
第１号議案

１　会  議
（１）　 平成２８年度通常総会

　　　　平成２８年５月１９日（木）　　奈良県文化会館

　　　　出席者　　６３名　　委任状　　４３４名　計　　４９７名

　　　　①　第１号議案　　平成２７年度事業報告について　　

　　　　②　第２号議案　　平成２７年度決算について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１号報告　監査報告

　　　　③　第３号議案　　理事及び監事の選任について

　　　　④　第４号議案　　平成２８年度運営方針及び事業計画について

　　　　⑤　第５号議案　　平成２８年度予算について

　　　　⑥　報告事項　　　終身会員について　

（２）　理事会

　①　平成２８年４月２１日（木）　　建築士会館　会議室

　　　 ア　 建築士会への入会者承認について

　　　 イ　 終身会員の承認について

　　　 ウ　 平成２７年度正味財産増減計画書（案）等について

　　　 エ　 理事及び監事の選任について

　　　 オ　 平成２８年度運営方針及び事業計画（案）について

　　　 　　　　　　　　　　　並びに正味財産当初予算（案）について

　　　 カ　 平成２８年度通常総会について

　　　 キ　 その他

　②  平成２８年５月１９日（木）　　奈良県文化会館　会議室

　　　 ア　 会長の互選について

　　　 イ　 副会長の選任について

　③  平成２８年８月２５日（木）　　建築士会館　会議室

　　　 ア　 建築士会への入会者承認について

　　　 イ　 建築士会各事業の開催日程の調整について

　　　 ウ　 事業用町家利活用融資の取り扱いに関する協定書

　　　 エ　 その他

　④　平成２８年１２月８日（木）　　社会福祉総合センター　会議室

　　　 ア　 建築士会への入会者承認について

　　　 イ　 平成２９年度基本施策について

　　　 ウ　 平成２９年度予算編成について

　　　 エ　 その他

　⑤　平成２８年３月２４日（金）　　建築士会館　会議室

　　　 ア　 建築士会への入会者承認について

　　　 イ　 平成２９年度通常総会の招集

　　　 ウ　 平成２９年度予算編成について

　　　 エ　 その他

（３）　正副会長会

　①　平成２８年４月１９日（火）　　建築士会館

 　　　理事会の提案議題等について
　②　平成２８年５月２日（月）　　建築士会館
　　　　熊本地震への対応について
　③　平成２８年５月１６日（火）　　建築士会館
　　　 総会議案について

平成２８年４月～平成２９年３月

平　成　２８　年　度　事　業　報　告



　④　平成２８年５月３０日（火）　　建築士会館
　　　 正副会長委員会委員長合同会議
　　　 平成２８年度事業計画と収益改善への取り組みについて
　⑤　平成２８年７月１５日（金）　　建築士会館
　　　 正副会長委員会委員長合同会議
　　　 平成２８年度事業の日程調整について
　⑥　平成２８年８月１８日（木）　建築士会館
　　　 理事会の提案議題について
　⑦　平成２８年１０月５日（木）　　建築士会館
　　　 正副会長委員会委員長合同会議
　　　 平成２８年度事業の日程調整について

　⑧　平成２８年１１月２４日（木）　建築士会館

　　　 理事会の提案議題について

　⑨　平成２９年２月１日（水）　　建築士会館

　　　 懸案事項の処理について

　⑩　平成２９年３月７日（水）　　建築士会館

　　　 平成２９年度予算について

　⑪　平成２９年３月１６日（水）　　建築士会館

　　　 理事会の提案議題について

（４）　総務・企画委員会

　①　平成２８年４月１２日（火）　　建築士会館

　　　 平成２８年度予算について　他

　②　平成２８年６月９日（木）　　 建築士会館

　　　 平成２８年度事業の日程調整について

　③　平成２８年８月３日（水）　　建築士会館

　　　 新年大交歓会について　他

　④　平成２８年１１月９日（水）　 建築士会館

　　　 平成２９年度予算編成方針について

　⑤　平成２９年１月２４日（火）　建築士会館

　　　 新年大交歓会について　他

　⑥　平成２９年２月２３日（木）　　建築士会館

　　　平成２９年度予算について

（５）　教育・事業委員会

　①　平成２８年６月６日（月）　　建築士会館

　　   本年度の事業計画（案）について　他

　②　平成２９年１月２３日（月）　　弁慶新大宮店

　　   平成２９年度予算について

　　　　デザイン賞部会・・・・４月１１日（月）・５月９日（月）・６月１日（水）

　　　　　　　　　　　　　　  ６月２８日（火）・７月１５日（金）・９月２日（金）

　　　　　　　　　　　　　　  １０月１１日（月）

　　　　研修部会・・・・・・・１０月４日（火）

（６）　情報広報委員会

　①　平成２８年４月１４日（木）　　　建築士会館

　　　 士会奈良５月号について

　②　平成２８年５月１６日（月）　　建築士会館

　　　 士会奈良７月号について

　③　平成２８年６月９日（木）　　建築士会館

　　　 士会奈良７月号について

　④　平成２８年７月１４日（木）　　建築士会館

　　　 士会奈良９月号について

　⑤　平成２８年８月１０日（水）　　　建築士会館

　　　 士会奈良９月号について



　⑥　平成２８年９月８日（木）　　建築士会館

　　　 士会奈良１１月号について

　⑦　平成２８年１０月４日（木）　　建築士会館

　　　 士会奈良１１月号について

　⑧　平成２８年１１月１０日（木）　建築士会館

　　　 士会奈良１月号について

　⑨　平成２８年１２月７日（水）　建築士会館

　　　 士会奈良１月号について

　⑩　平成２９年１月１２日（木）　　　建築士会館

　　　 士会奈良３月号について

　⑪　平成２９年２月９日（木）　　建築士会館

　　　 士会奈良３月号について

　⑫　平成２９年３月９日（木）　　建築士会館

　　　 士会奈良５月号について

（７）　住まいまちづくり委員会

　①　平成２８年５月２６日（木）　　　建築士会館

　　　 平成２８年度事業計画について　他

　②　平成２８年１０月３日（月）　　　

　　　 平成２８年度事業について　他

　　　 景観まちづくり部会 ・・ ５月１１日（水）・７月７日（木）・１０月１９日（水）

　　　　　　　　　　　　　　   １１月２８日（月）・１月２３日（月）・２月２８日（火）

　　　 住環境福祉部会 ・・・・ １月２４日（火）

　　　 近現代建造物調査委員会 ・１０月１４日（金）・１１月１日（火）・１２月７日（水）

　　　　　　　　　　　　　　   １月３０日（月）・２月２０日（月）・３月２４日（金）

（８）　女性委員会

　①　平成２９年３月２２日（水）　　建築士会館

　　　 平成２９年度事業について

　　　 全建女準備部会・・・・４月１３日（月）・５月２日（月）・５月２４日（木）

　　 　　　　　　　　　　　　６月２２日（水）・７月４日（月）・７月２０日（水）

　　 　　　　　　　　　　　　８月１２日（金）

　　　 和室部会・・・・・・・９月７日（水）・９月２１日（水）・１０月５日（水）

　　 　　　　　　　　　　　　１０月１３日（木）

（９）　青年委員会

　①　平成２８年５月３０日（月）　　奈良県社会福祉総合センター

　　　 第１回定例委員会　　今年度事業計画について　他

　②　平成２８年６月２１日（火）　　建築士会館

　　　 第２回定例委員会　　

　③　平成２８年７月２６日（火）　　奈良県社会福祉総合センター

　　　 第３回定例委員会

　④　平成２８年９月６日（火）　　建築士会館

　　　 第４回定例委員会

　⑤　平成２８年１０月１９日（水）　　寿司みーちゃん

　　　 第５回定例委員会

　⑥　平成２８年１１月２２日（火）　　建築士会館

　　　 第６回定例委員会

　⑦　平成２８年１２月１７日（火）　ＶＥＲＤＥ辻甚

　　　 第７回定例委員会

　⑧　平成２９年２月８日（水）　奈間蔵　栄

　　　 第８回定例委員会



　―近建青　定例会議―

　①　平成２８年６月１８日（土）　　奈良市はぐくみセンター

　　　 第１回定例会議（奈良会議）

　②　平成２８年７月９日（土）　　神戸市

　　　 第２回定例会議（兵庫会議）

　③　平成２８年９月３日（土）　　大阪市

　　　 第３回定例会議（大阪会議）

　④　平成２８年１１月１２日（土）　大津市

　　　 第４回定例会議(滋賀会議）

　⑤　平成２９年１月２１日（土）　　和歌山市

　　　 第５回定例会議（和歌山会議）

　⑥　平成２９年２月１８日（土）　　大阪市

　　　 近畿建築士青年フォーラム

　⑦　平成２９年３月１８日（土）　　京都市

　　　 第６回定例会議（京都会議）

（１０）試験委員会

　①　平成２９年３月２８日（火）　　建築士会館

　　　 平成２９年度試験実施体制について

（１１）制度特別委員会

　①　平成２９年３月２日（木）　　建築士会館

　　　 専攻建築士申請書の予備審査　他

　　　　　　　



２　行  事

（１）　 総務企画委員会　

　　　①　平成２９年新年大交歓会　～異業種とつながろう～

　　　　　 とき　　平成２９年１月２７日（金）

　　　　　　 場所　  橿原観光ホテル

　　　　　　 参加 　１０６　名

　　　②　監理技術者講習

　　　　　 とき　　平成２９年３月２７日（月）

　　　　　　 場所　  橿原観光ホテル

　　　　　　 参加 　１４　名

（２）　 教育・事業委員会

　　　①　第一期　一級・二級・木造建築士定期講習

　　　　　　 とき　 平成２８年６月８日（水）

　　　　　　 場所　 奈良県産業会館

　　　　　　 参加 　７６名

　　　②　杭基礎の設計・施工の要点と「基礎ぐい工事監理ガイドライン」解説講習会

　　　　　　 とき　 平成２８年７月１日（金）

　　　　　　 場所　 奈良県建築士会館

　　　　　　 参加　 ２４名

　　　③　既存木造住宅の耐震診断・補強設計講習会＜限界耐力計算＞

　　　　　　 とき　 平成２８年７月１４日（木）

　　　　　　 場所　 奈良県建築士会館

　　　　　　 参加 　２３名

　　　④　杭基礎の設計・施工の要点と「基礎ぐい工事監理ガイドライン」解説講習会

　　　　　　 とき　 平成２８年８月３日（水）

　　　　　　 場所　 奈良県建築士会館

　　　　　　 参加　 １１名

　　　⑤　第二期　一級・二級・木造建築士定期講習

　　　　　　 とき　 平成２８年８月２３日（火）

　　　　　　 場所　 ホテル　リガーレ春日野

　　　　　　 参加 　６２名

　　　⑥　教育事業・女性・青年委員会合同見学会「岡山・犬島　瀬戸内の風土と建築に学ぶ旅」

　　　　　　 とき　 平成２８年９月３日（土）～４日（日）

　　　　　　 場所　 岡山市・倉敷市・備前市

　　　　　　 参加　 ３６名

　　　⑦　建築士会インスペクター養成講座

　　　　　　 とき　 平成２８年９月１５日（木）

　　　　　　 場所　 奈良商工会議所　中ホール

　　　　　　 参加　 ５６名 

　　　⑧　第５９回　建築士会全国大会大分大会

　　　　　　 とき　 平成２８年１０月２２日（土）

　　　　　　 場所　 大分県別府市

　　　　　　 参加　 ５８名 

　　　⑨　奈良県総合防災訓練（応急危険度判定）　

　　　　　　 とき　 平成２８年１０月２２日（土）

　　　　　　 場所　 五條市上野公園

　　　　　　 参加 　２名

　　  ⑩　奈良県景観デザイン賞第１次審査会　

　　　　　　 とき　 平成２８年１０月３１日（月）

　　　　　　 場所　 建築士会館



　　　⑪　奈良県応急危険度判定士連絡訓練　

　　　　　　 とき　 平成２８年１１月１０日（木）

　　　　　　 参加　 ３０９名 

　　  ⑫　奈良県景観デザイン賞第２次審査会　

　　　　　　 とき　 平成２８年１１月２１日（月）・２３日（水）

　　　　　　 場所　 奈良県内各所

　　　⑬　中大規模木造設計セミナー

　　　　　　 とき　 平成２８年１１月２８日（月）

　　　　　　 場所　 ホテル　リガーレ春日野

　　　　　　 参加　 ２７名 

　　　⑭　近畿建築祭京都大会　

　　　　　　 とき　 平成２８年１２月３日（土）

　　　　　　 場所　 真教教化センターしんらん交流館

　　　　　　 参加　 ２９名 

　　　⑮　第三期　一級・二級・木造建築士定期講習

　　　　　　 とき　 平成２８年１２月６日（火）

　　　　　　 場所　 奈良県産業会館

　　　　　　 参加 　５４名

　　  ⑰　奈良県景観デザイン賞第３次審査会　

　　　　　　 とき　 平成２８年１２月１２日（月）

　　　　　　 場所　 建築士会館

　　　⑱　奈良県被災建築物応急危険度判定士養成講習会

　　　　　　 とき　 平成２９年１月１９日（木）

　　　　　　 場所　 奈良県文化会館　小ホール

　　　　　　 参加 　１３１名

　　　⑲　実務者のための設計・監理契約書講習会（小規模向け）

　　　　　　 とき　 平成２９年２月７日（火）

　　　　　　 場所　 奈良県建築士会館

　　　　　　 参加 　１９名

　　　⑳　第四期　一級・二級・木造建築士定期講習

　　　　　　 とき　 平成２９年２月２３日（木）

　　　　　　 場所　 ホテル　リガーレ春日野

　　　　　　 参加 　５７名

　　  ㉑　奈良県景観デザイン賞表彰式　

　　　　　　 とき　 平成２９年３月１１日（土）

　　　　　　 場所　 奈良県文化会館小ホール

（３）　情報・広報委員会

　　　①　『士会奈良』発行　平成２８年５月号～平成２９年３月号

　　　②　ホームページ管理

　

（４）　住まいまちづくり委員会

　　　①　無料住宅相談会

　　　　 　毎月第４水曜日（建築士会館）

　　　　 　合計　１０名（平成２８年４月～平成２９年３月）

　　　②　ファイル閲覧

　　　　　 現地：　　２件

　　　　　 設計：　　１件

　　　　　 施工：　　１件

　　　　　 耐震：　　２件

　　　③　文化遺産を活かした地域活性化事業協同パネル展

　　　　　 とき　 平成２８年７月２２日（金）～８月７日（日）

　　　　　 場所　 奈良県立図書情報館



　　　④　奈良市における近世・近代の歴史的建造物の掘り起しによる地域活性化事業

　　　　　 とき　 平成２８年７月３０日（土）

　　　　　 場所　 奈良市山村町窪之庄町

　　　　　 参加　 １０名

　　　⑤　奈良市における近世・近代の歴史的建造物の掘り起しによる地域活性化事業

　　　　　 とき　 平成２８年８月２８日（日）

　　　　　 場所　 池田町・田中町

　　　　　 参加　 １０名

　　　⑥　奈良市における近世・近代の歴史的建造物の掘り起しによる地域活性化事業

　　　　　 とき　 平成２８年９月１０日（土）

　　　　　 場所　 下山、今市１丁目、帯解本町

　　　　　 参加　 １３名

　　　⑦　奈良市における近世・近代の歴史的建造物の掘り起しによる地域活性化事業

　　　　　 とき　 平成２８年９月２２日（木）

　　　　　 場所　 今市２丁目３丁目

　　　　　 参加　 １０名

　　　⑧　奈良県地域文化財建造物専門家スキルアップ講習会（第１回）

　　　　 　とき　 平成２８年１０月１５日（土）

　　　　　 場所　 橿原市八木地区公民館

　　　　　 参加　 １４名

　　　⑨　奈良県地域文化財建造物専門家スキルアップ講習会（第２回）

　　　　 　とき　 平成２８年１１月２０日（日）

　　　　　 場所　 奈良市大安寺町集会所

　　　　　 参加　 １７名

　　　⑩　奈良県地域文化財建造物専門家スキルアップ講習会（第３回）

　　　　 　とき　 平成２８年１２月１０日（土）

　　　　　 場所　やまと郡山城ホール

　　　　　 参加　 １５名

　　　⑪　奈良県地域文化財建造物専門家スキルアップ講習会（第４回）

　　　　 　とき　 平成２９年１月２２日（土）

　　　　　 場所　 大和郡山市交流会館

　　　　　 参加　 １７名

　　　⑫　奈良市帯解地域歴史的建造物調査報告会

　　　　　奈良県地域文化財建造物専門家スキルアップ講習会（第５回）

　　　　　 とき　 平成２９年３月１１日（土）

　　　　　 場所　 奈良市南部公民館

　　　　　 参加　 ２０名

　　　⑬　奈良県地域文化財建造物専門家スキルアップ講習会（第６回）

　　　　 　とき　 平成２９年３月１８日（土）

　　　　　 場所　 神戸市

　　　　　 参加　 １１名

　　　⑭　奈良市における近世・近代の歴史的建造物の掘り起しによる地域活性化事業

　　　　　 とき　 平成２９年３月１５日～１６日、２１日～２２日

　　　　　 場所　 富雄地区

　　　　　 参加　 １５名

（５）　女性委員会

　　　①　季刊誌『フープ』～女性建築士の輪～発行

　　　　 　平成２８年春号（第８６号）

　　　②　第２６回全国女性建築士連絡協議会奈良大会

　　　　　とき　  平成２８年７月２２日（金）～２３日（土）

　　　　　場所　  奈良女子大学佐保会館・奈良春日野国際フォーラム甍

　　　　　参加 　 ３７２名



　　　③　教育事業・女性・青年委員会合同見学会「岡山・犬島　瀬戸内の風土と建築に学ぶ旅」

　　　　　　 とき　 平成２８年９月３日（土）～４日（日）

　　　　　　 場所　 岡山市・倉敷市・備前市

　　　　　　 参加　 ３６名

　　　④　季刊誌『フープ』～女性建築士の輪～発行

　　　　　 平成２８年夏秋合併号（第８７号）

　　　⑤　季刊誌『フープ』～女性建築士の輪～発行

　　　　　 平成２９年冬号（第８８号）

　　　⑥　和室部会見学会

　　　　　 とき　 平成２９年３月１９日（日）

　　　　　 場所　 桑名市、名古屋市

　　　　　 参加　 ９名

　

（６）　青年委員会

　　　①　住宅省エネルギー技術講習会

　　　　　 とき　 平成２８年８月２７日（土）

　　　　　 場所　 建築士会館

　　　　　 参加　 ３０名

　　　②　教育事業・女性・青年委員会合同見学会「岡山・犬島　瀬戸内の風土と建築に学ぶ旅」

　　　　　　 とき　 平成２８年９月３日（土）～４日（日）

　　　　　　 場所　 岡山市・倉敷市・備前市

　　　　　　 参加　 ３６名

　　　⑥　第５９回建築士全国大会　全国建築士フォーラム

　　　　　 とき　 平成２８年１０月２１日（金）

　　　　　 場所　　大分県別府市

　　　　　 参加　 １１名

　　　③　大和郡山市親子まつり

　　　　　 とき　 平成２８年１１月３日（木）

　　　　　 場所　 大和郡山市

　　　　　 参加　６名

　　　④　春日大社新宝物殿完成見学会

　　　　　 とき　 平成２８年１１月２６日（土）

　　　　　 場所　春日大社

　　　　　 参加　 ４０名

　　　⑤　第２４回地域実践活動発表会　　近畿あーきてくと

　　　　　 とき　 平成２８年１２月３日（土）

　　　　　　 場所　 真教教化センターしんらん交流館

           参加　 ８名　

　　　⑨　一級・二級及び木造建築士合格祝賀会

　　　　　 とき　 平成２９年1月１５日（日）

　　　　　 場所　 今西家書院

　　　　　 参加　 合格者　３０名

　　　⑩　研修旅行in京都2017

　　　　　 とき　 平成２９年３月３１日（金）

　　　　　 場所　 京都アサヒビール大山崎山荘美術館

　　　　　 参加　 ２０名

（７）　建築士試験委員会

　　　①　二級・木造建築士試験申込書配布

　　　　　 とき　 平成２８年３月７日（月）～４月１１日（月）

　　　　　 場所　 建築士会館

　　　②　一級建築士試験申込書配布

　　　　　 とき　 平成２８年４月１日（金）～５月１６日（月）



　　　　　 場所　 建築士会館

　　　③　二級・木造建築士試験申込受付

　　　　　 とき　 平成２８年４月７日（木）～４月１１日（月）

　　　　　 場所　 建築士会館

　　　　　 【対面受付】

　　　　　　　　二級（学科）　１８７　（製図）　　２４

　　　　　　　　木造（学科）　　　８　（製図）　　　０

　　　　　【ネット受付】

　　　　　　　　二級（学科）　　６３　（製図）　　１９

　　　　　　　　木造（学科）　　　３　（製図）　　　０

　　　　　【郵送受付】

　　　　　　　　二級（学科）　　　７　（製図）　　　４

　　　　　　　　木造（学科）　　　０　（製図）　　　０

     　二級（学科）　２５７　（製図）　　４７

     　木造（学科）　　１１　（製図）　　　０

　　　④　一級建築士試験申込受付　　　　

　　　　　 とき　 平成２８年５月１２日（木）～１６日（月）

　　　　　 場所　 建築士会館

　　　　　 【対面受付】

　　　　　　　　一級（学科）　　９４　（製図）　　１０

　　　　　 【ネット受付】

　　　　　　　　一級（学科）　１５０　（製図）　　３５

　　　　　【郵送受付】

　　　　　　　　一級（学科）　　１７　（製図）　　　２

     　一級（学科）　２６１　（製図）　　４７

　　　⑤　平成２８年二級建築士試験（学科）

　　　　　 とき　 平成２８年７月３日（日）

　　　　　 場所　 奈良県立大学

　　　　　 受験者数　 ２１７名

　　　⑥　平成２８年一級・木造建築士試験（学科）

　　　　　 とき　 平成２８年７月２４日（日）

　　　　　 場所　 奈良県立大学

　　　　　 受験者数　　一級　２１８名

　　　　　　　　　　　 木造　　　９名

　　　⑦　平成２８年二級建築士試験合格発表（学科）

　　　　　 とき　 平成２８年８月２３日（火）

　　　⑧　平成２８年一級・木造建築士合格発表（学科）

　　　　　 とき　 平成２７年９月６日（火）

　　　⑨　平成２８年二級建築士試験（製図）

　　　　　 とき　 平成２８年９月１１日（日）

　　　　　 場所　 奈良県立大学

　　　　　 受験者数　　１２８名

　　　⑩　平成２８年一級・木造建築士試験（製図）

　　　　　 とき　 平成２８年１０月９日（日）

　　　　　 場所　 奈良県立大学

　　　　　 受験者数　　一級　７６名

　　　　　　　　　　　 木造　　４名

　　　⑪　平成２８年二級・木造建築士試験合格発表（製図）

　　　　　 とき　 平成２８年１２月１日（木）



　　　　　 合格者数　　二級　　６５名

　　　　　　　　　　　 木造　　　３名

　　　⑫　平成２８年一級建築士試験合格発表（製図）

　　　　　 とき　 平成２８年１２月１５日（木）

　　　　　 合格者数　　一級　　２３名

（８）　制度特別委員会

　　　①　平成２８年度専攻建築士審査評議会

　　　　　 とき　 平成２９年３月１３日（月）

　　　　　 場所　 建築士会館

　　　　　 参加　 評議員　９名　

　　　　　　　　  更新者　２０名

　　　　　　　    新規 　 １名

　　　②　継続能力開発（CPD)制度

　　　　　 CPDプログラム認定数　　５６件　　

（９）　その他

　　　①　（公社）日本建築士会連合会通常総会

　　　　　とき　  平成２８年６月２１日（火）

　　　　　場所　　建築会館ホール（東京）

　　　②　一級建築士登録及び名簿閲覧

　　　　　　　新規登録　　　　　　　　　　　　２３件　　　

　　　　　　　再交付・事変・書換・携帯　    　２１件

　　　　　　　住所変更　　　　　　　　　　　　４８件

　　　　　　　構造・設備設計新規登録　　      　２件

　　　③　住宅相談業務委託事業（市町）

              奈良市　　　　　　１２回

　　　　　　　大和郡山市　  　　　２回　

　　　　　　　生駒市　　　　　　１１回

　　　　　　　田原本町 　　　　　 ３回

　　　　　　　大和高田市  　　　　１回

　　　　　　　天理市　　　　　　　０回

　　　　　　　桜井市　　　　　　　０回


