
 

平成 30 年度 事業報告 
（自 平成 30 年 4 月 1 日 ～ 至 平成 31 年 3 月 31 日） 

 

Ⅰ 重点事業 

計画 実施 

１ シニア事業の実施、検討  

シニア会員が活き活きと活動できるよう、平

成 29 年度に取り組んだ同好会活動とともに、新

たなシニア向け講習会等を実施する。 

(1)シニアの集い 
・第 1 回ミニセミナー（5/31） 
「東日本大震災－陸前高田の復興」萩野良允氏 23 名 
・第 2 回ミニセミナー（7/26） 
「近くて遠い国との研究交流」棈木紀男会員 18 名 
(2)ゴルフ同好会 
・第 4 回コンペ（10/31）チェックメイト CC 32 名 
・第 5 回コンペ（3/28）東京カントリ－倶楽部 32 名 
(3)囲碁同好会 
・対局会 4 回開催（6/23 10 名、8/25 11 名、10/13 10 名、12/15 

8 名）本会会議室 
(4)絵画同好会 
・第 1 回スケッチ会に向け準備会を開催（1/16） H31/4/9 開催 
(5)会員への情報提供 
・会員情報紙「掲示板」に「“シニア会員向け”情報コーナー」を掲

載（12 回） 

２ 相談事業の取り組み  

定款目的の「公共の福祉の増進に寄与」等、

本会の公益的な役割を担うための事業として、

平成 29 年度の取り組み（相談員資格者講習によ

る資格者名簿の作成、神奈川県弁護士会との連

携協定締結)を踏まえて、以下のテーマを実施す

る。 

・既存相談体制への「つなぎ」を軸とした「ワ

ンストップ」相談体制の試行 

・相談員の活用 
 

(1)既存相談体制への「つなぎ」を軸とした「ワンストップ」相談体
制の試行 

・事務局職員による他相談機関への紹介を実施 
(2)相談員の活用 
ア コアメンバー会議（9/21） 
・相談員全体の会議の開催とその運営について協議 
イ 第１回建築相談室会議（相談員全員の会議）（11/13） 
検討事項 
・相談会の開催計画 
・相談マニュアルの作成 
・相談員養成講習会の実施（連合会との共催） 
・会員向け法律相談の実施 

３ 会員増強  

「入会促進」「退会抑制」等を、引き続きすべ

ての支部・委員会によりあらゆる機会をとらえ

て継続的に取組むべき事業とし、平成 29 年度の

実績を踏まえて以下のテーマを実施する。 

・「お試し会員」制度の強化(入会案内活動従事

者の拡大(平成 28 年度は総務企画委員会主体

であったが、役員や他委員会からもメンバー

を募り「会員増強検討会」を組織)、既資格者

をお試し会員とし、お試し期間の３ヶ月→６

ヶ月延長、支部等による広報強化) 

・新入会員紹介等の広報の強化(SALON の活用、

会員意見の取材等による広報内容の充実） 

・会員増強支部支援交付金の創設 

・既存住宅インスペクション等、既存会員のビ

ジネスチャンス拡大につながる事業の紹介 

・増強担当意見交換会の実施 
６回実施 会員増強事業と委員会見直しの意見交換 

・理事会での報告 
増強担当、支部、委員会で実施状況の報告 
理事会での情報共有と各理事への増強事業への啓発 

(1)「お試し会員」制度の強化 
・役員及び総務企画委員会委員等による新規合格者入会案内活動 
 お試し会員 約 400 名 
・既資格者お試し会員制度の導入 6 名（湘南 3 名、相模原 3名） 
(2)新入会員紹介等の広報の強化 
・SALON の活用による会員への報告 

SALON に増強事業のスペースを確保し会員へ報告 
3 月号に増強事業特集を組み増強活動への理解と参加の呼び掛け 
新入会員名簿を掲載 
活動会員ではない会員より投稿記事を掲載 

(3)会員増強支部支援交付金の創設 
・会員入会及び退会抑制を目的とした事業を主催する支部に対して

その事業費用の一部を助成する制度。7 支部に交付。 
(4)既存住宅インスペクション技術者の活用 
・既存住宅状況調査技術者講習 新規 2 回開催 

4/3 神奈川県建設会館 107 名、10/3 関内新井ホール 26 名 
・住宅保証機構との共催による「瑕疵担保保険検査機関の事前登録

のための講習会」（6/20 会員限定）約 30 名 
・宅建業協会との連携 

本会会員の受講修了者名簿（希望者のみ）提供し活用を依頼 
平成 30 年度は瑕疵担保保険検査の可否の欄を追加 
 

・弁護士及び建築士の紹介等に関する協定実施 
 会員からの弁護士紹介依頼 1 件 



 

 

Ⅱ 支部の活動 

計画 実施 

１ 横須賀支部  

Ⅰ 基本事業活動 
・本会事業に協力、委員会活動に参加 
 
 
 
・行政協力及び建築技術の調査、研修 
・会員相互の親睦調和、他団体との交流 
・情報の収集、伝達 
・建築ネットワーク活動に参加 
・他支部との連携協力 
・本部ホームページへの積極参加・支部ホーム
ページの充実 

・三役会、役員会（幹事会）の実施 
 平成 30 年度は、上記諸事業を積極推進し、建
築士の社会的地位と建築技術の向上をはか
り、建築士会の活性化に努め、併せて社会の
ニーズに寄与していきたい。 

Ⅱ 本会事業への協力活動 
・建築士試験に協力  
・本会委員会に積極参加 
 
 
 
・会費の完納、会員の増強 
 
 
 
 
・CPD と専攻建築士制度の登録、加入に協力 
Ⅲ 行政との連携・協力活動 
・建築に関する法令等の講習会開催 
・横須賀市特定建築行為紛争調整委員会に協力 
 
Ⅳ 親睦・交流活動 
・会員の親睦調和をはかる諸計画の実施 
 
Ⅴ 調査・研究活動 
・地震発生時に伴う震後対策の研究推進 
Ⅵ 情報収集活動 
・支部通信・ニュースの発行 
Ⅶ 建築関係団体との共催事業活動 
・建築技術の調査、研究に関する講習会、見学
会の開催 

・よこすか建設フェスタ参加協力 
・よこすか都市景観協議会の参加 
 
・よこすか産業まつりへの参加 
・建災防「労働災害防止について」建築主へ PR 
Ⅷ よこすか優良設計事務所協議会講習会の開
催 

（一社）神奈川県建築士事務所協会横須賀支部、
ミーズ設計連合協同組合との共催のもと年４
回開催 

 
・本部事業への協力活動 

本会総会出席（5/30）、「かながわ建築士の集い」（川崎市）出席
（11/24）、本会新年賀詞交歓会出席（1/25）、理事会・支部長委
員長会議出席 

・建築士定期講習会開催（産業交流プラザ 10/19 14 名） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・本会各委員会へ支部幹事派遣 

総務企画委員会・福利厚生委員会・情報広報委員会・青年委員会・
女性委員会・CPD・専攻建築士制度委員会・技術支援委員会・防
災委員会・景観整備機構委員会 

・会員増強講演会の実施 
「三浦半島地域 建築士交流会」（産業交流プラザ 11/18） 

講演会：志村 直愛 氏（東北芸術工科大学教授） 
交流会：活動報告会「横須賀支部会員による報告」 
参加者 32 名。当日入会申込者 1 名、他の参加者は後日検討。 

 
 
・年 4 回開催（6・9・11・2 月）（優良設計事務所協議会） 
 
 
・横須賀市空家活用協議会 住まい活用促進フェア協力（随時） 
 
・支部暑気払い会（横須賀市内 7 月） 
・志賀高原スキーバス旅行（3/7～10） 
 
 
 
・支部通信・ニュースの発行（1/1） 
 
・三会合同新年会（士会/事務所協会/ミーズ）（よこすか平安閣 
1/24） 

・よこすか建設フェスタへの出展協力（ソレイユの丘 6/3） 
・役員・幹事・委員派遣（随時） 
・よこすか都市景観フォーラム開催 
・よこすか産業まつり三会合同ブース出展（三笠公園 11/3～4） 
 
 
 
・年 4 回開催（6・9・11・2 月）（再掲） 

２ 中支部  

Ⅰ 会員相互のコミュニケーションの強化 
・支部総会開催 
・役員会開催（随時） 
 
 
 
・ナナメ塾開催 

 
・中支部通常総会 出席 17 名 委任状 48 名（5/19 ひらつか市民活

動センター） 
・支部会計監査 6 名出席（4/24 ひらつか市民活動センター） 
・中支部３役会 5 名出席（7/5 ひらつか市民活動センター） 
・中支部役員会 計４回開催 
・ナナメ塾「平塚北金目神社見学」1 名参加（12/1） 



 

・「中支部だより」発行、HP，SNS を活用し情報
発信 

・懇親会（暑気払い・忘年会）開催 
・新入会員掘起し・既存会員への事業参加喚起 
Ⅱ 講習会・見学会等 
・よこはまラーニングの開催 
・秋の視察研修 
 
 
・講習会・勉強会の開催 
 
・他支部・委員会との共催事業の企画・実行 
Ⅲ 本会事業関連 
・総会・理事会・支部長委員長会議への出席 
・各種委員会への参加及びその活動 
 
・本会事業への協力 
 
 
 
 
Ⅳ 行政との連携 
・行政からの案内等の紹介 
・行政の各種説明会への参加 
Ⅴ 他団体との連携・協調 
・(一社)神奈川県建築士事務所協会中ブロック
との連携・共催事業等の開催 

Ⅵ 地域社会への貢献 
・「秦野みのげ文化の会」への参画 
・地域文化財等の紹介・保全への PR 

 
 
・残暑払い 15 名参加（9/8 伊勢原・地もの御馳走処 GEN） 
・忘年会 16 名参加（12/15 秦野・土風炉平塚ラスカ店） 
 
・よこはまラーニング「横浜地方気象台リターンズ」9 名参加（5/31） 
・（一社）神奈川県建築士事務所協会中ブロック共催 2018 年研修旅

行「木の故郷天竜・遠州横須賀街道」 17 名参加（10/27） 
・平成最後の建物探訪「大磯・旧吉田茂邸を訪ねる」20 名参加（3/23） 
・支部総会併催研修会「建築物省エネ法の概要と支援制度」21 名参

加（5/19） 
 
 
・支部長委員長会議出席 4回、支部長会議出席 2回 
・情報広報委員会出席 10 回、技術支援委員会出席 7 回、青年委員会

出席 4回、防災委員会出席 2回、景観整備機構委員会出席 6回 
・建築士会全国大会埼玉大会  支部より 1 名参加（10/26） 
・第 15 回建築士会活動交流会川崎支部大会 支部より 1 名参加

（11/18） 
・新規合格者セミナー 「けんちくラーニングのすすめ」 支部より

1名参加（2/25） 
 
・平塚市耐震改修アドバイザー 2 名派遣 
 
 
・再掲：（一社）神奈川県建築士事務所協会中ブロック共催 2018 年

研修旅行「木の故郷天竜・遠州横須賀街道」 17 名参加（10/27） 
 

３ 小田原地方支部  

Ⅰ 講習会活動  
・２回程度 
 
Ⅱ 見学会活動 
・支部会員等の交流を深めるためにバス等を利
用した建物見学会 
栃木県方面を巡る一泊バス旅行を予定 

Ⅲ 勉強会活動 
・省エネ計算ソフト(EXCEL)を使用した実務勉強

会  
・「塗料・塗装」行政合同勉強会  
・「中規模木造プレカット技術」勉強会  
 
 
 
 
 
 
 
Ⅳ 他団体との協力活動 
・木造住宅巡回無料耐震相談  
・木造住宅耐震診断委託  
・耐震改修工事業務委託 
・木造住宅訪問無料簡易耐震診断 

 
・市民のための耐震セミナー及び木造住宅無料簡易耐震診断 
   生涯学習センターけやき（5/16）、 小田原アリーナ（9/12） 
 
 
 
 
 
・YKK AP によるアルミサッシ勉強会 
   第 1 回「防火窓コストダウンとサッシ組立」（10/5） 
   第 2 回「風・日射・断熱・省エネについて」（10/24） 
・講演会「次の時代に残すべきこと」錦帯橋の技術継承から得たも

の（2/11 おだわら市民交流センター ＵＭＥＣＯ） 
   講師：海老崎 粂次  錦帯橋技術継承者 
   パネルデキスカッション：パネラー後藤治（工学院大学）、田中

健太郎（棟梁）、Azby Brown（金沢工業大学） 
・講演会「地域住宅とまちづくりの思想と実践」（3/1 おだわら市

民交流センター ＵＭＥＣＯ） 
  講師：三井所 清典 日本建築士会連合会 会長 
 
 
・木造住宅耐震診断委託  
・耐震改修工事業務委託 
・木造住宅訪問無料簡易耐震診断 

４ 川崎支部  

Ⅰ 組織強化活動  
・本部との連携強化 
 本部役員会及び委員会への積極的派遣と交流 
 建築士会の動向を情報として共有 
 
・支部役員と支部会員の連携強化 
 支部会員に支部及び本会事業の周知 
 未加入者にも支部事業を周知し入会に努める 
・本部事業に協力 
 一級・二級・木造建築士試験監理員の派遣 
 全国大会、本部総会等参加協力 

 
・本会各委員会へ支部幹事派遣 

総務企画委員会、福利厚生委員会、教育講習委員会、情報広報委
員会、技術支援委員会 青年委員会、ＣＰＤ･専攻建築士制度委員
会、防災委員会、景観整備機構委員会 

・支部総会（5/11） 
・役員会６回、正副会議６回、事業部会適宜 
・「かながわ建築士の集い」（11/2）ユニオンビル 参加者 156 名 
・建築士定期講習（1/29） ミューザ川崎 参加者 31 名 
 
 



 

 CPD・専攻建築士制度の推進協力 
・支部活動員新人発掘と人材育成 
 本会委員と支部会員の交流 
 活動員発掘と人材育成 
 
 
 
Ⅱ 支部事業活動 
・講演会  
建築関係その他の専門家を招いての講演  

・講習会・説明会  
建築関係その他の専門家を招いての講習  

 建築に関する条例等の講習 
・見学会  
公共建築、古建築、建設現場等の見学  
 

・同好会 
 
 
 
 
・その他 本会からの協力依頼による活動 
 
 
Ⅲ 行政協力 
・建築に関する法令等の講習会開催 
 
 
 
 
 
Ⅳ 景観・まちづくり活動 
 ・川崎市内の景観・まちづくりに関する活動 
 ・景観整備機構自主業務 

 
・会員交流会（新会員歓迎会）（7/21） 

グランツリー武蔵小杉パーティースペース 
参加者１６名（新会員 6 名、お試し会員 1 名）   

・会員交流会（Ｈ30･31 年度新入会員＆お試し会員向け）（3/23） 
   

参加者２２名（新会員 4 名、お試し会員 4 名） 
 
・「色彩と景観」講演会（5/11）田邉 学 氏 

川崎商工会議所会議室 参加者 43 名 
・建築基準法改正等に伴う説明会（11/15）川崎市役所第４庁舎  

参加者 49 名 
・建築士定期講習（1/29） ミューザ川崎 参加者 31 名 
・見学バスツアー「静岡県富士山世界遺産センターと富士宮まちな

か巡り＆東山旧岸邸・とらや工房」（6/30） 参加者 45 名 
・「(仮称）小杉小学校」現場見学会（9/27） 参加者 38 名  
・「ボウリング同好会」＆「残暑払い・暑気払い」（9/1） 

川崎グランドボウル、キリンビアビレッジ 参加者 11 名、13 名 
・「忘年会＆懇親会」（12/13） 

塚田農場武蔵小杉北口店 参加者 38 名 
・「伝統芸能同好会」八海山 利き酒会 × 古今亭文菊落語会（12/22）

八海山東京営業所多目的ホール ３名 
・川崎総合科学学習支援 建築甲子園（8/15・16） 1 名派遣 
・川崎総合科学学習支援 講演会（11/28） 2 名派遣 
 
・川崎市木材利用促進フォーラム 運営委員派遣 
・行政周知依頼情報を支部 HP 及びメールマガジンにて発信 
・民事調停委員派遣（横浜地方裁判所川崎支部及び川崎簡易裁判所） 
・神奈川県建設工事紛争審査会委員派遣 
・川崎市「地震災害時の被災建築物に関する応急危険度判定等に係

る協定」 
 
・かわさき市民祭り（防災意識普及啓発活動、PR、他） 

川崎市富士見公園一帯 参加者 19 名（11/3） 

５ 相模原支部  

Ⅰ 支部総会等の開催 
・支部総会 / 年 1 回 
・支部役員会 / 年 7 回 
 
・耐震技術者委員会 / 年 6回 
Ⅱ セミナー及び講習会の開催 
・市民向けセミナー / 年 1回 
・会員・技術者向け 技術講習会・見学会 / 年

2 回 
Ⅲ 厚生活動 
・相模原支部交流会(バーベキュー大会) 
Ⅳ その他 
・本会からの一・二級建築士試験協力 
・その他本会からの依頼調査等の協力 

・相模原支部会計監査（5/11） 
・相模原支部総会（5/24 プロミティふちのべ） 
・支部役員会(7 回 相模原市総合学習センター)、支部三役会(1 回 

コメダコーヒー) 
・耐震委員会(6 回 相模原市総合学習センター) 
 
・相模原支部研修として 本会福利厚生委員会研修旅行参加 
 関宿・名古屋城本丸御殿・八町味噌工場 7 名参加（9/1.2） 
 
 
・相模原支部活動交流会(バーベキュー大会) 27 名参加（8/18 相

模原市上大島キャンプ場）  
・1・2 級建築士試験、申込及び試験協力 
・本会総会への出席（5/30） 
・定期講習開催（8/25 相模大野 20 名、3/13 橋本 12 名） 
・建築士会活動交流会川崎大会への参加（11/24） 
・賀詞交歓会への参加（1/25） 
・相模原市木造耐震補助制度連絡協議会への参加(6 回) 
・相模原市 自宅の無料耐震相談会（建築物耐震巡回相談）へ相談

員を派遣(5 回) 
・相模原市防災訓練への参加（9/2） 
・他団体との交流（内沼支部長出席） 
 （公社）神奈川県土地建物取引業協会相模原北支部 総会懇親会

（5/8） 
 （一社）神奈川県建築士事務所協会相模原支部 総会懇親会（5/28） 
 相模原市設計協同組合 総会懇親会（11/22） 
 （公社）神奈川県土地建物取引業協会相模原北支部 賀詞交歓会

（1/7） 

６ 県央支部  

Ⅰ 支部連帯活動  
・支部総会 
 平成 30 年度事業計画を実施する為の予算決定 

 
・総会（5/1）8 オークラホテル海老名 
 



 

・役員会 
年 7 回程度開催  臨時として 1 回程度開催 

 ３役会年 2 回程度開催 
 
・支部役員と支部会員との交流 
 支部活動、支部役員会の広報、周知 
 
 支部メルマガ発信＆支部ホ-ムページ充実 
Ⅱ 講習会・見学会・勉強会活動 
・見学会  

支部各市（大和、厚木、座間、海老名、綾瀬）
町（愛川）村（清川）其々の建築探索街歩き 
本年度座間市・綾瀬市地域予定 

・講習会 他支部会員交え専門家による講習 
・講演会  
他支部会員、市民を交え専門家による講演会 

・その他  
他支部との共同開催事業の計画、実施 
5 市 1 町行政合同の防災キャラバン隊研修・
勉強会 

Ⅲ 本会事業活動 
・総会・理事会・支部長委員長・各委員会への
出席 

 
 
 
・各種イベント参加、活動 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・建築士試験への協力 
・定期講習会への協力 
 
Ⅳ 行政への協力 
・行政からのイベント参加、協力 
・行政からの講習会、法令説明会への参加・協
力 

・木造・RC 造耐震診断アドバイサーへの参加・
協力 

Ⅴ 他団体との連携 
・建築士事務所協会との連携・共同活動 

・地域自治会との地域文化発掘・防災の共同活

動 

・支部役員会 8 回（5/14、6/25、7/24（&納涼会）、9/19、10/15、
11/29（忘年会）、2/8、3/19）大和シリウス・海老名オークラフロ
ンティアホテル・厚木市ミユー 

・三役会議（1/17 大和シリウス） 
 
・会員増強用勧誘分＆支部紹介ポスター作製 
・大和市訪問（震後対策協議・会員増強勧誘）（12/12） 
 
 
・大成建設技術センター（ゼロエネルギー計画）（9/12） 
・ぶらり街歩き、綾瀬編（座間駐屯地）（2/13） 
・バス研修見学会（三島スカイウォーク、芹沢啓介美術館） 
 
・大規模木造建築講習会（5/18） 
 
 
 
 
 
 
 
・本会総会 議長（5/30） 
・理事会 原（5回）・東（5 回）・伊藤（誠）（5 回）建設会館他 
・役員選任世話人会 原（3回） 
・支部長・委員長会議 原（5回）・東（5 回）・伊藤（誠）（5 回） 
・支部長会議 横浜支部開催（8/18 本会会議室）、県庁職域支部開

催（2/1 本会会議室） 
・総務企画（伊藤）、技術支援（小島）、情報広報（南雲）、防災（東）、

CPD・専攻（椋）、福利厚生（原） 建設会館他 
・建築士会全国大会 埼玉大会 多数参加（10/26・27） 
・建築士の集い（活動交流会）川崎 多数参加（11/24） 
・本会賀詞交歓会 ナビオス横浜 多数参加（1/25） 
・東海道まち歩き 保土ヶ谷宿編（6/9）、戸塚宿編（9/29）、藤沢宿

編（12/1）、平塚宿編（1/19）、大磯宿編（3/16） 
・福利厚生委員会一泊研修旅行（9/1～2） 
・福利厚生委員会バス日帰り見学会（2/16） 
・各建築士試験監督員 協力（7/3 他） 
・定期講習会（DVD 編）海老名市文化会館事前準備（2/9） 
・定期講習会（DVD 編）海老名市文化会館（受講生 23 名）（2/27） 
 
 
 
 
・マンション耐震アドバイサー2 名推薦  厚木市 
 
 
 
 
 

７ 湘南支部  

Ⅰ 組織強化活動  
・本部との連携強化 
 本部役員、委員会への積極的派遣と交流を図
る 

 建築士会の動向を情報として共有する 
 委員会には積極的に新人の登用を図る 
・支部役員会と支部会員の連携強化と会員増強 
 未加入者に支部事業を紹介し入会を勧める 
 支部会員(シニアを含む)が参加しやすい企画
の立案 

・本部事業への協力 
 全国大会・本部総会、新春賀詞交歓会等に参
加協力 

 建築士試験監理員の派遣 
 全国大会・本部総会参加協力 
 CPD・専攻建築士制度の推進協力 
Ⅱ 情報広報活動 
・研修会・講習会 

 
・本部各委員会に支部より委員を派遣（通年） 
 
 
 
 
・見学会後に懇親会を実施し交流をはかった（12 月、3 月） 
・未加入建築士をお試し会員に勧誘（通年） 
・シニア会員が参加しやすい企画として「歴史ある蔵で尺八コンサ

ート」を実施（11 月 10 日） 
 
・総会、賀詞交歓会等本部事業に協力（通年） 
・定期講習を支部で開催（7/27） 
・全国大会（さいたま大会）に参加（10/26）津田相談役の表彰を祝

う 
・活動交流会（川崎大会）に参加（11/24） 
 
 



 

 関連法規の改正に関する講習会・説明会の実
施 

 会員や一般向けの講演会を企画（公開講座） 
・行政交流を図る 
 各市担当課との交流を図り、行政方針と建築
士の対応を検討 

・支部だよりの発行（年 2 回） 
 活動報告の他、技術・歴史に関する連載等企
画 

 年 2 回発行し、支部活動を建築士会内外に広
める 

・ホームページの運営等 
 支部ホームページ・メールマガジンを活用し
て、会員へ情報を発信する 

Ⅲ 事業活動 
・地引網大会 
 茅ヶ崎海岸漁港   6/16（土）予約済 
・建築見学会・まちなみ調査 
 茅ヶ崎方面、藤沢方面 
 
 
 
・新年交流会  
例年 1 月に実施 講演会＋懇親会 

Ⅳ 事業活動（社会貢献） 
・湘南地域の歴史的建造物保存活用に関する活
動 

 旧モーガン邸を守る会等活動団体への応援・
協力 

・湘南地域のまちづくり活動への参加・協力 
 地域のイベントへの参加協力等 (建築士会の
活動の PR を目的とする) 

・勉強会「省エネルギー制度に係る最近の動き」（丹治氏）（5/18） 
・研修会「伝統木構造建物の耐震診断法」（山中氏）（9/15） 
・勉強会「既設ブロック塀等の安全点検について」（福田氏）（1/18） 
 
・藤沢市との連携協定による既設ブロック塀等の安全点検相談に対

応（通年） 
 
・湘南支部だより発行（夏号 8/1、冬号 1/1）本部会誌に同封 

会員拡充用広報にも活用 
 
 
 
・支部ホームページの運営、活用（通年） 
 
 
 
・荒天のため残念ながら中止 
 
・旧一条恵観山荘見学会（鎌倉市 5/20）  
・旧東海道の邸園をたずねて（藤沢市 10/8） 
・旧南湖院第一病舎・藤間家住宅・うみかぜテラス見学会（茅ヶ崎

市 12/22） 
・「Fプレイス」及び「しいのみクラブ」見学会（藤沢市 3/21） 
 
・藤沢商工会館にて新年交流会（お試し会員に通知）（1/18） 
 
 
 
・旧モーガン邸を守る会主催イベントを後援（11/11） 
 
・支部会員が参加するまちづくり活動への応援（随時） 

 

８ 横浜支部  

Ⅰ 技術・情報委員会  
・講習会、勉強会、懇談会の開催及び新入会員
との交流 

・他会・他団体との情報交換や企画、展示会の
協力、後援や合同開催 

 
 
 
 
Ⅱ 厚生委員会 
・親睦会の開催（納涼会）及び新入会員との交
流 

・日帰りバス研修旅行の開催及び新入会員勧誘 
・同好会（テニス、絵画、ワイン）活動の実施 
Ⅲ 広報委員会 
・横浜支部だよりの年２回発行 
・本会及び他支部との連携強化 
・ホームページの充実 
Ⅳ 総務委員会 
・各種会議の開催 
 通常総会（5 月）、役員会(年 4 回）、合同委員
会(年 4 回）、総務委員会(年 10 回）、その他小
委員会（賛助） 

 
 
 
・賛助会員、新入会員との交流を企画 
・建築関連講演会 
 
 
・建築物の見学会企画、実施 
・横浜市建築局主催セミナー等への後援 
 
 

・技術・情報委員会 13 回 
・『10 年の森を観る』（5/20）南国際村レナフォ連携の森 

協力：技術・情報委員会 
・『アスベスト対策講座』講演会（6/8）横浜市開港記念会館 
 参加者 61 名 講師：横浜市建築局・環境創造局及び神奈川労働局 
・『人生フルーツ』上映会 創立 25 周年記念（10/19）横浜美術館レ

クチャーホール 参加者 70 名 
・『デンマーク×日本』講演会（2/20）馬車道大津ギャラリー 

参加者 21 名 講師：林英理子氏 
・厚生委員会（４回） 
・『夏の懇親会(納涼会）』創立 25 周年記念（8/24）みなとみらい貸

切屋形舟 参加者 42 名 
・『日帰りバス旅行』創立 25 周年記念（10/12）参加者 38名 
 江之浦測候所、沼津芹沢光治記念館、富士山世界遺産センター 
・広報委員会（６回）  
・『支部だより』発行 69 号（7/3）、70 号（12/5） 
 
 
 
 
・通常総会・講演会・懇親会（5/26）ワークピア横浜  

通常総会参加者 83 名 
講演会：「住宅のプロセスとプレゼンテーション」 

      講師 石田 敏明氏（神奈川大学教授） 
・役員会（4 回）、合同委員会（4 回）、会計監査（1 回）、総務委員

会（11 回） 
・賛助会合同忘年会（12/19）驛の食卓 参加者 36 名 
・（再掲）通常総会講演会（5/26） 

「住宅のプロセスとプレゼンテーション」 
講師 石田 敏明氏（神奈川大学教授） 

・『渋谷ストリーム見学会』（9/7） 
 
『同好会活動』 
《ワイン同好会》 
・第 46 回（11/22）インターコンチネンタルグランドホテル２階 



 

・第 47 回（3/22）渡辺組会議室 
《テニス同好会》 
・定例会（於、金沢産業振興センター内テニスコート）  23 回 
《絵画同好会》 
・スケッチ会（6/2) 埼玉県立近代美術館にて美術鑑賞、北浦和公

園にてスケッチ会 参加 5 名 
・デッサン会：（11/11)かながわ労働プラザにて裸婦デッサン会  参

加 5 名 

９ 県庁職域支部  

Ⅰ 総会  
・平成 30 年度の事業計画、予算案を決定するた

め、総会を開催 
  平成 30 年 5 月頃に支部総会の開催 
Ⅱ 建築セミナー 
・支部会員の知識、技術力の向上を目指すため
の研修会を開催 

  平成 30 年７月頃に直近の話題からテーマを
選定し、講師を招いて講演していただき、
会員の知見を高める 

Ⅲ 施設見学会 
・神奈川県発注大型工事施設等の見学会を開催 
  平成 31 年１月頃に完成が近い県発注の大型

施設や、直近の話題となっているテーマか
ら施設を選定して見学会を開催 

Ⅳ 図書印刷・製本費 
・支部会報の発行 

平成30年5月頃に１年間の支部活動等をまと
めた「支部だより」を発行 

Ⅴ 支部会員増強施策 
・支部会員の増強を目指し、一級建築士資格取
得に向けた支援を実施 
試験ガイダンス等を適宜開催 

 
・総会（5/15） 
 
 
 
・【第１回】「被災地派遣報告会」を開催（11/19） 
・【第２回】「村野藤吾の世界」をテーマとして開催（3/18） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・Vol.2018.5 号を発行（5/15） 
 
 
 
・「バーベキュー交流会」を開催（6/30） 
・一級建築士学科合格者へ、製図試験へ向けてのガイダンスを実施

（9/4）  
・一級建築士資格取得支援として、総合資格学院の協力を得て受験

対策ガイダンスを実施（9/6） 
・「川崎競馬場での競馬観戦交流会」を開催（10/16） 
 
・全国大会「さいたま大会」へ支部から９名参加（10/26） 
・「かながわ建築士の集い」へパネル展示（11/24） 

 

Ⅲ 委員会の活動 

計画 実施 

１ 総務企画委員会  

Ⅰ 委員会活動 
・総務企画委員会の開催 11 回 

本会の組織運営、諸規程の見直し等に関する
検討 

・賛助会小委員会の開催 ４回 
賛助会員による講習会企画案の審議 等 

Ⅱ 講習会活動 
・賛助会小委員会主催講習会の開催 
 賛助会員協力の下、講習会を開催 ２回 
・総務企画委員会 

建築士として総合的見地において必要とされ
る講習会 １回 

Ⅲ その他活動 
 ・新規事業「熱闘建築甲子園神奈川大会」 
 
 
 
 
 ・入会案内活動 
 
 
 
 

 
・委員会の開催 12 回（4/18、5/15、6/19、7/17、9/18、10/16、11/20、

12/18、1/22、2/19、3/12） 
 
・賛助会小委員会 4 回（8/6、10/29、1/10、2/19） 
 
 
・賛助会小委員会企画セミナー「横浜港の現状と展望」（10/29） 
・賛助会 富士屋ホテル耐震改修工事講演会 建築会館（2/4） 
・賛助会 富士屋ホテル耐震改修工事見学会 富士屋ﾎﾃﾙ（3/9） 
 
 
 
・新規事業「熱闘建築甲子園神奈川大会」 
  従来の連合会主催の建築甲子園の他に神奈川県建築士会 
  独自に学生の作品を募集 

インターンシップ（会員・協会）8/1～8/31 
製作講座 技術支援委員会・子供の生活環境部会・協会（8/27） 

・一級・二級建築士試験（製図）立会い補助員の参加誘導（8～9月） 
・平成 30 年度一級建築士設計製図試験 受験者向け施設見学会

（8/14） 
・入会案内活動（12～1 月） 
・建築士合格者免許交付式（2/24） 



 

 
 ・賀詞交歓会の運営 
 
 
 
 
（シニア事業） 

 
・平成 31 年度賀詞交歓会 運営（1/25） 
 
・平成 30 年度通常総会懇親会 運営（5/30） 
・建築士の集い 参加（11/24） 
 
・シニアレクチャー 近くて遠い国との研究交流（7/26） 
・囲碁同好会（8/25、9/7、10/13、12/15） 
・ゴルフ同好会（8/25、10/31、3/28） 
・絵画同好会 準備会（1/16）、絵画同好会（4/9 予定） 

２ 福利厚生委員会  

Ⅰ 研修活動  
・バスハイク  
日帰りにて建物の見学等の研修 

・研修旅行  
１泊旅行にて、研修および懇親を深める事業 

Ⅱ 厚生活動 
・芸術鑑賞事業  
落語、音楽、街歩き等を手軽に楽しめる事業 
 
 
 
 

・福利厚生に寄与する企画等の紹介事業 
Ⅲ 支部支援活動 
・共催事業 

  支部厚生事業との共催および支援事業 
 
 
 
Ⅳ 委員会開催 
・年間１２回を予定 

 
・蔵の街栃木、大谷資料館、佐野厄除大師、岩下の新生姜ﾐｭｰｼﾞｱﾑ

参加者 37 名（2/16） 
・旧東海道：関宿、六華苑、名古屋城、八丁味噌工場 参加者 23 名

（9/1、2） 
 
・若手音楽家への支援 みなとみらいスーパービックバンドのコン

サート情報周知 
・落語：さいわい寄席（幸文化センター）の情報周知 
・街歩き：旧東海道街歩き 

保土ヶ谷宿～（6/9）、戸塚宿～（9/29）、藤沢宿～（12/1）、平塚
宿～（1/19）、大磯宿～（3/16） 

 
 
共催・後援事業 
・相模原支部：バーベキュー大会（8/18） 
・横須賀支部：志賀高原スキーバス旅行（3/7～10） 
会員グループへの後援 
・ゴルフ同好会ゴルフコンペ（10/12） 
 
・年間 12 回を実施 

３ 教育講習委員会  

Ⅰ 講習会の企画・検討・運営 （建築士法第
22 条の 4. 5 項等）  

・連合会からの依頼講習会 
建築士会技術研修「建築環境編・他」 
総合図作成ガイドライン講習会 
既存住宅状況調査関連講習会 
 
 
 

・委員会企画による講習会 
コンクリ－トの品質管理講習会 
BIM 関連講習会 
 
 

・弁護士会との相互交流 
弁護士を対象とした建築裁判に必要な知識に
関するセミナ－ 

Ⅱ 見学会の開催 
・建築作品見学会 
第 62 回神奈川建築コンク-ル入賞作品見学会 
 
 

・横浜新市庁舎技術見学会 

 
 
 
・集合住宅編(マンション大規模修繕の実務) 講習会（2/12） 
・「総合図作成ガイドライン解説」DVD 講習会（7/18） 
 
・建築生産入門講習会（3/19） 
「施工がわかるイラスト建築生産入門」をテキストとした講習会 
 
 
 
・宅地の安全性(地盤・基礎)に関する講習会（3/5） 

建築士として知っておくべき事柄（擁壁・崖崩れ・他）について
の講習会 

 
 
 
 
 
・第 62 回神奈川建築コンク-ル入賞作品見学会 

一般建築部門入選作品より最優秀賞、優秀賞２作品をバスによる
見学（2/27） 

・横浜新市庁舎の工事現場見学会（10/29） 

４ 情報広報委員会  

Ⅰ 刊行物の発行 
・機関誌「SALON」の発行 
 本会の活動報告と各種情報発信を目的として
発行(年 6回) 

 新入会員増強に資する企画内容をさらに強化 
  SALON（年 4回、特集記事を中心に編集） 
  SALON ANNEX（年 2 回、速報記事中心に編集） 
 
・会員名簿発行 
 会員向け「神奈川県建築士会会員名簿」の発

 
・6回発行 

annex 2 号 支部・委員会活動報告ほか（5/1） 
88 号 特集「平成 30 年度総会報告」（7/1） 
annex 3 号 平成 30 29 年度関ブロ栃木大会（9/1） 
89 号 特集「ブロック塀倒壊事故」（11/1） 
90 号 特集「第 61 回全国大会 さいたま大会」（1/1） 
annex4 号 会員増強特集（3/1） 

・平成 30年 3 月 31 日現在の情報の会員名簿配布（11/1） 
 



 

行・発送（4 年毎に改定、平成 29 年度に改定
作業を実施） 

・事業概要発行 
 本会を対外的に紹介等する際に活用すること
を目的（平成 30 年 8 月発行予定） 

・リーフレット改定 
 現リーフレットの全面改訂作業（平成 31 年度
発行印刷予定）（新入会員増強に資する構成内
容に改定） 

・一般向けチラシ発行 
 一般市民向けの建築士会ＰＲ用チラシ作成 
・刊行物の監修 

神奈川県建築士会が発行する刊行物の監修 
刊行物規程に基づく編集方針の見直し 

Ⅱ ホームページの運営  
・ホームページの更新 
 会員及び会員外に向けて、広報活動として情
報発信を行う（SALON Web 版の掲載等） 

・ホームページの管理・運営 
支部・委員会を除くホームページの管理・運
営 

・バナー広告の募集・管理 
 バナー広告の新規募集及び掲載中の広告の管
理 

Ⅲ メールマガジン(ＭＭ)の発行  
・会員向けＭＭの発行 
 会員への迅速な情報発信 
・会員外向けＭＭの発行 
 会員外に向けて、入会促進や各催物の紹介・
参加働きかけ等を目的とした情報発信ツール
としての利用 

・より効果的なＭＭの検討 
 新入会員増強に資する内容に強化（随時） 
Ⅳ 広告ツールの管理  
・広告掲載取扱要領の運用 
 刊行物及びホームページにおける適切な広告
掲載の実施 

Ⅴ 他団体等のイベント等への協力  
・各種イベントへの出展協力 
 平成 30 年度全国大会（埼玉大会）に向けた積
極的な情報支援 

・他団体及び行政機関等への情報提供 
 （公社）日本建築士会連合会や関連団体及び
行政機関等に情報提供ほか人的協力を行う 

 
 
・本会の対外的説明用として 2018 年度版を編集・発行（10/1） 
 
 
・2019 年度改定版発行に向け作業開始 
 
 
 
 
 
・神奈川県建築士会刊行物規程に則る監修・編集の実施ほか（随時） 
 
 
 
・ホームページの更新作業の実施（随時） 
 
 
・支部・委員会を除くホームページの運営・管理（随時） 
 
 
・バナー広告の募集（年度初め）及び管理（毎月 1 日）の実施（随

時） 
 
 
・随時 
 
・お試し会員メールマガジンの発行（2/23、3/8）） 
 
 
 
・ワーキンググループによる検討（年間） 
 
・建築士会 HP 及び機関誌 SALON への適切な広告掲載の実施（年間） 
 
 
 
 
・平成 30 年度全国大会（さいたま大会）への情報支援 
・リーフレットや事業概要を活用した本会活動の紹介等（年間） 

５ 技術支援委員会  

Ⅰ 委員会運営  
・原則、毎月委員会開催（年 10 回程度） 

会員増強対策 
各部会活動報告及び活動計画（建築士の技術
向上） 
各支部イベントの報告･調整 
必要に応じて各委員会、常任理事会、理事会
の報告 

Ⅱ 会員向け情報の提供（県民） 
・神奈川県内市町村耐震診断・工事等助成一覧
表の更新（30 年度版） 

 
Ⅲ 部会・支部活動への支援 
・各部会の連携、各支部からの要請に基づく支
援 

 
Ⅳ 部会活動 
（１）子どもの生活環境部会  
・子ども達に建築の様々な分野において考える
機会をつくること 
藤沢市 歴史的建築物で伝統的な生活体験企
画 講師 
学童クラブでの夏休み企画（未定） 

 
・10 回開催 
 
 
 
 
 
 
 
・神奈川県内市町村耐震診断・工事等助成一覧表更新・公表（10 月） 
・神奈川県内市町村ＣＢ塀等撤去等補助一覧表の作成・公表（12 月

末日） 
 
・福祉部会と子どもの生活環境部会、福祉部会と建築環境部会コラ

ボ企画 
・子どもの生活環境部会と川崎支部、川崎市との連携 
 
・川崎市景観まちづくり～夏休み子どもワークショップ～「都市デ

ザイナーになろう！」 子供 20 名参加（7/30） 
・伝統文化親子教室「藤沢の古民家でむかしのくらし体験Ⅱ」親と

子で計 10 名（8/6） 
・「熱闘建築甲子園」講座講師 6 名参加（8/27） 
・横浜市藤が丘小学校授業支援（第一回全体、第二回一部）（10/19



 

 
 
 

・未来の建築士となる学生や、大学に働きかけ
共に活動すること 
ワークショップのボランティアスタッフや報
告会への呼びかけ 

・子どもを取り巻く環境の調査・研究・勉強会 
図書館の調査、見学会 
 
造形教育を盛り上げる会への参加（発表） 
 

・活動報告書を作成し、活動報告を行う 
６月子ども部会カフェ 

（２）建築環境部会 
2020 年、建築に対する省エネ基準義務化拡大
に向けて、広く建築士会会員に向けた、講習
会、勉強会の活動を充実していくとともに、
「2019 年度・感境建築コンクール」実施に向
けて準備年度とする 

・温熱環境に関する講習会・パネルディスカッ
ションを開催 

・会員向け建築環境の各評価制度の勉強会の開
催 

・感境建築コンクール実施に向けた準備活動 
・気候風土適応住宅勉強会の継続（基準提案書
の作成） 

（３）福祉部会 
・研修・見学活動 
 福祉に関する研修会・見学会 
 
 
 
 介護・医療・建築 連携ワークショップ 
・調査・見学活動 
 東京オリンピックに向けてのバリアフリー等
に関する調査・見学 

・部会内活動 
 部会会議の定期開催、活動内容の文章化 
 部会内勉強会、発表会の開催、HP の更新 
 
 日本建築士会連合会の「福祉まちづくり部会」
との連携及びそれに伴う活動 

 
 
 
（４）木造塾部会 
・木造塾の開催（講習会・見学会 計 2 回） 
 木造に関する構造、材料施工、歴史等をテー
マとした講習会を実施する。 

 過年度の講習から継続して掘り下げる。 
 
・部会内研修活動 

部会員の研修・研鑽および次年度以降の講習
会講師選定のため部会内勉強会を実施し、参
加者を募っていく。 

他 2 回） 
・多摩区事業「多摩区リノベーション」（まちのスポットリノベーシ

ョン案を考える）11 名参加（3/3） 
・上記にある各ワークショップで学生スタッフとして参加してもっ

た 
 
 
・定例会議毎月開催 
・パナソニック汐留ミュージアム「子どものための建築と空間」展

見学（3/18） 
・造形教育研究大会発表（7/21） 
 
・中原市民館でパスタブリッジワークショップ＆平成２９年度活動

報告 大人 34 名子供 12 名参加（6/24） 
 
・定例会・勉強会毎月開催 
 
 
 
 
・「人に寄り添う 木造省エネ建築 勉強会」 神奈川婦人会館 25

名参加（6/9） 
・「実務に役立つ各種住宅評価制度の解説とお得情報」神奈川県婦人

会館 30 名参加（11/17） 
・適宜 審査委員会委員長と公募案作成 
 
 
 
 
・第 1回研修会「健康寿命を延ばす住まいとは」（建築環境部会とコ

ラボ企画）20 名参加（12/1） 
・第 2 回見学会 介護タクシー事業所併設サービス付き高齢者住宅

「ＫＣＳアポード光明」13 名参加（2/23） 
・来年度企画の検討（部会時） 
 
・国際福祉機器展見学 東京士会 2名と意見交換（10/16） 
 
 
・定例会議毎月開催 
・吉田紗栄子氏を講師に招き「誰もが快適に暮らし続けるために」

バリアフリーの観点から考える勉強会（9/12） 
・東京建築士会主催講習会「認知症を知り生活空間づくりを考える」

に参加（11/17） 
 第 1 回見学会 ノダ横浜ショールーム「バリアフリーとユニバー

サルデザインを体験する」（子ども部会とのコラボ企画）大人 18
名、子供 11 名参加 講義と補助器具の体験 

 
 
・「上質に暮らすおもてなし住宅の作り方」波止場会館 46 名参加

（10/6） 
・第 2回講習会「未来への投資そして残すもの」見学会と講演会 清

閑亭（2/2） 
・定例会毎月開催 
・伝統木造建築物の耐震診断法研修会 藤沢商工会館 青年・湘南

支部とのコラボ（9/15） 
・はなぞの保育園 現場見学会 ＋ ときがわ町建具会館見学 7

名参加（3/23） 

６ 青年委員会  

Ⅰ 会員増強関連事業(合格者を対象とする活
動） 
・一級建築士（設計製図）試験受験者向け施設
見学会（サポート事業） 

  平成 30 年一級建築士、設計製図試験受験予
定者を対象とした見学会を開催し、本会の
存在を広く知らしめ、合格後の入会促進へ
つなげる役割を果たす。 

・二級建築士（設計製図）試験受験者向け木造
勉強会 

 
 
・厚木市 某施設にて開催 60 名（8/14） 
 
 
 
 
 
・横浜市・平沼レストハウス １０名 （7/18） 
 



 

  平成 30 年二級建築士、設計製図試験受験予
定者を対象とした木造勉強会を開催し、本
会の存在を広く知らしめ、合格後の入会促
進へつなげる役割を果たす。 

・建築士試験登録者セミナーの開催（サポート
事業）   

  平成 29 年一級、二級、木造建築士試験合格
者(登録者)、非会員を対象にしたセミナー
を開催し、本会への新規入会を促すもので
ある。 

・免許交付式の開催（サポート事業）  
  平成 30 年一級、二級、木造建築士登録者を

対象にした免許証明書の授与式を通じ、本
会への新規入会を促すものである。 

・他団体等との交流・研修活動  
  建築士事務所協会、建築家協会、建設業、

各種職能組合等の建築系他団体、企業、各
種学校等との連携を促進することによって
新規会員獲得を目指すものである。 

Ⅱ 人材育成活動 
・講師例会の開催  
  青年委員会例会に合わせ、講師をお招きし

た建築だけにとらわれない各種勉強会を通
じ、委員会活動への参画を促すとともに、
委員の研鑽機能を果たす。 

・自己研鑽事業の開催  
  現場見学、資材生産工場見学、近隣都県の

講習会への参加等をすることで自らのスキ
ルアップや近隣都県への講習会参加によっ
て今後の委員会活動の発展を掴むものであ
る。 

Ⅲ 連合会全国大会及び連合会青年フォーラム
へ参加（県外研修活動） 

・連合会全国大会（埼玉）への参加 
・連合会青年フォーラムへの参加  
・連合会青年委員会からの依頼や照会への対応 
 
 
Ⅳ 関ブロ青年協議会への参画（県外研修活動） 
・栃木大会への参加 
 
・関ブロ青年協議会への参画 
 
・関ブロ青年協議会からの依頼や照会への対応 
Ⅴ 情報交流の促進（広報活動） 
・建築士の日一斉活動  

 連合会制定の建築士の日（7 月 1 日）を広
く周知する事により、建築士法を見つめな
おし、委員自らが法への理解を深め、また
制度への信頼を幅広く周知することで、企
画力等を養うものである。 

・ホームページやフェイスブック等の運営・管
理 

・各種協力（会務への積極参加） 
 
 
 
Ⅵ その他 
・本会行事、講習会の参加補助等 

 
 
 
 
・けんちくラーニング・モア  年４回 
 
 
 
 
 
・建築士会事務局・37 名の登録者への対応を行い、建築士会の PR

を行った。（1/12）  
・横浜市・神奈川県建設会館 130 名（2/24） 
 
・総合資格学院・合格祝賀会（1/14） 
・日建学院・合格祝賀会（2/22） 
 
 
 
 
・（再掲）けんちくラーニング・モア  年４回 
 
 
 
 
 
・旭ファイバーグラス工場見学会 寒川町 20 名（11/15） 
・女性委員会・コラボセミナー『家族信託』 横浜市 16 名（1/23） 
 
 
 
 
 
・埼玉県・全国建築士フォーラム ７名（10/25） 
・全国大会・青年セッション ３名（10/26） 
・連合会・全国青年委員長会議 
・第 28 回全国女性建築士連絡協議会 高知県・基調講演・交流会に

参加参加（7/28～29） 
 
・関東甲信越建築士会ブロック会・青年建築士協議会栃木大会へ参

加（6/14～16） 
・理事会 計 4回（6月 神奈川県箱根町、10 月 東京建築士会、2

月 東京建築士会、6 月 栃木県栃木市） 
・会員増強関連事業に関する問い合わせ事項に回答 
・ 
 
 
 
 
 
 
・Facebook では委員会や講習会開催状況を報告 
 
・ときがわ幼稚園 構造見学会（有志による参加）（12/24） 

埼玉県 構造見学会 4 名 
・東北ブック青年大会 青森大会への参加（3/23） 

青森県・基調講演・交流会に参加  
 
・かながわ建築士の集い 川崎支部活動交流会（11/24） 
 委員会メンバー10 名にて運営サポート 
・総会、賀詞交歓会、支部行事等への参加 
・委員会（毎月開催） 
・正副委員長会議（都度開催） 

７ 女性委員会  

Ⅰ 講習会活動 
・建築士の資質向上を目指した講習会の実施（10

月） 
 女性建築士のためのスキルアップ講習会 

 
・税務セミナー「家族信託」（1/23） 
・「和の空間」茅葺古民家見学会（旧小岩井邸住宅）（3/10） 
 



 

 社会復帰のバックアップ講習会 
Ⅱ ワークショップ活動 
・建築士の日 一斉活動（3月） 
 一般の方・他分野・他県との交流を目的とす
る 

 29 年度同様、防災委員会に加え、開催地に属
する支部の共催を得てのコラボレーション企
画 

 行政・大学・研究団体との連携も視野に入れ
る 

Ⅲ 大会参加活動 
・全国女性建築士連絡協議会高知大会への参加
（7 月） 

 他県の女性建築士との交流・連携を目的とす
る 

・連合会全国大会への参加（10 月・埼玉） 
 他県建築士との情報交換を行い本会の活性化
に繋げられるような研鑽活動を目的とする 

・関東甲信越青年建築士会ブロック協議会への
参加（6 月・栃木）への参加 

Ⅳ 広報活動 
・ＨＰ運営・管理 
 会員増強を目的とする広報 
 活動内容広報を再検討 
・SALON への寄稿 
 女性委員会活動報告 
・活動交流会にて会員同士のコミュニケーショ
ンの推進と会員増強のための運営協力 

・各支部・委員会との交流 
 会員増強を目的とする各支部・委員会とのコ
ラボセミナーの積極的実施 

Ⅴ 委員会内活動 
・自己研鑽活動 
 社会復帰のバックアップとして、また、資質
向上を目指した委員会内勉強会の充実 

・伝承活動 
 各委員の専門分野発揮の場を設ける 
・研究活動・発表 
 連合会女性委員会と連携した建築資料作成へ
参加 

 女性目線で出来る建築に関する研究を実施 
・企画部会 
 会員増強へも繋がる企画の検討・実施 

 
 
 
・防災委員会と共催コラボ、防災セミナー（藤沢）（11/17） 
・折り紙建築ワークショップ「横浜税関」（1/23） 
 
 
 
・関連士業として弁護士協会（副委員長ご参加）と連携 
 
 
・全国女性建築士連絡協議会高知大会への参加（7/28） 
 
 
 
 
・連合会全国大会への参加（10/22） 
 
・関東甲信越青年建築士会ブロック協議会への参加（6/15） 
 
 
・ＨＰ運営・管理（3/31） 
 
 
・SALON への寄稿（複数回） 
 
 
 
 
・会員増強活動・支部・委員会とのコラボセミナー活動（11/17） 
 
 
・ものつくり大学内見学会参加（11/25） 
 
 
・女性会員へのアンケート実施（1/28） 
 
・連合会女性委員会内活動として「魅力ある和の空間」ﾘｰﾌﾚｯﾄのた

めの取材活動 
・「建築士の集い」参加、受付担当（11/24） 
・合格者セミナーへの受付補助及び勧誘活動（2/24） 
・女性会員へのアンケートの回収及び分析（2～3月） 
 

８ ＣＰＤ・専攻建築士制度委員会  

・ＣＰＤプログラムの認定 
 委員会での認定審査の開催(12 回予定) 
 認定評議会の開催(2 回予定) 
 
 
・プロバイダー事業の運営 
 プロバイダーの募集・承認・対応 
 プロバイダー説明会の開催(1 回予定) 
・ＣＰＤ制度の運営 
 各講習会・イベント等での広報周知活動 
 各地方自治体、団体及び一般消費者等へのＣ
ＰＤ制度の広報 

 ホームページの更新 
・ＣＰＤ制度の充実 
 認定プログラムの実施状況の検証及び分析 
Ⅱ 専攻建築士制度 
・専攻建築士の審査 
 新規申請予備審査 
 更新申請予備審査 
 審査評議会の開催(１回予定） 
 
 
・専攻建築士制度の運営 
 各講習会・イベントでの広報周知活動 

 
・毎月 1回開催 認定審査（12 回開催、84 件認定） 
・ＣＰＤプログラム審査評議会 2 回開催（8/2、12/10） 
  プログラム認定（8/2 29 件、12/10 41 件） 
・参加登録者数 会員 1485 名、会員外 257 名 
 
・登録プロバイダー数 58 団体 
・プロバイダー説明会 17 名参加（10/24） 
 
・講習会等での周知 3 回（10/9､12/6､1/25） 
・ＣＰＤプログラム審査評議会で各評議委員に説明（8/2、12/10） 
 
・今年度ホームページを更新し、来年度から閲覧できるようにした。 
 
・実施状況に対する報告の義務化を検討 
 
 
・新規 １名（3/5） 
・更新 14 名（3/5）   
・専攻建築士審査評議会 1 回開催（12/10） 
・専攻建築士新規・更新審査（メール審査 3/8～14） 

新規（1 名）、更新（14 名） 
 
・講習会等での周知 3 回（10/9､12/6､1/25） 



 

 各地方自治体、団体及び一般消費者等への専
攻建築士制度の広報 

 ホームページの充実 
・専攻建築士制度の充実 
  専攻建築士懇話会等の開催（専攻領域等） 
Ⅲ 委員会活動  
・委員会の開催 
 ＣＰＤ制度・専攻建築士制度の運営について 
・広報部会の開催 
 ホームページの更新、充実 
 行政等及び一般県民への周知方法検討 
・単位部会の開催 
 認定審査の取りまとめ及び調整 
 認定方法の検討 
Ⅳ その他 
・神奈川県建築会議  
 ＣＰＤ委員会への委員の派遣 
・建築士会連合会 
 ＣＰＤ・専攻建築士制度委員会への委員の派
遣 

 Ｊ５への委員の派遣 
・その他 
 会員増強（入会促進・退会抑制）への取り組
み 

・ＣＰＤプログラム審査評議会で各評議委員に説明 
 
・今年度ホームページを更新し、来年度から閲覧できるようにした。 
 
・１回開催 出席者 12 名（2/15） 
 
  
・毎月 1回 １２回開催 
  
・今年度ホームページを更新し、来年度から閲覧できるようにした。 
・行政へは「神奈川県建築会議」として行う。 
 
・認定審査の取りまとめ及び調整を続けていた。 
・認定プログラムの分析、認定プログラムの検証の検討 
 
 
・ＣＰＤ委員会 ３名派遣 
 
・派遣なし 
 
・派遣なし 
 
・講習会等での周知 
 

９ 防災委員会  

Ⅰ 防災活動 
・防災委員会 防災連絡網名簿の整備 
・各支部キャラバン隊の名簿作成 
・災害時支援要請手引書（実務編）の再整備 
 
Ⅱ 防災講習活動 
・他委員会とのコラボセミナー開催 
 
・各支部内行政との交流活動 
 士業団体との交流活動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・防災について外部講師による講習 
  地震等防災に関する研修  
Ⅲ 防災情報活動 
・県内外の視察等から、防災活動の情報を収集 
・会員へ HP より、防災情報を発信する 

 
・本会と支部の防災連絡網の整備完了 
・新規加入者を含み各支部名簿作成完了 
・概ね完了し、県被災住宅再建支援マニュアルとの整合を残す（3/6） 
・委員会開催６回（4/10、6/12、9/11、11/13、1/15、3/12、4/5） 
 
・女性委員会・湘南支部との災害図上訓練（DIG）体験ワークショッ

プ開催（27 名の参加）（11/17） 
・神奈川県県土整備局建築住宅部住宅計画課との災害時における住

宅再建に係る相談業務に関する意見交換会実施（6/12） 
・神奈川県災害時住宅対策検討部会に防災委員会より 2 名参加（8/3） 
・第 28 回全国女性建築士連絡協議会（高知）における A 分科会「防

災への取組」に 1 名参加（7/29） 
・建築士会全国大会防災まちづくりセッションに防災委員 3 名参加

事前活動指針に係る取り組み事例・発災現場での活動内容（10/26） 
・かながわ建築士の集いにて、活動報告を行う パネル作成（11/24） 
・神奈川県災害時住宅対策検討部会に防災委員会より 2 名参加
（11/29） 防災委員会活動報告を行った 
・神奈川県大規模災害士業連絡協議会に 1 名出席（年 4 回） 
・日本女子大学平田京子教授による災害支援からみる「社会に貢献

する専門家」と題する講演会開催 44 名参加（9/13） 
 
・東京建築士会防災委員会の会合に 2 名参加（4/24） 
・2 カ月に一度ホームページの更新実施 

10 景観整備機構委員会  

Ⅰ 委員会活動  
・景観整備機構委員会 3部会活動の調整 
・景観まちづくりフォーラムの開催 
 
・県、ヘリテージマネジャー協会との連携 
・景観整備機構の推進に関する各種調整 
・歴史的建造物、空き家等の利活用に関する研
修 
Ⅱ 部会活動 
（１）地域貢献活動部会 
・地域貢献活動団体・支部支援事業 
・地域貢献活動基金運用事業 
・地域貢献活動の今後のあり方の検討 
 
（２）スクランブル調査隊部会 
・歴史的まち歩き事業 
・勉強会 

 
 
・第１回 景観まちづくりフォーラム～神奈川の郊外住宅地の危機

と地域再生を考える～（6/29） 
・県・ヘリテージマネジャー協会との連携活動 
・「地域貢献活動基金の今後のあり方について」取りまとめる 
・川崎市景観担当との定例会議（景観整備機構認定）３回 
 
 
 
・地域貢献活動基金運用事業（２０１８年度は２件認定） 
・地域貢献活動助成の審査業務等 
・「地域貢献活動基金の今後のあり方の検討」委員会報告 
・第１回 景観まちづくりフォーラムの企画・運営（6/29） 
 
・第３回 景観まちづくりフォーラム、～歴史を活かした建築物と

地域の活性化を考える～（1/20） 川崎市後援(企画・運営） 



 

・歴史的建造物調査・活用 
・ヘリテージマネジャー協会支援 
・建築物等相談業務 
（３）景観部会 
・景観まちづくり講習会 
・ヘリテージマネージャ－協会支援 
・景観整備機構事業支援 

・被災歴史建築物講習会（2/14） 
・歴史的建造物調査 藤沢市古民家ごんぱち、鎌倉市峯動物病院 
・ヘリテージマネジャー協会支援 
（３）景観部会 
・第１回 景観まちづくりフォーラム～神奈川の郊外住宅地の危機

と地域再生を考える～ 企画・運営（12/8） 
・川崎市景観整備機構認定、支援事業 
・空き家のケーススタディ調査 
・ヘリテージマネジャー協会支援 
 

 

Ⅳ 行政及び団体等との連携業務 

計画 実施 

１ 県・市の建築行政への協力  

・個別要請への対応、行政主催協議会への委員
派遣等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・神奈川建築コンクールへの協賛 

委員等の派遣 
・神奈川県建築士審査会 
・神奈川県固定資産評価審議会委員 
・神庭川県建設工事紛争審査会委員 
・神奈川県宅地建物取引業審議会委員 
・神奈川住宅紛争審査会 
・横浜市建築審査会委員 
・横浜市開発審査会委員 
・横浜市固定資産評価審議会委員 
・横浜市福祉のまちづくり推進会議委員 
・民事調停委員 
協賛者賞の表彰 
・神奈川県建築士会賞 5 名表彰 

２ 一、二級・木造建築士試験受験申込受付事

務及び試験実施業務に協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）一級建築士試験業務の実施 
・申込書窓口配布業務実施（4/6～5/14） 
・申込書受付業務実施（5/10～5/14） 

受付審査員 19 名 
・「学科の試験」実施（7/22 受験者 2,129 名） 

試験監理員 89 名 
・「設計製図の試験」実施（10/14 受験者 806 名） 

試験監理員 43 名 
（2）二級・木造建築士試験業務の実施 
・申込書窓口配布業務実施（4/2～4/23） 
・申込書受付業務実施（4/19～4/23） 

受付審査員 23 名 
・「学科の試験」実施（二級 7/1 受験者 1,238、木造 7/22 受験者数

21 名） 
試験監理員 二級 57 名、木造 1 名 

・「設計製図の試験」実施（二級 9/9 受験者 700 名、木造 10/14 受 
験者数 11 名） 
試験監理員 二級 40 名、木造 1 名 

３ 一、二級・木造建築士登録業務に協力  

 （1）一級建築士登録委託業務実施（日本建築士会連合会よりの委託
業務） 

・一級建築士登録受付・交付業務 
 新規登録（344件）、事項変更･再交付（198件）、住所等届出（381

件）、その他（17件）、免許証明書の交付 
・構造設備設計一級建築士登録受付・交付業務 
 新規登録（51件）、事項変更・再交付（2件）、その他（26件） 
・一級建築士名簿閲覧 
 来訪者数（61件）、対象者数（66件） 
（2）二級・木造建築士登録業務(神奈川県指定登録機関）  
・二級建築士登録受付・交付業務 
 新規登録（392件）、事項変更･再交付（171件）、住所等届出（309

件）、その他（6件）、免許証明書の交付 
・木造建築士登録受付・交付業務 
 新規登録（52件）、事項変更･再交付（0件）、住所等届出（2件）、

その他（0件）、免許証明書の交付 
・二級及び木造建築士名簿閲覧 
 来訪者数（46件）、対象者数（48件） 



 

４ 裁判所等からの委託建築物の調査、鑑定に

協力 
 

依頼なし 

５ 日本建築学会関東支部神奈川支所の運営に

協力 
 

・役員会開催 3回開催  
・講演会・見学会等の実施に協力 

６ （公財）建築技術教育普及センターの業務

に協力 

・建築士法第 22 条の 2 定期講習 

 

 

 平成 29 年度第 4 期にＤＶＤ講習を開始、平成 30 年度より対面講
習開催月以外に各支部を主な開催としてＤＶＤ講習を開催 

・対面講習（2 回） 
 第 2 期（9/27） 関内新井ホ－ル 133 名参加 
    （11/27） 関内新井ホ－ル 153 名参加 
・ＤＶＤ講習（11 回） 
 第 1 期（5/24） 神奈川県建設会館 5 階大会議室 12 名受講 
    （6/21） 神奈川県建設会館 5 階大会議室 9 名受講 
 第 2 期（7/27） 藤沢商工会館ミナパーク 10 名受講 
    （8/29） ユニコムプラザさがみはら 20 名受講 
 第 3 期（10/19） 産業交流プラザ 14 名受講 
 第 4 期（1/29） ミューザ川崎 29 名受講 
    （2/27） 海老名市文化会館 22名受講 
    （3/13） サンエールさがみはら 12名受講 
 
・インテリアプランナー受験申込書配布 47部 
・構造及び設備設計一級建築士講習受講申込書配布  

構造一級 71 部、設備一級 52部 

７ 神奈川県建築会議の運営  

 ・総会（9/7）、役員会（9/7）、企画委員会（WG 12/26 応急危険度
判定に関する協定に基づく協力要請方法の検討）、既存建物耐震委
員会（10/26、1/22）、ＣＰＤ委員会（開催なし） 

８ 神奈川県大規模災害対策士業連絡協議会に

参加 
・3回参加 

 

９ 建築関係団体・協議会への協力  

 ・各団体賀詞交換会等出席 

10 (公社)日本建築士会連合会との連携  

・日本建築士会連合会会長表彰への推薦 他 
 
・日本建築士連合会賞、会員作品展示等の募集
及び周知協力 

・建築士会全国大会への協力 

・連合会長表彰 4 名（川崎支部 1 名、湘南支部 1 名、横浜支部 1 名、
本会 1名） 

・会誌同封「掲示板」及び本会ホームページ・メールマガジンで周
知 

・第 61 回全国大会「さいたま大会」（10/26） さいたま市大宮ソニ
ックソニックシティ 参加者 80 名 

・第 9 回高校生の「建築甲子園」 本県応募数 3 校 6 点 
・監理技術者講習実施（2/26）本会会議室 受講者 9名 

 

Ⅴ 会議 

計画 実施 

１ 通常総会  

 ・平成 30 年度通常総会（5/30） 
 議案  第 1 号議案 平成 29 年度 事業報告（案） 
     第 2 号議案 平成 29 年度 収入・支出決算報告（案） 
           平成 29 年度 決算監査報告 
 報告 平成 30 年度 事業計画及び収入・支出予算 

２ 理事会  

 ・5 回開催 
 363 回（5/23）、364 回（7/30）、365 回（11/26）、366 回（1/28）、

367 回（3/25） 
 主な議題 
 363 回：事業及び決算の審議 
 364 回：会員増強 
 365 回：平成 31 年度予算編成方針審議 
 366 回：平成 31 年度重点事業の決定 
 367 回：平成 31 年度事業計画及び予算の審議 



 

３ 正副会長会議  

隔月（奇数月）開催 ・6 回開催（4 月、6 月、8月臨時、10 月、11 月、2 月） 

４ 正副会長・常任理事会  

 隔月（奇数月）開催 ・6回開催（5 月、7 月、9月、11 月、1月、3 月） 

５ 支部長・委員長会議  

 ・支部長・委員長 5 回開催（5月、7 月、11 月、1 月、3 月） 
・支部長会議 2回開催（8月 幹事：横浜支部、2月 幹事：県庁職

域支部）建築士会会議室 

 

Ⅵ 福利厚生 

計画 実施 

１ 会員・一般向けの広報の充実  

・ホームページ等の運営、会誌同封「掲示板」
の発行等 

 

・講習会、行政からのお知らせを載せた「掲示板」の充実（毎月発
行 12 回） 

・メールマガジンの発行（47 回） 
・ホームページでの講習会、行政からのお知らせ等の周知 

２ 会員を対象とした福利厚生等の充実  

（１）グループ保険の加入促進 
（２）交通傷害保険の紹介 
（３）共済補償、工事賠償制度及び住宅補償・

検査制度への加入案内 
 
（４）契約施設の会員割引の案内（人間ドック

等施設への利用促進） 
（５）協賛提携会社の割引利用の促進（デパー

ト、保養施設、旅行代理店の紹介） 

・平成 30 年度より終了 
・加入者なし 
・新所得補償プラン 27 名、けんばい 401 名、こうばい 9 名、けんば

い（勤務建築士）2 名、医療費用 24 名 加入 
・既存住宅 14 名 
・問い合わせにより、適時照会 
 
・問い合わせにより、適時照会 

３ 図書等  

（１）図書室整備（優良図書の購入・会員への
閲覧） 

（２）優良図書（（公社）日本建築士会連合会、
（一社）日本建築学会、子どもの生活環
境部会発行刊行物他）の斡旋 

・鍬谷書店との提携による「建築専門書」の販売 
・「建築専門書」販売スペースの整備 
・本会ホームページでの優良図書の紹介 
・販売図書のコンビニエンス払い（会員のみ） 

 


