公益社団法人兵庫県建築士会データ

会員の手引き

会員人数 約1930人（H24年現在）
組織 14支部、11委員会等で構成されています。

2014年版

■公益社団法人兵庫県建築士会の会員の皆さまへ
あなたは、なぜ建築士会の会員になりましたか？

是非この手引きをご覧頂き、ご自分にあった活動

スタイルやテーマを見つけて下さい。
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とで、仕事に役立つ知識が増え、人と人や地域との
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繋がりができ、仕事の幅を広げることもできます。
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兵庫県建築士会では、様々な機会を設けて、あな
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たの参加をお待ちしております。興味のある活動が
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かく足を運んでみて下さい。お一人でも、会員外の
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方を誘って頂いてのご参加も大歓迎です！
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会長 髙橋伸明

業種別グラフ

兵庫県建築士会の髙橋です。この手引きを手に

取って頂き、有難うございます。
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さて、私たち建築士会では様々な活動を通じて、

社会に貢献する活動や建築士を研修・育成する活動

を行っております。それらの活動を通じて、アク
ティブに社会に関わる人材（建築士）を育成してい
くことにしています。

この冊子だけでは、当会の活動を全て紹介するこ

とは出来ませんので、当会のホームページも見て頂
くようお願いします。

あなたが当会に興味を持って、関わって頂くよう

願っています。

会報「つどい」

情報を入手するには
以下のHPに兵庫県建築士会のあらゆる情報を集約
し、今後も常時更新予定です。是非アクセスしてく
ださい。

兵庫県建築士会ＨＰ
http://www.hyogo-aba.com/
委員会の活動をチェック

見学会の案内をチェック

毎月1回お手元に届きます。
内容は、特集、報告、最新技
術情報、行事予定、兵庫の建
築物を取材し書き下ろした
「兵庫探訪」など。会員の皆
さまからの投稿もお待ちして
います。

つどいメールに登録しましょう。
つどい紙面に掲載できない情報等を「tsudoiメール」
として配信しています。受信をご希望の方は下記ま
で、氏名・支部を明記のうえ、メールアドレスをご
登録ください。

info2006@hyogo-aba.or.jp
本部事務局の機能
事業報告をチェック

図書を申し込む

兵庫県建築士会は、神戸市中央区に本部事務局を置
き、会の運営や会員のサポートを行っています。
○主な業務内容
・入退会の手続き
・会費納入の受付、案内
・会員への情報発信
（会報誌「つどい」の発行、つどいメールの配信）
・「けんばい」（建築士賠償責任保証制度）
申し込み受付
・各種講習会、研修会、見学会の申し込み受付
・建築士定期講習、建築士免許の登録申請の受付
・CPD、専攻建築士の登録・申請受付
・図書の販売
・各委員会、研究会、支部活動のとりまとめ
・名簿の発送

公益社団法人

兵庫県建築士会

〒650-0011 神戸市中央区下山手通
4-6-11エクセル山手2階
TEL：078-327-0885
FAX：078-327-0887
URL：www.hyogo-aba.com
mail：info2006@hyogo-aba.or.jp
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興味のあることは？

兵庫県建築士会では、常に様々な活動を行っています。
これだけが全てではありませんが、主要な目的別に活動事例をあげていますので、
ここから何か当てはまるものを探してみてください。

「最新の情報が欲しい」

「実績をアピールして仕事に繋げたい」

「トラブルに直面して困った」

CPD、専攻建築士への登録

弁護士紹介制度の利用

「補償制度に加入したい」

「イベントの企画運営をしたい」

「建築士紹介をしてほしい」

けんばい（建築士賠償責任保証制度）に加入

各支部の委員会への参加

建築士紹介制度の活用（整備中）

「スキルを磨きたい」

「特定のテーマの研究がしたい」

「技術的内容を相談したい」

つどい、HPの更新情報をチェック

各支部の研修や講習会に参加

各研究会に参加、新研究会の立上げ

建築相談制度を利用する（整備中）

「建築士として社会に貢献したい」

「ネットワークを広げたい」

「国や自治体への提言をしたい」

地域貢献活動に参加

本部、支部の各種イベントに参加

全国の建築士会との連携

建築士会の年間スケジュールは？

日本建築士連合会

（全国の各都道府県の建築士会によって組織）

兵庫県建築士会の春は計画立案の季節。各支部や本部で総会が開かれ、事業計画の発表と１年の総括が行われます。
そして、
１年を通して様々な活動が行われていきます。特に秋はイベントが目白押しで、各支部や委員会で様々な研修会や見学会など
が行われます。建築士として必要な知識を深め、実務に役立つ様々な技術を習得するチャンスです。
また、
日本建築士会連合会主催による建築士会全国大会や、近畿圏の各建築士会の協力による近畿建築祭も開催されます。
これらのイベントに積極的に企画・参加することは、地域を超えてネットワークを広げ、見聞を広める絶好のチャンスです。
ホームページをチェックしてタイムリーな情報を入手し、建築士会活動に参加してください。
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本部

各支部

3月

近畿建築祭

全国に広がる建築士の輪

具体的な活動は？

以下のような活動を行っています。
これ以外にも各支部ごとに多様な活動を行っているので、
まずは興味があるものから参加してみてください。

①見学会に企画・参加

④講演会に企画・参加

⑦近畿建築祭に参加

個人では見学できない場所や専門

著名人にお越しいただき有意義な

近畿ブロックを構成する2府4県の

家による説明付きの見学等、士会

お話を伺えるのも建築士会の醍醐

建築士会員が年に一度集まる
「近

だからできることが多々あります。

味です。スキルアップにきっと繋が

畿建築士の祭」。府県の枠を超えた

自ら企画すれば、新たな繋がりが

ります。
また、“こんな講演を聞いて

交流と、各地域の特色に触れること

生まれ、
学ぶ醍醐味を味わえます。

みたい”の声もお待ちしています。

のできるイベントです。

②研修に企画・参加

⑤ＣＰＤを取得

⑧全国大会に参加

開催される多様な研修を受講し、

ＣＰＤに登録して自己研鑽を積み、

全国の都道府県建築士会が年に

建築士としてのスキルを高めましょ

信頼される建築士を目指しましょ

一度、各地を持ち回りで一同に集

う。
さらに、支部活動や研究会など

う。実績に応じて専攻建築士（８専

う大イベント。各地域の普段見られ

に参加して関心あるテーマの研修

門領域）
に登録し、更なる専門性を

ない建物の見学もでき、全国の建

を企画してみませんか？

持つ建築士になることも可能です。

築士会員との繋がりも深まります。

③研究会に企画・参加

⑥総会に参加

⑨地域社会に貢献（災害・教育・まちづくり)

建築に関わる共通テーマについて

本部・支部で総会が毎年開催され

兵庫県の各地域の人々と建築士会

興味のある会員が企画・運営して

ています。一年の決済報告や次年

員が共に行える事業を企画・運営し

います。研究会の立ち上げも可能

度の予算計画を会員に承認しても

ています。建築士会を通じて繋がる

です。
また、常時、
メンバーを募集し

らい、各事業の開催準備をします。

地域の皆さんとの輪。私たちは地域

ています。

会費の使われ方もここで判ります。

の社会貢献を真剣に考えます。

兵庫県建築士会は、以下の11の委員会により運営されていま

青年委員会

まちづくり委員会

部の報告を行っています。同世代との交流や出会いあり、是非参

ことが大切な時代です。地域性をいかした、
まちづくりを一緒に

加頂いて視野を広げてみては如何でしょう。

考えませんか。

女性委員会

■会員の発意による研究会を立上げ、活動を行うことも可能で

す。
ここでは比較的参加をしやすい青年、女性、
まちづくりの各
委員会を紹介していますが、
それ以外にもオブザーバーとしてで
あれば参加できる委員会もありますので、事務局にお問い合わ
せください。
・総務委員会

・試験委員会

・青年委員会

・研修委員会

・情報委員会

・女性委員会

・事業委員会

・まちづくり委員会 ・ヘリテージ委員会

・CPD制度・専攻建築士制度普及委員会 ・防災委員会

各支部より４５歳以下の青年の代表が集まり、新規事業や各支

さまざまな研究会や講習会を企画運営し、研修を重ねています。
市民の方とともに考えるワークショップも開催しています。共に
活動してみませんか。

持続する景観と変化する景観の狭間にある今、
まちを意識する

す。現在は住教育支援チーム、
ユニバーサルデザイン建築研究
会、構造研究会、ED兵庫実験研究会など多種多様な研究会が
あります。

