
第47回　通常総会

日　時　　令和2年5月22日（金）午後6時15分

会　場　　藤沢商工会館（ミナパーク）503会議室

指

一般社団法人　　神各州県建築土合湘南支部



建築士の綱領

－．われらの建築は　人類の幸福のため

最良の芸術たるべし

－．われわれ建築士は　社会の発展のため

最新の指導者たるべし

－．わが建築士会は　会員の向上のため

景善の団結たるべし

1955年（昭和30年）

■建築士会とは

「会員の協力により建築士の品位の保持およびその業務の進歩改

善を図りもって建築文化の進展に資する」ことを目的に、建築士法

第22条の四に基づいて都道府県ごとに設立された団体です。



第47回通常総会次第

受　　付　　　甘粕　博史

総合司会　　大谷　篤

総　　会　　　　　　　　　　　　　18＝15～19‥∞

綱領朗読・黙祷
1．開会の言葉

2．総会成立宣言

出席書　　　名

会員数　249　名＊

委任状　　　名

大谷　篤

5．議長選出

6．議　　事

第一号議案　令和元年度　事業報告

第二号議案　令和元年度　会計報告

第三号議案　令和元年度　会計監査報告

第四号議案　令和2年度　事業計画（案）

第五号議案　令和2年度　予算（案）

7．議長解任

8．閉会の言葉

議　長　　支　部　長

小檎山　巌

丹治　一郎

佐藤　里紗

小樽山　麓

丹治　一郎

＊令和2年3月31日付けの会員数　278名（内休会会員29名）休会会員を除く会員数249名

支部規程17条により会員の1／5は　49．8　名、総会成立人数は　50名とする
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第一号議案

令和元年度事業報告
（自　2019年4月1日～至　2020年3月31日）

令和元年度の事業につきましては会員の皆様のご協力により、当初の計画を実行することができました

事業計画 �月日 �実施報告及び内容 
1組織強化活動 1）本部との連携強化 �通年 �本部の各委員会に支部から委員を派遣しました。 

2）支部役員会と支部会員の �12月7日 �見学会後に懇親会を実施し交流を図りました。 

連携強化と会員増強 3）本部事業への協力 �通年 �未加入建築士をお試し会員に勧誘しました。 

2月22日 �会員（特にシニア）対象の折り紙講習会を実施しまし　た。 

通年 �本部総会、賀詞交歓会等の本部行事に参加しました。 

7月20日 �定期講習を支部で開催しました。 

9月20日 �全国大会（函館市）に6名出席参加しました。 

Ⅱ情報広報活動 1）研修会・講習会 2）行政交流を図る 3）支部だよりの発行 4）ホームページの運営等 �5月17日 �勉強会「空き家の現状と対策」を開催しました。 

1月17日 通年 通年 �会員向けの講演会「パリ協定・SDGS・持続可能社会へ」 

を実施しました。 湘南支部だよりを（夏号・冬号）発行し、支部活動を建築 

士会内外に周知しました。 

湘南支部のホームページ、本会メールマガジンを活　用し 
て、会員へ情報を発信しました。 

Ⅲ事業活動 1）地引網大会 �6月9日 �茅ヶ崎海岸で地引網大会を実施しました。 

2）建築見学会・まちなみ調査等 3）新年交流会 �12月7日 1月17日 �鎌倉文華館（旧鎌倉近代美術館）や旧里見弾邸の見学会を 

実施しました。 

藤沢商工会館で開催しました。 

Ⅳ事業活動（社会貢献） 1）警霊欝蒜写譜芸造物保 2）讐砦慧？孟責づくり活動 � �旧モーガン邸を守る会主催のイベントを後援しました。 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） 
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第二号議案

令和元年度会計報告
自　2019年4月01日

至　2020年3月31日

収入 ��科　目 �内　容 �決　　算 �予　　算 �備　考 

収 入 �事 業 収 入 �支部繰入金Ⅰ �交付金 �690，000 �690．000 �552000＋138000 
助成金 � �10．000 �10，000 �地引網大会 

負担金参加費収入 �総会 �32，000 �30，∝旧 �1，000円／人 

地引網大会 �136．000 �200．000 � 

研修会見学会 �4，700 �40，000 �資料代等 

新年交流会 �33，000 �65．000 � 

支部賛助会長会費 ��0 �0 � 

頒布収入 ��5，000 �2，000 �司祭館報告書＠400（会見）＠500（一般） 

雑 収 入 �事業協力費 ��0 �100，000 �地域貢献活動費等、会員増強活動衰 

雑収入 � �187，013 �50．000 �積金利子（13）、祝金、定期講習交付金 

当期収入合計（A） ���1，097，713 �1．187，000 � 

支部繰入金Ⅱ　　　前年度分より ���1．561，551 �1，5（札551 �通帳1431445＋現金130106 

収入総貌（B） ���2，659，264 �2，748，551 � 

支出 ��科　目 �内　容 �決　　算 �予　　算 �備　考 

支 出 �事 業 費 �指導童伝費 �研膵会見学会 �20，740 �70，000 �会場費、講師謝礼、資料代など 
HP関連費 �20，000 �20．000 �運営費 

駒査研究費 � �0 �100，000 �地域の建物調査など 

会長拡充嚢 �新年交流会 �102．640 �130．000 � 

地引網大会 �192，152 �250．000 � 

支部事業費 �11，224 �100，000 �シニア向け折り紙講習会 

旅責交通費 ��40，000 �50，000 �全国大会参加黄等 

会誌刊行黄 ��19，160 �40，000 �支部だより年2回発行 

管 理 費 �旅費交通費 ��0 �34．000 �支部役員の他支部行事等への参加交通費 
需用費 �通借運搬費 �20，500 �30．000 � 

印刷製本糞 �0 �10，000 � 

備品費 �0 �5，000 � 

消耗品費 �3，552 �5．000 � 

雑費 �0 �3．000 � 

貸室損料 �50．000 �50，000 �（支部長十割支部長＋広報＋会計） 

対外費 ��10．000 �20．000 �慶弔費 

会議費 �支部総会費 �114，423 �125，000 � 

事業協力費 �本部事業協力 �74，270 �5，000 �定期講習会 

支部役鼻会、委員会費 �145，993 �140，000 � 

当期支出合計　（C） ���824．654 �1，187，000 � 

当期収支差額（Å）－（C） ����273．059 �0 � 

支部事業積立金（D） ����100．000 �100．000 �周年事業準備金 

本部繰出金（B）－（6）－（D） ����1，734，610 �1，461．551 �274855卜8‾24654－100000 

■　支部事業積立金 ����865．556 �765．556 �積立貯金残高（R2／3／26現在） 
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第三号離案

監　査　報　告　書

一般社団法人　神奈川県建築士会　湘南支部

支部長　　梅滞典雄様

令和元年度収支決算を監査した結果、相違ないことをご報告いたします。

令和2年4月22日

監事演降瞥呼唾
（佐藤　里紗）

監　事餐ふ五㌢㊧
（桑山　直子）



第四号議案

令和2年度事業計画（案）
（自　2020年4月1日～至　2021年3月31日）

事業計画 �事業内容 
1組織強化活動． 1）本部との連携強化 2）支部役員会と支部会員の �・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 

・未加入者に支部事業を紹介し入会を勧める（会員増強） 

連携強化と会員増強 �・支部会員（シニアを含む）が参加しやすい企画の立案 

3）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 

・建築士試験監理負の派遣 

・建築士定期講習の支部開催に協力 

Ⅱ情報広報活動 1）研修会・講習会 2）行政交流を図る �・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） 

・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 

3）支部だよりの発行 4）ホームページの運営等 �・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 
・支部ホームページ、本会メールマガジンを活用、 

会員へ情報を発信する 

Ⅲ事業活動 1）地引網大会 �・茅ヶ崎海岸 

2）建築見学会・まちなみ調 3）新年交流会 �・鎌倉 
・茅ヶ崎 

・藤沢 

・例年1月に実施　　講演会＋懇親会 

4）折り紙講習会 �・シニア会員等を対象企画（2回開催予定） 

Ⅳ事業活動（社会貢献） 1）漂霊諾苦謂芋謂芸物 2）監禁誓完詣三くり活 �・旧モーガン邸を守る会等活動団体への応援・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） 
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第五号議案

令和2年度予算（案）
自　2020年4月1日

至　2021年3月31日

収入 ��科　目 �内　容 �令和2年度予 �令和元年度予 �備　考 

収 入 �事 業 収 入 �支部繰入金Ⅰ �交付金 �647，000 �690，000 � 
助成金 � �10，000 �10，000 �地引網大会など 

負担金参加費収入 �総会 �30．000 �30．000 �1．000円／人 

地引網大会 �190，000 �200，000 �2，000円／人・大人 

研修会見学会 �30，000 �40，000 �資料代等 

新年交流会 �50，000 �65，000 �2，500円／人 

支部賛助会見会費 ��0 �0 � 

頒布収入 ��2．000 �2，000 �司祭館報告書＠500 

雑 収 入 �幸美協力費 ��100．000 �100，000 �会見増強活動費等 

雑収入 � �50．000 �50．000 �預金利子、寄付金、祝金、定期講習 

当期収入合計（A） ���1，109．000 �1．187．000 � 

支部繰入金Ⅱ　　　前年度分より ���1，734．610 �1．561，553 �通帳1616458＋現金118152 

収入総額（β） ���2，896，610 �2．748，551 � 

支出 ��科　目 �内　容 �令和2年度予 �令和元年度予 �備　考 

支 出 �事 業 費 �指導皇伝費 �研修会見学会 �60，000 �70，000 �会場費、講師謝礼、資料代など 
HP関連費 �20，000 �20．000 �運営費 

嗣査研究費 � �100．000 �100，000 �地域の建物調査など 

会員拡充費 �新年交流会 �130，000 �130，000 �会場費、講師謝礼、資料代など 

地引網大会 �神0，000 �250，∝氾 �網代、消耗品等 

支部事業費 �100，000 �100．000 �会員増強活動事業 

旅費交通費 ��50，000 �50．000 �全国大会参加費等 

会誌刊行黄 ��30，000 �40．000 �支部だより年2回発行 

管 理 費 �旅費交通黄 ��30，000 �3亀000 �支部役員の他支部行事等への参加交通費 
需用費 �通借運搬費 �30．∝旧 �30，000 � 

印刷製本費 �10，000 �10，000 � 

備品費 �5，000 �5，000 � 

消耗品費 �5，000 �5．000 � 

雑費 �3，000 �3，000 � 

貸室損料 �50，∝旧 �50，000 �（支部長十割支部長＋広報＋会計） 

対外費 ��20，000 �20，000 �慶弔費 

会議黄　　　　支部総会費 ��125，000 �125，000 � 

支部役員会、委員会費 �130．000 �140，000 � 

事業協力費 �本部事業協力 �11．000 �5，000 � 

当期支出合計　（C） ���1，109，000 �1，187，000 � 

当期収支差額（A）－（C） ����0 �0 � 

支部事業積立金（D） ����100．000 �100，000 �周年紀念準傭金 

本部繰出金（B）－（C）－　くD） ����1，693．610 �1，461．553 � 

■　支部事業積立金 ����965，538 �865，538 �2020年3月末残高 
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参考資料

＊本部委員会活動に参加している湘南支部役員

福利厚生委員会………春日　勇　長谷河学

情報広報委員会………佐藤里紗

技術支援委員会………大谷　篤

青年委員会………‥山中信悟

CPD・専攻建築士制度委員会・・水田敏弘

景観整備機構委員会……・湯本　教

防災委員会………‥小檜山　巌

支部長委員長連絡会……・梅澤　典雄　水田敏弘



参考資料

湘南支部規程

第1条　本支部は一般社団法人神奈川県建築士会湘南支部と称し、神奈川県建築士会定款第37

条に基づき設立するものとする。

第2条　本支部は一般社団法人神奈川県建築士会（以下本会という）の運営を円滑ならしめ、且

つ会員相互の技術向上、親睦協調を計り、もって本会の目的達成に協力することを目的と

する。

第3条　本支部は鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町に居住し、又は勤務する本会の会員をもっ

て構成する。

第4条　本支部は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

1．建築に関する法令等の普及徹底

2．建築士の業務並びに技術の調査研究

3．研究会、講演会及び座談会の開催

4．前各号に掲げるものの他本支部の目的を達成するため必要な事業を行う。

第5条　本支部の事務局を支部長宅に置く。

第6条　本支部の経費は本会よりの交付金、賛助会費及び寄付金その他をもって支弁する。

第7条　本支部に次の役員を置く。

支部長　1名　　幹　事　　若干名
副支部長　3　名　　会・計　　1名　　監　事　　2　名

第8条　支部長は本支部を代表し本支部会務を総理し、総会及び役員会の議長となる。

第9条　副支部長は支部長を補佐し支部長事故あるときはその職務を代行する。

第10条　幹事は本支部の会務を処理し、支部の運営にあたる。

第11条　会計は収支を経理する。

第12条　監事は事業および会計を監査する。

第13条　支部長及び役員は支部総会において選挙により定める。

第14条　役員の任期は2年とする。再任は妨げないが、適正な新旧交代を図る。補欠により選

らばれた役員の任期は前任者の残任期間とする。

第15条　本支部は必要に応じ役員会の過半数の議を経て相談役を置く。

第16条　本支部の趣旨に賛同するものは役員会の過半数の同意を経て賛助会員となることがで

きる。

第17条　支部総会は通常及び臨時の2種とし、会員の5分の1の出席で成立し議決については

出席正会員の過半数により決する。

第18条　通常総会は年1匡とし、臨時総会は支部長が必要と認めたとき、又は4分の1以上の

会員の請求があった場合招集する。

第19条　役員会は支部長が必要と認めたとき招集し、過半数の出席者で成立する。

第20条　支部総会に議案として提出しなければならない事項は次のとおりとする。

1．役員の選挙　　　　　　　3．事業の計画

2．予算及び決算　　　　　4．本規程の変更に関する事項

第21条　本支部の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第22条　本支部運営上必要と認める場合には役員会の議を経て適当な分会・班等を設けること

ができる。

第23条　本支部規程に特に定めない事項については本会定款を準用する。

附　則

1．本規程は昭和49年3月3日より実施する。

2．本規程の改正は平成19年5月11日より実施する。

3．本規定の改正は平成25年5月17日より実施する。

4．本規定の改正は令和元年5月17日より実施する。
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（一社）神奈川県建築士会湘南支部 

事務局　〒248－0013 

鎌倉市材木座2－8－42　梅澤方 

TEL　O467－23－7605　FAX　O467－23－7780 

Eメール＄honan＠kanagaWa－k酬枇u＄ikai．GOm 


