
公益事業1：建築士の業務の適正化を図る事業
1．研修等事業

(1) 建築に関する総合的な研修

 (研修委員会)
建築士技術研修 (ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修ｼﾘｰｽﾞ）(全２回）
第1回　「実践　!　温熱・省エネ設計編」

 10月31日(火)兵庫県学校厚生会館　　　　　　　　　　　　　　　　受講者 21 名
第2回「徹底解説　!　わかりにくい省エネ制度・計算編」　　　　　　　 

 12月1日(金)兵庫県学校厚生会館　　　　　　　　 受講者 24 名

(試験業務特定委員会） 既存住宅状況調査技術者講習
①6月15日（木）新規　兵庫県学校厚生会館 受講者 53 名
②6月28日（水）移行　兵庫県学校厚生会館 受講者 39 名
③7月28日（金）移行　兵庫県学校厚生会館 受講者 19 名
④8月25日（金）新規　兵庫県学校厚生会館 受講者 56 名
⑤9月 6日（水）移行　兵庫県学校厚生会館 受講者 16 名
⑥9月21日（木）新規　兵庫県学校厚生会館 受講者 58 名
⑦H30年2月15日(木）新規　兵庫県民会館 受講者 70 名

延 311 名

 (事務局） 監理技術者講習
⑪4月27日（木） 　兵庫県民会館 受講者 3 名
⑫8月10日（木） 　申込者無のため中止 受講者 0 名

延 3 名

(2) 建築関連法規に関する講習会

（淡路支部） 建築関連法規講習会　
6月6日（火）南あわじ市 広田地区公民館 受講者 28 名

（神戸支部） 建築法規講習会
第1回　6月1日(木)　兵庫県私学会館 受講者 64 名
第2回　H30年2月14日(水)　兵庫県私学会館 受講者 53 名

延 117 名

(3) 設計・建築技術に関する研修等
(研修委員会)

施工技術研修会 （ﾒｰｶｰ協力ｾﾐﾅｰ）
第１回 「断熱基準をふまえた開口部の技術セミナー」

7月24日（月）　兵庫県私学会館 受講者 24 名

第２回 「鉄骨の可能性」

鉄がサポートするこれからの公共建築物

Ｈ30年2月6日（火）兵庫県学校厚生会館 受講者 21 名

「省エネ講習会」　早わかり「モデル建物法」による入力シート作成解説

Ｈ30年1月29日（月）兵庫県学校厚生会館 受講者 15 名

(青年委員会） 建築士ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ講座（研修見学会）
10月15日（日）　書写山圓教寺・船場地域 参加者 27 名

(神戸支部） 建築士の知識講習会
　　　建築士のための実務セミナー

　　　4月6日（木）　兵庫県私学会館 参加者 31 名

　　　東北・熊本震災復興支援の報告

8月10日(木)　　こうべまちづくり会館 参加者 19 名

省エネ勉強法「ゴールから逆算するパッシブ設計法」

　　　11月1日（水）　兵庫県私学会館 受講者 35 名

　　　(仮称）神戸アイセンター病院　現場見学会

　　　11月11日（土）　同上建設現場 参加者 5 名

　　　建築士のためのビジネスセミナー

　　　平成30年1月26日（金）神戸支部事務局 参加者 20 名

(構造研究会） 建築構造ｾﾐﾅｰ(第25回）
11月11日（土）　　兵庫県民会館 受講者 15 名

平成29年度　事業報告



建築構造ｾﾐﾅｰ(第26回）
H30年2月3日(土)　　神戸市教育会館 受講者 29 名

建築構造ｾﾐﾅｰ(第27回）
H30年3月3日(土)　　兵庫県民会館 受講者(午前) 26 名

受講者(午後) 36 名
延 62 名

(三田支部) 耐震補強の勉強会
6月26日(月)三田キッピーモール講座室 受講者 17 名

(4) 建築家による講演
(神戸支部) 特別講演会

4月22日(土)神戸市産業振興センター 参加者 60 名
講師　福島加津也氏、冨永祥子氏(建築家)

(姫路支部） 建築家講演会
11月25日(土) 県立ものづくり大学校 参加者 37 名
講師　末光弘和氏(建築家)

(5) 歴史的建築物及び町並み並びに特定建築物等に関する見学研修
(女性委員会） 建築文化交流事業

H30年3月4日(日)　　京丹後市 参加者 23 名

(青年委員会) 見学研修会
10月15日(日)　　　書写山圓教寺　　船場地域 参加者 27 名

(北播磨支部） つどい紹介建築等をめぐる見学研修会
6月18日(日）、8月6日(日）、10月29日(日)、12月9日(土)
三木市本町、六甲山町北六甲、岡山県高梁市、みなみ淡路市 参加者 71 名

(神戸支部） 歴史と環境を学ぶ会
7月8日(土)　京都　鞍馬寺・貴船神社 参加者 30 名

(明石支部） 設計・建築技術研修　
12月2日(土)神戸市旧居留地・北野地区 参加者 34 名

(阪神支部） 国宝世界遺産の研修（京都・滋賀編）
5月20日(土) 妙喜庵、彦根城ほか 参加者 40 名

国宝世界遺産の研修（奈良編）
12月9日(土）薬師寺・東塔・唐招提寺・東大寺 参加者 30 名

地域重要建築物研修事業　　
H30年2月23日(金) 西宮市相生町周辺邸宅・大江邸 参加者 13 名

(淡路支部) 建築の見学研修会
11月16日(木) 京都市京都迎賓館　大山崎山荘ほか 参加者 15 名 （3）

(姫路支部） 研修見学会（京都府）
12月8日(金)～9日(土) 京都府 参加者 17 名

(三田支部) さんだ街並み見学研修会
11月18日(土) 三田市旧市街地 参加者 9 名

(加古川支部） 見学研修事業
11月18日(土)～19日(日) 広島市内、宮島方面ほか 参加者 16 名

(赤穂支部） 見学研修
11月26日(日) 岡山県高梁市 参加者 18 名

(豊岡支部) 視察研修
11月10(金)～11日(土) 鳥取市、智頭町ほか 参加者 10 名

(6) 建築に係る特定テーマに関する研修等
(女性委員会） 研究会事業　　　　数回の開催 参加者　 20 名

(青年委員会） パースセミナー
12月10日（日）　　神戸市立生田文化会館 参加者 20 名

BIM体験セミナー
1回目　12月5日（火）　　　兵庫県私学会館 参加者 11 名
2回目　H30年3月6日(火)　　兵庫県民会館 参加者 8 名



(神戸支部） 住宅見学会　建築視察：京都の町家を改修した住宅
10月21日(土)京都（森田一弥氏設計住宅） 参加者 13 名

(南但支部） スケッチ講座
受講者　延 14 名

(北播磨支部) 建築士総合研修講習会
７月13日(木),H30年1月15日(月) 小野市うるおい交流館 受講者 延 44 名

応急危険度判定士協議会講習会
9月21日(木) 小野市うるおい交流館 参加者 23 名

2．CPD制度事業並びに専攻建築士制度事業　
(1) ＣＰＤプログラム評議会

ＣＰＤプログラム認定 延63 件

3. 専攻建築士審査評議会 新規　２名　更新　2名　　
H30年3月7日（水）　　　兵庫県民会館 出席者 9 名

4．建築士制度の円滑な運用への支援　　　　　　　　　　　　　　 （1）

(1) 平成29年建築士試験業務の実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 ①受験申込受付

二級　 4月20日（木）～4月24日（月）　兵庫県民会館
　　　学科616名　　　製図  39名　　　　 計 655名　（対面受付）
　　　学科305名　　　製図 110名　　　　 計 415名　（ネット受付）
　　　学科 56名　　　製図  21名　　　   計  77名　（郵送受付）
　　　 計 977名 　 　 計  170名　　   合計1,147名
 (昨年 計1,025名　　 　計 156名　 　  合計1,181名　）　

木造　 4月20日（木）～4月24日（月）　兵庫県民会館
　　　学科 23名　　　製図   0名　　　　 計  23名　（対面受付）
　　　学科  2名　　  製図   1名　　　　 計   3名　（ネット受付）
　　　学科  3名　 　 製図   1名　　　　 計   4名　（郵送受付）
　 　 計   28名 　　   計   2名　　   合計  30名
（昨年 計  19名　　  　計　 4名　 　  合計　23名　）

一級 5月11日（木）～5月15日（月）  兵庫県民会館
　　　学科348名　　　製図   8名　　　　 計 356名　（対面受付）
　　　学科687名　　　製図 140名　　　　 計 827名　（ネット受付）
　　　学科180名　　  製図  13 名　　    計 193名　（郵送受付）
　　　 計1,215名 　　 計  161名　　  合計1,376名
（昨年 計1,254名　　　計  177名    　合計1,431名　）　

 ②試　験 （会場　神戸市外国語大学）
二級 学科  7月 2日(日)  予定数  977名　　出席数 　800名　　出席率  81.8％

製図  9月10日(日)　予定数  482名　　出席数 　428名　　出席率  88.7％
木造 学科  7月23日(日)　予定数   29名　　出席数  　25名　　出席率  86.2％

製図 10月 8日(日)　予定数   14名　  出席数　  14名　  出席率 100.0％　　
一級 学科  7月23日(日)　予定数1,213名　　出席数 　955名　  出席率  78.7％

製図 10月 8日(日)　予定数  333名　  出席数 　321名    出席率  96.3％　　

(2) 一級・二級・木造建築士登録業務
二級
木造
一級
構造
設備

(3) 一級・二級・木造建築士定期講習会
第2期 H29年8月19日（土）兵庫県学校厚生会館 受講者　 116 名
第4期 H30年2月3日（土）兵庫県私学会館 受講者　 125 名

公益事業2：建築に関する総合的な支援事業
1．人材育成事業
(1) 人材育成のための講演会、講習会等

(加古川支部） 二級建築士製図講習会
7月8日(土)～9月10日(日) 加古川市内会場等 受講者　 7 名

(神戸支部) 学生向け建築の実務について
10月26日(木)、11月2日(木)兵庫県立兵庫工業高校 受講者　 25 名　

(建築士試験業務特定委員会）

新規 173件　    事項変更・携帯変更・再交付   67件
新規   7件　    事項変更・携帯変更・再交付    1件
新規  68件　     事項変更・携帯変更・再交付  64件
新規   5件      事項変更・携帯変更・再交付    0件
新規   7件      事項変更・携帯変更・再交付　  1件　

（建築士試験業務特定委員会）

7月22日(土)、23日(日)、11月25日(土) 但馬長寿の郷



(2) 提案表彰事業
(事業委員会）
　建築甲子園兵庫県大会（募集期間：10月1日～10月31日） 4校　6作品

同上　兵庫県大会予選　　　11月22日(水）　　　　　士会事務局 審査員 5 名
建築甲子園　本大会　 　 　　日本建築士会連合会 内2校　優秀賞

2．普及啓発事業
(1) セミナー、講座、見学会等

(女性委員会） 普及啓発活動（市民向けｾﾐﾅｰ）
H30年2月10日（土）神戸市すまいるネットルーム 参加者　 50 名

(住教育支援ﾁｰﾑ） 小中学校での住教育支援活動　　年間を通じ実施　スタッフ延29名
小学校２校、支援学校1校・2回、中学校１校、高校１校、大学１校　計３校で実施

(明石支部） 防災学習
H30年1月16日(火)　　稲美町立天満東小学校 児童 28 名
　　 1月23日(火)　　稲美町立母里小学校 児童 51 名

(神戸支部） 「アーキツーリズム近江八幡」
H30年2月24日（土）近江八幡市 参加者　 22 名

(加古川支部） セミナー事業
H29年2月20日（火）東播磨生活創造センター 参加者　 60 名

(2) 体験活動等
(神戸支部） 親子事業「驚き・発見！ねん土でつくろう“夢の家”」

7月29日（土）サンパル5階　ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ 参加者(子供） 16 名

(阪神支部） 建築学習　親子木工教室事業
8月5日(土) 尼崎市 参加者 28 名
12月16日(土)17日(日) 西宮 参加者 38 名
12月20日(水) 尼崎・西宮・宝塚市で実施 参加者(親子）

(姫路支部） 建築子供ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
10月27日(金) 市立旭陽小学校 参加者 94 名

(明石支部） 親子木工教室・建築よろず相談 親子 32 名
6月11日(日) 明石公園 相談者 1 名

3．建築に関する調査、診断及び相談等事業
(1) 建築物、住宅の安全性を確保するための調査、診断等

(神戸支部） 神戸市すまいの耐震診断員派遣事業 診断者 15 名

(2) 建築物・住宅に関する市民を対象とした相談業務
(姫路支部） 建築リフォームヘルプ事業　　 相談者 159 名

建築相談員派遣事業　姫路市市民相談室 相談者 13 名

(淡路支部) 建築相談会
11月26日（日）　　サンライズ淡路 相談者 20 名

4.まちづくりの推進に関する事業
(1) まちづくり及び景観形成に関する研修

(まちづくり委員会） 出張まちづくり委員会　　京都府美山北重伝建地区 参加者　 38 名
6月3日(土)、4日(日)

出前まちづくり委員会　　 参加者　 23 名
11月11日(土）尼崎市武庫之荘住宅地

5.兵庫地域貢献活動助成事業
兵庫地域貢献活動助成事業

(地域貢献推進会議）
活動団体　加古川里山暮らし研究会

6．既存建築物に関する検査検定事業
既存建築物の耐震判定事業等

(判定委員会）

 74組148名



共益事業：会員相互の交流と組織の活性化等
(1) 平成29年度定時総会

総会 5月27日（土）　兵庫県学校厚生会館 出席者 78 名
　＜決議事項＞ 委任状 1,067 名
　第1号議案　平成28年度事業報告・収支決算報告承認の件 計 1,145 名
　監査報告
　第2号議案　理事・監事の選任について
　第3号議案　定款の一部改定について
　＜報告事項＞
　平成29年度事業計画の件
　平成29年度収支予算の件
　その他

(2) 第60回建築士会全国大会（京都大会）参加事業　京都市勧業館
出席者 33 名

(3) 全国女性建築士連絡協議会(第27回大会）　参加事業　　（東京） （女性委員会）
　　 H29年7月15日（土）、16日（日）　　　東京　建築会館 出席者 3 名

(4) 全国青年委員長会議　参加事業　　（東京）
出席者 1 名

(5)
全国大会（京都大会）開催のため、今年度は中止

(6) 第6回全国HMﾈｯﾄﾜｰｸ協議会総会
12月7日（木）京都文化博物館　 出席者 1 名

(7) 第5回全国HM大会 12月8日（金）　京都市勧業館 出席者 1 名

(8) 調査件数 8 件

（9）全国まちづくり委員長会議（第26回　まちづくり会議）
H30年2月16日（金）、17日（土）　笹川記念会館 出席者 2 名

(10)免許交付式 H30年2月17日（土）　　兵庫県学校厚生会館 参加者 37 名

(11)

(12)ホームページの活用と運用

　　（阪神支部） ホームページの維持管理

収益事業：建築関連図書の頒布販売事業等
(1) 図書の頒布 ①工事請負契約約款

②設計・監理業務委託契約書
③一級・二級・木造建築士受験案内書

共通事業
(1) 会員へのお知らせ　4・5・6・7・8・9・10・11・12・1･2･3月号発行 （本部・支部）

(2) 賛助会員拡大事業

その他事業
1．震災に関連する諸事業の推進に努める  

（1）E-ディフェンスを活用した減災対策推進委員会 会長
　 H30年1月12日(金）　　（国研）防災科学技術研究所　兵庫県耐震工学研究センター　会議室

2．諸会議
（1）会議　1

連合会理事会・会長会議
5月26日(金)　理事会　　　　（専売ﾎｰﾙ） 会長
6月20日(火)　通常総会　 　 （建築会館）　　　 会長
7月26日(水)　理事会　　　　（専売ﾎｰﾙ） 会長
H29年12月７日(木)理事会　　　(京都市勧業館　みやこメッセ) 会長
H30年 3月14日(水)　役員選考委員会　 会長

近畿建築士会協議会会長会議
10月19日(木）　　大阪府建築士会事務局会議室 会長 事務局長　他
H30年3月2日(金)　大阪府建築士会事務局会議室 専務理事 事務局長

公益社団法人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

H29年12月8日（金）　

近畿建築祭　　参加事業

(女性委員会）　女性会員向け普及啓発及び会員増強事業

神戸市借上げ住宅建物調査

(二級・木造建築士延人数)

H30年3月3日(土)､4日(日）　



既存住宅状況調査技術者講習説明会
4月7日（金）　　大阪府建築士会事務局会議室

既存住宅状況調査技術者講習講師説明会
4月27日（木）　　建築会館ホール 森崎副会長ほか4名

近畿建築士会協議会・近畿ブロック会議（青年部会） 中山副会長他
7月29日（土）　兵庫県私学館 出席者 6 名

兵庫県　住いづくり協議会　監事会　5月24日（水）　県民会館 会長

兵庫県建築士審査会　　8月17日（木）　兵庫県民会館　　302号室 会長

Eデフェンス活用会議　　　9月25日（月）　県災害対策センター 会長

(2) 会議　2
顧問会 平成30年2月28日（水）　　兵県民会館　ぼたんの間 出席者　 10 名

　　　・今年度の公益事業の実施報告他について

理事会 定足数17名（当該役員33名の2分1以上） 出席者 24 名
 第1回  5月11日（木）　兵庫県民会館　902号室

 第2回 定足数15名（当該役員30名の2分1以上） 出席者 25 名

・会長を代行する副会長の順序の決定について(承認）

 第3回 定足数15名（当該役員30名の2分1以上） 出席者 24 名

・会費の滞納状況について
・組織図について

 第4回 定足数15名（当該役員30名の2分1以上） 出席者 27 名

・平成29年度第2四半期の事業報告、収支状況報告について（承認）

・会計ソフトの更新について（承認）

 第5回 定足数17名（当該役員30名の2分1以上） 出席者 26 名
H30年1月25日（木）兵庫県民館　つるの間

・育児・介護休業の規程の一部改正について（承認）
・地域貢献活動推進事業運営規程の一部改正について（承認）
・「兵庫地域貢献活動推進事業」要綱の制定について（承認）

・建築士試験監理員の登録抹消について

 第6回 定足数17名（当該役員30名の2分1以上） 出席者 26 名
H30年3月22日（木）兵庫県民館　902号室

・役員報酬規程改正の件（承認）
・常勤の理事及び監事へ支給する総額を定める件（承認）
・建築士試験監理員への注意喚起について

・新入会員の承認について

・会員の権利停止(除名）について(承認）

5月27日（土）　　兵庫県学校厚生会館　３階会議室

・「空き家の活用に関する研修」の申請について（承認）

・平成28年度　事業報告について（承認）
・平成28年度　収支決算について(承認）

・本部理事からの報告について

・新入会員・賛助会員入会の承認について
・平成30年度事業計画・収支予算について（承認）

・兵庫県建築物応急危険度判定制度情報伝達訓練について

・会費の滞納状況について

・会員名簿の発行について

・第1四半期収支状況について

・委員会規程の改正について（承認）

・新入会員・賛助会員入会の承認について

・「空き家活用に関する建築士の養成講座」の開設について

・平成29年度第3四半期の事業報告・収支状況について
・平成30年事業計画申請状況について

10月30日（月）　　兵庫県民会館　鶴の間

・平成29年度予算の補正について（承認）

・会費の改訂について

・会報誌「つどい」の発行について（承認）

・新入会員・賛助会員入会の承認について

 7月27日（木）　　兵庫県民会館　亀の間
・新入会員の承認について

・平成29・30年度の理事の選定の承認を求める件について（承認）

松尾専務



第1回 7月27日（木）　兵庫県民会館　亀の間 出席者 12 名

第1回 5月 9日（火）　建築士会事務局 出席者 5 名
 ・平成28年度　事業・収支決算報告
 ・H28年度　　　　 会計監査

第2回 7月19日（水）　建築士会事務局 出席者 5 名
 ・第1四半期　　　会計報告

第3回 10月26日（木）　建築士会事務局 出席者 4 名
 ・第2四半期　　　会計報告

第4回 H30年1月23日（火）　建築士会事務局 出席者 4 名
 ・第3四半期　　　会計報告

第1回  5月 9日（水)　建築士会事務局会議室 出席者 7 名

第2回  7月19日（水)　建築士会事務局会館 出席者 7 名

第3回 10月26日（木）　建築士会事務局 出席者 5 名

第4回 H30年1月23日（火)　建築士会事務局 出席者 6 名

第5回 H29年3月13日（火）　兵庫県私学会館　　207号室 出席者 6 名

(3) 各種会議開催
本部定時総会　　　　　  H29/5/27
顧問会　　　　　　　　 　H30/2/28
理事会　　　　　　　　 5/11、5/27、7/27、10/30、Ｈ30/1/25、
会計監査　　　　　　　   5/9、10/26、H30/1/23､
正副会長会　　　　　　  5/9、7/19、10/26､H30/1/23、3/16、
委員長会　　　　　　    7/27
支部長会　              
総務委員会　　　　　　    5/9、6/15、7/25、8/29、10/5、11/16、H30/1/18、2/15、3/27

企画情報委員会 6/12、7/18、8/31、10/4、10/19、11/9､H30/2/8､3/8、

研修委員会　　　　　　    6/22、7/20、8/24、9/13、10/18、11/22、12/13、H30/1/23、2/22、3/29  

まちづくり委員会　　　    5/16、6/20、7/18、8/22、9/19、10/17、11/21、12/19、　
H30/1/16、2/20、3/20

建築士試業務験特定委員会  　　    6/9、6/23、7/14、9/1､9/29、12/1、H30/3/16  

青年委員会　　　　　　    4/8、6/17、8/26、10/15、12/10、　  

女性委員会　　　　　　    6/10、9/8、8/26、10/15､12/2、H30/1/21､2/18、3/25

兵庫地域貢献推進会議 H29/7/13、11/9、12/15,12/18（メール審議）

耐震判定員会 本年度開催　無

建築四団体事務連絡会　　H30/2/21

委員長会

正副会長会

会計監査


