
平成 31 年度（令和元年度） 事業計画 
（自 2019 年 4 月 1 日 ～ 至 2020 年 3 月 31 日） 

Ⅰ 重点事業 

事業名称 事業内容 

１ シニア事業の実施 シニア会員が活き活きと活動できるよう、平成 30 年度の取り組んだ同好会活動に新た

に絵画同好会を立ち上げるとともに、シニア講習会を今年度も実施するなどして、更な

る推進を図る。 

 

２ 会員増強 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会員増強（入会促進、退会抑制）、つまり会員の増加を「組織力」とし、また、その組

織が「会員力を引き出す組織づくり」を行うことを両輪として、建築士会の活性化を図

っていく。 

「会員力を引き出す組織づくり」に向けて、支部、委員会の見直しを行うこととし、

支部の活性化、委員会の定款に沿った機能性と目的の明確化を打ち出すことで進め

ていく。 

①支部の活性化は、試行的に行った定期講習のように支部が法定講習を行うこと、また

支部会員のための講習会、見学会を行うことと、そのための財源を確保するため、支

部交付金の配分の見直しも行う。 

②委員会の見直しについては、現在増強担当で検討しているものをたたき台として、今

後精査していく。 

③平成３０年度に引き続き、以下の事業も継続実施する。 

 ・「お試し会員」制度の推進 

 ・会員増強支部支援交付金の継続 

 ・建築士インキュベート（高校生インターンシップ） 

④更に平成３１年度の新たな取組みとして 

 ・感境コンペの実施（人が感じる境目としての環境） 

 ・７０周年記念事業の準備（続かながわ建築ガイド編纂準備） 

 

Ⅱ 支部の活動 

事業名称 事業内容 

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 31 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 本部事業への協力活動 
 ・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 
・横須賀市民文化祭参加、建築展の計画及び研修（隔年実施） 
・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 



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 
 ・新入会員掘り起し・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 

３ 小田原地方支
部 
 
 
 
 
 

Ⅰ 見学会・勉強会・交流  
 ・支部近郊の見学会 
  支部交流を深めるため、他支部との共催を予定。 
   場所・日程・内容については検討中 
 ・秋の見学会 
  支部会員の交流を深める毎年恒例の旅行を予定。 
   場所：日光方面  日程・内容については検討中 
 ・勉強会 
  「地域の社寺建築」の勉強会 
  木造建築技術の勉強会 
  まちづくりの勉強会 
 ・栃木県建築士会 日光支部との交流 
  歴史的建築物の保全・活用、観光等の視点 
Ⅱ 試験委員の派遣 
 ・一級建築士試験監督員を派遣する。 
Ⅲ 行政との協力事業 

・従来から実施中の、小田原市の補助金制度による「木造住宅耐震診断及び耐震改修工事業務
委託」を本年度も引き続き実施する 

・昨年から実施中の、「訪問簡易耐震診断」に本年度も協力する。 
・応急危険度判定、被災宅地判定業務に協力する。 

Ⅳ 公共イメージ事業 
 ・各団体との連携、協働  
 ・市民への建築の魅力アピール 

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 
  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 

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 / 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 1・2 級建築士試験協力 
 ・その他本会からの依頼調査等の協力 

６ 県央支部 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 支部連帯活動  
 ・支部総会 
  平成 31 年度の事業計画を実施する為の予算決定 
 ・役員会 年 6 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 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 各市、町、村訪問 
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 

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(会員増強) 
  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 
  CPD・専攻建築士制度の推進協力 
  建築士試験監理員の派遣 
  建築士定期講習の支部開催に協力 
Ⅱ 情報広報活動 
 ・研修会・講習会 



  関連法規の改正に関する講習会・説明会 
  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 
  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、本会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   6/9（日）予約済 
 ・建築見学会・まちなみ調査 
  鎌倉 
  茅ヶ崎 
  藤沢 
 ・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 
  地域イベントへの参加協力等 (建築士会の活動 PR も兼ねる) 

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）及び新入会員勧誘 
 ・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 

９ 県庁職域支部 
 

Ⅰ 総会  
 ・平成 31 年度事業計画・予算案を決定するため、総会を開催 
  平成 31 年 5 月頃に支部総会の開催 
Ⅱ 建築セミナー 
 ・支部会員の知識や技術力の向上を目指すため、研修会を開催 
  平成 31 年 5 月頃に直近の話題からテーマを選定し、講師を招いた講演により、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 32 年１月頃に完成が近い県発注の建設現場や、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 支部会員増強策 
 ・新規会員の加入促進に向けた資格取得支援や交流イベントを実施 
  一級建築士資格取得に向けた受験対策ガイダンス等を適宜開催 
  士会への加入を促すため、建築セミナーや施設見学会や、交流イベントを適宜開催 
 ・支部会員の退会抑制策として、会員相互間の交流を深めるイベント等を開催 
  会員の退会抑制として、建築セミナーや施設見学会、交流イベントを適宜開催 
Ⅳ  図書印刷・製本費 
 ・支部会報の発行 
  平成 31 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 
 

 

Ⅲ 委員会の活動 

事業名称 事業内容 

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 事業活動 
 ・「熱闘建築甲子園神奈川大会」 
 ・入会案内活動 
 ・賀詞交歓会の運営 

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 会員増強について 
 ・活動を通して建築士会の魅力を様々な人へ伝える。 
Ⅴ 委員会開催 

・年間１２回を予定 

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」 
  中大規模木造建築物講習会 
 ・委員会企画による講習会 
  コンクリ－トの品質管理講習会 
  施工技術講習会 
 ・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 63 回神奈川建築コンク-ル入賞作品見学会 
 ・その他 
  横浜新市庁舎技術見学会 part2 

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 4回) 
  新入会員増強に資する企画内容をさらに強化 
  季刊化により特集及び支部委員会活動記事を増強・充実 

・事業概要発行 
 本会を対外的に紹介する際などに活用するため発行（平成 31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 年度末発行予定） 
  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 
 ・ホームページの見直し 

トップページに建築士に「有益」な情報のコンテンツを集約した「建築士の広場（仮）
の作成 

・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  

・会員向けメールマガジンの発行 
  会員への迅速な情報発信 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ・会員外向けメールマガジンの発行 
  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 
 ・より効果的なメールマガジンの検討 
  新入会員増強に資する内容に強化（随時） 
Ⅳ 各種規程等の運用及び見直し  
 ・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 
 ・刊行物規程等の見直し他 
  SNS 一般化に伴う各種規程等（HP 含む）の時代最適化 
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 31 年度全国大会（函館大会）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 

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（県民）向け情報の提供 
・神奈川県内市町村ＣＢ塀撤去等補助制度一覧表の更新（31 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 
 授業支援など学校との関わり（講師） 
 地域での発信活動（自主企画や講師など）計３～５回 
・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 
 図書館や学童保育の調査、見学会 
 造形教育を盛り上げる会への参加 
・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 
 報告書作成 

（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、「感境建築コンペ」実施年度により
部会重点事業とする。 
・感境建築コンペの広報、認知のための各種イベントを開催する。 
・会員向け省エネ計算の分かりやすい勉強会の開催 
・会員向けに省エネ計算した住宅の体験会開催 
・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・パラ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」との連携活動及び近県建築士会との
交流 

（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。 
※本年度は地方の利活用事例などの見学なども検討中 

・木造建築研修講座（計２～３回程度） 
通常の講習会とは別に木造建築に携わる方へ基本的な小規模勉強会を開催する。こ



れまで参加できなかった方、新しく木造に携わる方、建築士会へ入会し活動を見て
みたい方へ気軽に参加できる勉強会として位置付ける。※青年委員会との連携を予
定 

６ 青年委員会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 会員増強関連事業(合格者を対象とした活動及び新規会員獲得活動） 
・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 31 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。 

・建築士試験登録者セミナーの開催  （サポート事業） 
  平成 31 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 31 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。 

・新規会員獲得活動 
  新規会員獲得及び、委員の活動活性化を目的として隔月の委員会にオブザーバー、

各支部の青年層メンバーや新規会員候補を迎え、新規事業や士会の発展を考える。 
・地域及び他団体等との交流（フォトロゲイニング）・研修活動 

  建築士事務所協会、建築家協会、建設業、各種職能組合その他、建築系他団体、企
業、各種学校、地域団体等、との連携を促進することによって新規会員獲得及び建
築士会の知名度及び交流を高めることを目指すものである。 

Ⅱ 人材育成活動 
・共同開催による講習会の開催 

  他、委員会及び支部と共同で講習会を開催し講習会を通じ、他委員会、支部との連
携を促進することで士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。
また、新規合格者やお試し会員なども対象にし、士会活動への意欲、気づきを与え
る。 

・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、各イベントへの参加及び開催等

をすることで自らのスキルアップ、また新規会員候補へ参加を促し会委員増強のき
っかけ作りを行い、近隣都県の講習会へ参加すること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（北海道）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） 
 ・埼玉大会の開催 
 ・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 

７ 女性委員会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 講習会・ワークショップ活動(建築士の日活動含む） 
 ・建築士の資質向上を目指した講習会の実施(2 回) 
  女性建築士のためのスキルアップ講習会 
  社会復帰のバックアップ講習会 
 ・建築士会をアピールする講習会・ワークショップ（1回） 

市民参加型とし、行政・大学・研究団体との連携や「建築士の日」イベントへの位
置づけ等.知名度 UP を図って実施 

 ・現場・建物の見学会（３回） 
実施にあたっては、支部・他委員会との共催・協力関係を追及し、広報や会場の確
保等にも留意 

Ⅱ 大会参加活動 
 ・資質向上のため大会への参加をバックアップ 
  全国女性建築士連絡協議会東京大会（7 月） 
  連合会全国大会（9 月・函館） 
  青年建築士連絡協議会関東ブロック大会（6 月・埼玉秩父） 

実施にあたっては、他地域建築士会と連携を図るとともにその活動実績・ﾉｳﾊｳを神
奈川で活用することを意識 

Ⅲ 広報活動 
 ・会員増強活動への寄与 
  建築関連他団体と交流（イベント相互参加等） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  学校等へ OB 訪問を検討（独自イベント広報と連携） 
 ・一般へのアピールと会員増強を目的とする広報 
  一般・市民参加型ワークショップの開催（再褐） 
  イベントにあたっては幟・横断幕でアピール 
   建築カードなどの記念品配布も配慮 
Ⅳ 調査研究活動 
 ・女性建築士の環境向上のための研究活動 
  アンケートの結果と課題の考察 
  「建築女子会」の開催準備と課題の考察 
  なお「建築女子会」は講習会との同時開催によりオープンな交流の場となるよう配

慮 
 ・女性目線で出来る建築に関する企画・提案 

８ ＣＰＤ・専攻建築士制度
委員会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ ＣＰＤ制度 
 ・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ＣＰＤ制度の広報 
  ホームページのリニューアル 
 ・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 
  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（1 回予定） 
Ⅲ 委員会活動  
 ・委員会の開催(12 回予定) 
  ＣＰＤ制度・専攻建築士制度の運営について 
 ・広報部会の開催 
  ホームページのリニューアル 
  行政等及び一般県民への周知方法検討 
 ・単位部会の開催(4 回予定) 
  認定審査の取りまとめ及び調整 
  ホームページのリニューアルに伴う認定書の作成 
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 
  Ｊ５への委員の派遣 
Ⅲ その他 
 ・会員増強（入会促進・退会抑制）への取り組み 

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 
 ・他支部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 

１０景観整備機構委員会 Ⅰ 委員会活動  
 ・川崎市認定景観整備機構事業に関すること 
 ・地域貢献基金のあり方に関すること 



 ・空き家の利活用の関する講習会 
 ・県、ヘリテージマネジャー協会との連携 
 ・景観整備機構委員会部会活動の調整に関すること 
 ・景観まちづくりに関すること 
 ・連合会まちづくり委員会との連携に関すること 
Ⅱ 部会活動 
（１）スクランブル調査隊部会 
 ・歴史的建造物を訪ねるまち歩き見学会 
 ・歴史的建造物調査に関すること 
 ・建築相談業務に関するここと 
 ・連合会歴史まちづくり委員会との連携 
 ・歴史的建造物の保存・利活用に関する勉強会 
（２）景観部会 
 ・景観まちづくりに関すること 

 
Ⅳ 行政及び団体等との連携業務 

事業名称 事業内容 

１ 県・市の建築行政への協力 
 
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 

３ 一、二級・木造建築士登録業務
に協力 

４ 裁判所等からの委託建築物の
調査、鑑定に協力 

５ 日本建築学会関東支部神奈川
支所の運営に協力 

６ （公財）建築技術教育普及セン
ターの業務に協力 

７ 神奈川県建築会議の運営 
８ 神奈川県大規模災害対策士業
連絡協議会に参加 

９ 建築関係団体・協議会への協力 
10 (公社)日本建築士会連合会と
の連携 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建築士法第 22 条の 2定期講習 
 
 
（防災委員会） 
 
 
日本建築士会連合会会長表彰への推薦 他 
（公社）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 

 
Ⅴ 会議 

事業名称 事業内容 

１ 通常総会 
２ 理事会 
  臨時理事会 
３ 正副会長会議 
４ 正副会長・常任理事会 
５ 支部長・委員長会議 
６ その他 

2019 年５月 29 日予定 
５回（2019 年５月、７月、11月、2020 年１月、３月予定） 
６月予定 
隔月（奇数月）開催 
隔月（偶数月）開催 

 
Ⅵ 福利厚生 

事業名称 事業内容 

１ 会員・一般向けの広報の充実 
２ 会員を対象とした福利厚生等

の充実 
 
 
 
３ 図書等 
  

ホームページ等の運営、会誌同封「掲示板」の発行等 
（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） 
（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 

 


