。

収益目的事業等の活動

1)

公益目的事業の推進に資するための事業として以下のことを行う。

① 建築関連の図書の委託販売を行う。
・ 「建築設計・監理等委託契約書類」の販売。
・ 「工事請負契約約款契約書関係書式｣の販売。
・ 建築関係図書の販売。
・ その他
② 各団体と提携し設置された協議会等に会員として参加し、活動する。
・ 建築八団体連絡会による新年互礼会の開催。
・ 中部建築賞協議会への協力。
・ 名古屋市都市再開発促進協議会への協力。
・ 愛知ゆとりある住まい推進協議会への協力。
・ 中部デザイン団体協議会への協力。
・ 愛知まちなみ建築賞への協力。
・ 愛知県建築物地震対策推進協議会への協力。
・ 愛知県建築開発等行政推進団体協議会への協力。
・ 愛知県地震災害軽減システム研究協議会への協力。
・ (一財)愛知県建築住宅センターの事業への協力。
・ 建築関係団体が行う講演会等の後援及び協賛。
・ 建築関係団体との連携及び協力推進。
・ その他
③ 会員の福利増進に関する事業を実施する。
・ 全国大会・建築士会東海北陸ブロック会への参加。
・ 会員相互の福利厚生増進に関する事業を行う。
・ (公社)日本建築士会連合会のグループ保険及び共済補償への協力。
・ その他

Ⅲ

委員会の活動

1. 常設委員会
① 総務委員会
1) 会員優遇措置の拡大に関する検討をする。
2) 会員及び特別準会員募集と建築士会のＰＲについて検討する。
3) 一級・二級・木造建築士の新規合格者を対象に免許登録の集中受付を実施する。
4) 会員増大の推進について検討する。
5) 全国大会への参加の取りまとめを行う。
6) その他
② 財務委員会
1) 建築士会の財務の健全性の確保について検討する。
2) 支部会計報告書及び委員会事業報告書について検証する。
3) 建築士会予算の検討及び執行状況を検証する。
4) 建築士会「会計報告マニュアル」の見直し及び「ガイドライン」の確認を行う。
5) その他
③ 編集委員会
1) 月刊誌「愛知の建築」の編集・発行を行う。
2) 掲載記事、特集等の企画及び研究を行う。
3) 愛知建築士会ホームページを活用し記事の補充や情報発信を行う。
4)その他
④ 広報委員会
1) 愛知建築士会ホームページの充実を図る。
2) 各委員会及び支部ＨＰの開設及び活用に対する支援をする。
3) 本会事業及び支部事業の広報活動を行う。
4) その他
⑤ CPD・専攻建築士制度委員会
1) CPD 制度及び専攻建築士を一般社会に理解を深めるための施策を検討する。
2) CPD 制度における研修プログラムの認定及びプロバイダー登録の普及・啓発並びに受付及び
認定を行う。
3) 専攻建築士の登録申請及び更新申請の受付及び審査を実施する。
4) 専攻建築士名簿【愛知県版】の普及を図る。
5) その他
⑥ 愛知地域貢献活動センター委員会
1) 地域貢献活動団体の募集及び審査をし、助成をする。
2) 関係団体に対し地域貢献活動に対する支援を要請する。
3) 建築総合展の開催に合わせ「まち＆ひとづくり」セミナーを開催する。
4) その他
⑦ まちづくり委員会
1) まちづくりワークショップを開催する。
2) 研修見学会を開催する。
3) その他
⑧ 試験運営委員会
1) 建築士試験の申込み受付及び審査を実施する。
2) 建築士試験の監理業務に従事する。

3) 浄化槽設備士及び浄化槽管理士試験の監督業務に従事する。
4) その他
⑨ 学生コンペ委員会
1) 第 12 回学生コンペを実施する。
2) 優秀作品の展示会を開催し、各メディアへ情報発信する。
3) 応募した学生等に建築士会のＰＲを行う。
4) 学生に対し特別準会員の入会活動を行う。
5）高等学校の生徒を対象とした建築甲子園の地区予選を開催する。
6）その他
⑩ 建築構造委員会
1) 建築構造に関する技術的研究をし、取得情報を会員へ発信する。
2) 意匠系建築士への建築構造に対する木構造研修会を開催する。
3) 意匠設計者のための構造注意事項講座のホームページの更新。
4) その他
⑪ 法規委員会
1) 会員の知識・能力向上のための施策を検討し実施する。
2) 講習会・研修会・セミナーを開催する。
3) 委員会における研究事項及び取得情報をホームページ、会誌等により発信する。
4) 法令（基準法・士法）に関し、行政との意見交換、コメント提出等を行う。
5) その他
⑫ 技術研修委員会
1) 会員の技術・技能向上のための施策を検討し実施する。
2) 研究事例及び取得情報についてホームページ、会誌等により発信する。
3) 実習研修(しっくい塗り、珪藻土塗)を実施する。
4) 県より本会が受託した「あいち認証材利用促進事業」を実施する。
5) その他
⑬ 木塾委員会
1) 木造建築の特性の理解及び人材育成のための企画及び研究をする。
2) 木塾「木と建築を学ぶ」をテーマにした講座を開催する。
3) 木造建築に関する現場見学会を開催する。
4)その他
⑭ 受験講習委員会
1) 新たな建築士を育成するための企画を検討する。
2) 二級建築士学科試験受験者のための建築士受験準備講習会を開催する。
3) 講習会の充実と受講者の増強について検討を行う。
4) その他
⑮ 建築展委員会.
1) 第 47 回建築総合展のテーマ展示、催事、セミナー、建築相談等を企画・運営する。
2) 第 47 回建築総合展 NAGOYA 2017 を平成 29 年 10 月 12 日（木）～14 日（土）の 3 日間、名古
屋中小企業振興会館（吹上ホール）で開催する。
3) 出展企業の拡大を図るための募集活動方策を検討し、実施する。
4) 建築士会のＰＲコーナーを設置運営し、広報活動の充実を図る。
5) 建築展に合わせ建築士デー懇親会を開催する。
6) その他
⑯ 教育講習委員会
1) 一級・二級・木造建築士定期講習の企画・運営を行う。

2) 建築士会技術研修の企画・運営を行う。
3) 研修会・講習会・現場研修会等の企画・運営を行う。
4) その他
⑰ 監理技術講習委員会
1) 「監理技術者講習」更新講習を実施する。
2) 同上に関する、計画・企画・運営を立案し実施する。
3) その他、監理技術者講習に関する事項を検討し実施する。
⑱

青年委員会
1) 委員オリエンテーション及び定例会を開催する。
2) 東海北陸ブロック会青年建築士協議会に参加する。
3) 全国大会・ 全国青年建築士フォーラムに参加する。
4) 建築研修旅行を開催する。
5) 建築家講演会を開催する。
6) 各種勉強会及び各種講演会等を開催する。
7) 建築士会 PR 事業を実施する。
8) 地域貢献活動を実施する。
9) 青年委員会ホームページの管理を行う。
10）その他

⑲

女性委員会
1) 東海北陸ブロック会女性建築士協議会に参加する。
2) 全国女性建築士連絡協議会に参加する。
3) 全国大会に参加する。
4) 講習会、セミナーを開催する
5) 見学研修会を開催する。
6) わたしらしい住まいづくり展を企画運営する。
7) 女性委員会ホームページの管理を行う。
8）30 周年記念事業を実施する。
9）住宅調査研究(準備)、防災調査研究(準備)を行う。
10) その他

特別委員会
①

会員増大推進特別委員会
1) 会員増大のための施策を検討し、実行する。
2) 新規会員の発掘及び入会勧誘キャンペーンを企画実施する。
3) 会員の退会の防止策を検討し実施する。
4) 新入会員の早期退会の防止策を検討し実施する。
5) その他

② 災害対策特別委員会
1) 被災後の対応について調査研究を行う。
2) 地震災害時の応急対策活動の協力に関する協定の締結に向け支援・協力する。
3) その他
③ 建築相談特別委員会
1) 県民に対する建築相談業務を行う。
2) 会員に対する建築相談業務を行う。
3) 県の建設工事紛争相談業務に相談員を派遣する。
4）その他

Ⅳ

支部の活動
① 海部・津島支部
総会、役員会の開催、支部事業（講習会、見学会）の実施、親睦事業（支部交流会（家族交
流会））の実施、津島スポーツフェスタに参加、本会事業（建築総合展・建築士デー、全国
大会）に参加、地域貢献事業（避難所応急危険度判定）の実施、その他。
②

安城支部
総会、役員会の開催、支部事業（法令講習会、支部研修会、木造住宅耐震診断事業、安城支
部 60 周年事業）の実施、親睦事業の実施、本会事業（建築総合展・建築士デー、全国大会）
に参加、地域貢献事業（七夕事業建築相談会）の実施、その他。

③

一宮支部
総会、役員会の開催、支部事業（講習会、研修見学会、木造住宅耐震診断事業）の実施、地
域貢献活動の実施、本会事業（建築総合展・建築士デー、全国大会、新年互礼会）に参加、
青年委員会事業の実施、その他。

④

岡崎支部
総会・役員会開催、岡崎市の事業（一日合同行政相談所、建築相談、建築・開発指導パト
ロール、木造住宅耐震診断委員会委員の派遣、岡崎市文化基本構想に基づく歴史的建造物
の調査）に参加、支部事業（「三河総合住宅展」へ建築相談員派遣、講習会、研修見学会、
岡崎技術工学院へ講師派遣、青年委員会企画事業、景観整備機構としての地域貢献活動調
査研究）の実施、西三 5 支部連絡協議会に参加、本会事業（建築総合展・建築士デー、全
国大会）に参加、その他。

⑤

春日井支部
総会、役員会の開催、春日井市の事業（推協違反建築パトロール、建築相談、安全なまち
づくり協議会現地調査、違反広告物簡易除去活動、市防災訓練）に参加、支部事業（講習
会・勉強会、見学・研修旅行、研修会、木造住宅耐震診断事業）の実施、本会事業（建築
総合展・建築士デー、全国大会）に参加、青年委員会及び女性委員会の活動の実施、その
他。

⑥

蒲郡支部
総会、役員会の開催、蒲郡市の事業（推協モニターパトロール、市防災訓練）に参加、地
域貢献事業（蒲郡まつり出店）
、地域体験学習（まんがん船体験）の実施、支部事業（研修
見学会、講習会、木造住宅耐震診断事業）の実施、親睦事業の実施、本会事業（建築総合
展・建築士デー）に参加、その他。

⑦

刈谷支部
総会、役員会の開催、刈谷市・知立市・高浜市の事業（推協モニターパトロール）に参加、
支部事業（講習会、研修旅行、研修会）の実施、地域貢献事業（刈谷わんさか祭り

木工

作コーナー）の実施、西三 5 支部連絡協議会参加、親睦事業の実施、本会事業（建築総合
展・建築士デー）に参加、その他。
⑧

小牧支部
総会、役員会の開催、住宅無料相談、耐震改修工事相談、小牧市事業（推協モニターパト
ロール、こまき市民まつり（地域貢献事業）
、こまきシティマラソン）に参加協力、支部事
業（一泊建物見学旅行、講習会、木造住宅耐震診断事業）の実施、親睦事業の実施、本会

事業（建築総合展・建築士デー）に参加、その他。
⑨

瀬戸支部
総会、役員会の開催、尾張旭市の事業（建築相談）に参加、支部事業（講習会、見学会、木
造住宅耐震診断事業）の実施、親睦事業の実施、本会事業（建築総合展・建築士デー、全国
大会）に参加、その他。

⑩

豊川支部
総会、役員会の開催、豊川市の事業（建築相談）、支部事業（ビジネス交流会、講習会、勉
強会、木造住宅耐震診断事業）
、親睦事業の実施、本会事業（建築総合展・建築士デー、全
国大会）に参加、その他。

⑪

豊田支部
総会、役員会の開催、豊田市の事業（防災まちづくり啓発推進業務）に参加、支部事業（講
習会、見学会、女性建築士・地域建築士作品展、木造住宅耐震診断事業）の実施、親睦事
業の実施、本会事業（建築展・建築士デー、全国大会）に参加、その他。

⑫

豊橋支部
総会、役員会の開催、支部事業（講習・講演会（街づくり）
、最新情報セミナー、見学会、
地域貢献活動、木造住宅耐震診断事業）の実施、親睦事業の実施、本会事業（建築総合展・
建築士デー）に参加、その他。

⑬

西尾支部
総会、役員会の開催、支部事業（講習会、研修会、勉強会、研修見学会、市防災カレッジ
講師派遣、木造住宅耐震診断事業）の実施、本会事業（建築総合展・建築士デー）に参加、
その他。

⑭

半田支部
総会、役員会の開催、支部事業（一泊研修見学会、講習会、青年委員会見学会、女性委員
会見学会、木造住宅耐震診断事業、木造耐震ネットワーク知多支援、地域貢献事業（まち
づくり事業）
、広報活動（the City の発行））の実施、親睦事業の実施、本会事業（建築総
合展・建築士デー、全国大会）に参加、その他。

⑮

尾北支部
総会、役員会の開催、支部事業（講習会、見学会、50 周年記念研修旅行、木造住宅耐震診
断事業）の実施、親睦事業の実施、本会事業（建築総合展・建築士デー、新年互礼会）に
参加、その他。

⑯

碧南支部
総会、役員会の開催、碧南市の事業（建築相談、大浜てらまちウォーキング）に参加、支
部事業（講習会、見学会、勉強会、木造住宅耐震診断事業、碧南支部 60 周年事業）の開催、
親睦事業の実施、本会事業（建築総合展・建築士デー）に参加、その他。

⑰

名古屋中支部
総会、役員会の開催、支部事業（講習会、見学会、行政懇談会）の実施、親睦事業の実施、
本会事業（建築総合展・建築士デー、全国大会）に参加、その他。

⑱

名古屋名東支部
総会、役員会の開催、支部事業（研修見学会、研修勉強会、地域貢献（名東の日）、支部間
交流イベント）の実施、親睦事業の実施、本会事業（建築総合展・建築士デー）に参加、
その他。

⑲

名古屋みなと支部

総会、役員会の開催、支部事業（講習会、研修会、研修見学会、一泊研修見学会、講演会
とお茶会）の実施、親睦事業の実施、本会事業（建築総合展・建築士デー、新年互礼会）
に参加、その他。
⑳

名古屋名南支部
総会、役員会の開催、支部事業（講習講演会、見学会、研修会、木造住宅耐震診断事業、
新入会員歓迎会）の実施、地域貢献事業（瑞穂区民まつり・緑区民まつりに参加）の実施、
親睦事業の実施、本会事業（建築総合展・建築士デー、新年互礼会、全国大会）に参加、
その他。

21
名古屋西支部
○

総会、役員会の開催、支部事業（研修勉強会、研修見学会、木造住宅耐震診断事業、新入
会員歓迎会）の実施、構造設計者の集い、支部報「めいせい」発行、美濃路まちづくり推
進協議会活動補助、四間道・那古野界隈まちづくり協議会に参加、親睦事業（写真部、山
歩き会）の実施、本会事業（建築総合展・建築士デー）に参加、その他。
22
名古屋北支部
○

総会、役員会の開催、支部事業（研修会、地域活動勉強会（ナゴヤマチケン）、講演会と見
学会、地域探検と健康 街なかウォーキング、街歩き研修（ナゴヤマチケン）、防災宿泊研
修、見学会、いくいくみしる、支部交流事業、新入会員歓迎会、第 9 回建築コンクール、
研修旅行）を実施、親睦事業の実施、本会事業（建築総合展・建築士デー）に参加、その
他。

Ⅴ

事務局
・公益社団法人としての業務及び事業推進に努める。
・会員サービスの向上と事務処理の能率 UP 等に努める。
・新規事業の円滑な推進に努める。
・建築士会ホームページの維持管理。
・建築八団体共催の講習会、セミナーの開催計画等について参画、協力する。
・建築八団体共催「新年互礼会」の開催計画等について参画、協力する。
・職場環境の美化に努める。
・その他

