第１号議案

平成２９年度事業報告
平成２９年４月～平成３０年３月

１

会

議

（１） 平成２９年度通常総会
平成２９年５月１９日（木）
奈良県文化会館
出席者
６９名
委任状
４１５名
計
４８４名
① 第１号議案
平成２８年度事業報告について
② 第２号議案
平成２８年度決算について
第１号報告 監査報告
③ 第３号議案
理事の選任について
④ 第４号議案
平成２９年度運営方針及び事業計画について
⑤ 第５号議案
平成２９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２９年４月２７日（木）
建築士会館
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２８年度正味財産増減計画書（案）等について
エ 理事の選任について
オ 平成２９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２９年度通常総会について
キ その他
② 平成２９年８月２４日（木）
建築士会館
ア 建築士会への入会者承認について
イ 収益改善検討特別委員会について
ウ 会長候補者推薦について
エ その他
③ 平成２９年１２月１４日（木） 奈良県産業会館
ア 建築士会への入会者承認について
イ 会長候補者推薦について
ウ 平成３０年度予算編成について
エ その他
④ 平成３０年３月１５日（木）
建築士会館
ア 建築士会への入会者承認について
イ 平成３０年度通常総会の招集
ウ 被災建築物応急危険度判定士の招集に関する協定書
エ その他
（３） 正副会長会
① 平成２９年４月１９日（水）
建築士会館
理事会の提案議題等について
② 平成２９年５月１２日（金）
建築士会館
総会議案について
③ 平成２９年６月１２日（月）
建築士会館
支部長委員長合同会議について 他

④

⑤
⑥
⑦
⑧

平成２９年６月２２日（木）
建築士会館
正副会長、委員会委員長合同会議
収益改善への取り組みについて 他
平成２９年８月３日（木）
建築士会館
理事会の提案議題について
平成２９年１１月２７日（月） 建築士会館
収益改善について 他
平成２９年１２月６日（水）
建築士会館
理事会の提案議題について
平成３０年３月１２日（月）
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２９年４月１８日（火）
建築士会館
平成２９年度予算について 他
② 平成２９年７月２０日（木）
建築士会館
平成２９年度事業の日程調整について
③ 平成２９年１１月２２日（水） 建築士会館
新年大交歓会について 他
平成３０年度予算編成方針について
④ 平成３０年２月２６日（月）
建築士会館
平成３０年度予算について
⑤ 平成３０年２月２８日（水）
建築士会館
平成３０年度予算査定について 他
（５） 教育・事業委員会
① 平成２９年６月８日（木）
建築士会館
本年度の事業計画（案）について 他
② 平成２９年９月４日（月）
建築士会館
平成２９年度事業計画について 他
③ 平成３０年１月３１日（水）
弁慶新大宮店
平成３０年度予算について
④ 平成３０年３月５日（月）
建築士会館
平成３０年度予算について
デザイン賞部会・・・・３月１９日（月）
研修部会・・・・・・・４月６日（木）・９月８日（金）・１０月１２日（火）
１１月８日（水）・１１月２７日（月）・１２月１日（金）
（６） 情報・広報委員会
① 平成２９年４月１３日（木）
士会奈良５月号について
② 平成２９年５月９日（火）
士会奈良７月号について
③ 平成２９年６月８日（木）
士会奈良７月号について
④ 平成２９年７月１３日（木）
士会奈良９月号について
⑤ 平成２９年８月１０日（木）
士会奈良９月号について
⑥ 平成２９年９月１４日（木）
士会奈良１１月号について

建築士会館
建築士会館
建築士会館
建築士会館
建築士会館
建築士会館

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

平成２９年１０月１２日（木）
士会奈良１１月号について
平成２９年１１月９日（木）
士会奈良１月号について
平成２９年１２月１３日（水）
士会奈良１月号について
平成３０年１月１１日（木）
士会奈良３月号について
平成３０年２月８日（木）
士会奈良３月号について
平成３０年３月８日（木）
士会奈良５月号について

建築士会館
建築士会館
建築士会館
建築士会館
建築士会館
建築士会館

（７） 住まいまちづくり委員会
① 平成２９年５月３０日（火）
建築士会館
平成２９年度事業計画について 他
② 平成２９年８月１８日（金）
建築士会館
平成２９年度事業について 他
③ 平成３０年１月１７日（水）
建築士会館
平成３０年度事業について 他
住宅相談部会 ・・・・・７月２５日（火）・ １月２４日（水）
景観まちづくり部会 ・・５月１６日（火）・ １０月３１日（火）・１２月５日（火）
２月１５日（木）
ヘリテージ支援センター世話人会・・６月２６日（月）
空き家対策部会 ・・・・７月１０日（月）・９月５日（火）・１０月１８日（水）
１２月１８日（月）・１月２２日（月）・１月３１日（水）
近現代建造物調査委員会･９月１５日（金）・１０月２５日（水）・１１月２９日（水）
１２月２１日（木）・１月２５日（木）・２月２２日（木）
（８） 女性委員会
① 平成２９年９月１１日（月）
平成２９年度事業について
② 平成３０年１月２３日（火）
平成３０年度事業について

建築士会館
建築士会館

見学部会・・・・６月８日（木）・８月９日（水）
―近建女 定例会議―
① 平成２９年６月１６日（金)
② 平成２９年８月２０日（日）

近建女第１回会議
近建女第２回会議

大阪府建築士会
大津市

（９） 青年委員会
① 平成２９年５月１９日（金）
建築士会館
第１回定例委員会
今年度事業計画について 他
② 平成２９年６月１６日（金）
奈良県社会福祉総合センター
第２回定例委員会
③ 平成２９年７月２４日（月）
建築士会館
第３回定例委員会
④ 平成２９年８月１６日（水）
建築士会館
第４回定例委員会

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

平成２９年９月２０日（水）
第５回定例委員会
平成２９年１０月１１日（水）
第６回定例委員会
平成２９年１１月３０日（木）
第７回定例委員会
平成３０年１月１６日（火）
第８回定例委員会
平成３０年３月８日（木）
第９回定例委員会

奈良県社会福祉総合センター
建築士会館
奈良県社会福祉総合センター
建築士会館

―近建青 定例会議―
① 平成２９年６月２４日（土）
第１回定例会議（奈良会議）
② 平成２９年７月２９日（土）
第２回定例会議（兵庫会議）
③ 平成２９年９月１６日（土)
第３回定例会議（大阪会議）
④ 平成２９年１１月１１日（土)
第４回定例会議(滋賀会議）
⑤ 平成３０年１月１３日（土）
第５回定例会議（和歌山会議）
⑥ 平成３０年２月１０日（土）
建築士のつどい２０１８
⑦ 平成３０年３月１０日（土）
第６回定例会議（京都会議）

建築士会館

奈良市はぐくみセンター
神戸市
大阪市
大津市
和歌山市
大阪市
京都市

（10） 試験委員会
① 平成３０年３月２９日（木）
建築士会館
平成３０年度試験実施体制について
（11） 制度特別委員会
① 平成３０年３月６日（火）
専攻建築士申請書の予備審査

建築士会館
他

（12） 収益改善検討特別委員会
① 平成２９年９月２８日（木）
建築士会館
検討項目、現状分析 他
② 平成２９年１０月２４日（火） 建築士会館
新規収益事業 他
③ 平成２９年１１月１６日（木） 建築士会館
新規収益事業、既存事業見直し 他

２

行

事

（１） 総務・企画委員会
① 監理技術者講習
とき 平成２９年８月２２日（火）
場所 奈良県建築士会館
参加 ８名
② 監理技術者講習
とき 平成２９年１１月２２日（水）
場所 奈良県建築士会館
参加 ６名
③ 監理技術者講習
とき 平成２９年１２月１９日（火）
場所 奈良県建築士会館
参加 ４名
④ 平成３０年新年大交歓会
とき 平成３０年１月２６日（金）
場所 ホテルリガーレ春日野
参加 ７６名
⑤ 監理技術者講習
とき 平成３０年２月１５日（木）
場所 奈良県建築士会館
参加 ４名
⑥ 監理技術者講習
とき 平成３０年３月２７日（火）
場所 奈良県建築士会館
参加 ３名
（２） 教育・事業委員会
① 既存住宅状況調査技術者講習（移行講習）
とき 平成２９年５月３０日（火）
場所 エルトピア奈良
参加 ５２名
② 既存住宅状況調査技術者講習（移行講習）
とき 平成２９年６月１４日（水）
場所 奈良県建築士会館
参加 ２４名
③ 既存住宅状況調査技術者講習（新規講習）
とき 平成２９年６月２０日（火）
場所 エルトピア奈良
参加 ５５名
④ 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２９年７月１１日（火）
場所 奈良県建築士会館
参加 ２３名
⑤ 奈良県防災総合訓練（応急危険度判定）
とき 平成２９年９月１０日（日）
場所 生駒山麓公園
参加 ２名
⑥ 既存住宅状況調査技術者講習（新規講習）
とき 平成２９年９月１３日（水）
場所 奈良県建築士会館
参加 ２３名
⑦ 教育事業・女性・青年委員会合同見学会”越中富山はキトキト建築旅“
とき 平成２９年９月２３日（土）～２４日（日）
場所 富山市・高岡市
参加 ３６名
⑧ 既存住宅状況調査技術者講習（移行講習）
とき 平成２９年１０月１７日（火）
場所 奈良県建築士会館
参加 １０名

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

奈良県応急危険度判定士連絡訓練
とき 平成２９年１０月２６日（木）
参加 ２９８名
既存住宅状況調査技術者講習（新規講習）
とき 平成２９年１１月２１日（火）
場所 奈良県建築士会館
参加 ２４名
伊東豊雄講演会＋薬師寺食堂特別拝観
とき 平成２９年１２月２日（土）
場所 薬師寺
参加 ３５０名
第６０回 建築士会全国大会京都大会
とき 平成２９年１２月８日（金）
場所 京都市
参加 ７５名
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３０年１月１８日（木）
場所 奈良県文化会館 小ホール
参加 ７５名
既存住宅状況調査技術者講習（新規講習）
とき 平成３０年２月１４日（水）
場所 奈良県建築士会館
参加 ２０名
教育事業委員会技術研修会
とき 平成３０年３月５日（月）
場所 奈良県建築士会館
参加 １２名

（３） 情報・広報委員会
① 『士会奈良』発行
② ホームページ管理

平成２９年５月号～平成３０年３月号

（４） 住まいまちづくり委員会
① 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８月２６日（土）
場所 奈良市明治地域
参加 ９名
② 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９月３日（日）
場所 奈良市明治地域
参加 １１名
③ 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９月３０日（土）
場所 奈良市明治地域
参加 ９名
④ 奈良県地域文化財建造物専門家養成講習会（第１回）
とき 平成２９年１０月１日（日）
場所 奈良県建築士会館
参加 １４名
⑤ 奈良県地域文化財建造物専門家養成講習会（第２回）
とき 平成２９年１０月１５日（日）
場所 奈良県建築士会館
参加 １２名
⑥ 奈良県地域文化財建造物専門家養成講習会（第３回）
とき 平成２９年１０月２９日（日）
場所 橿原市今井地区公民館
参加 １２名
⑦ 奈良県地域文化財建造物専門家養成講習会（第４回）
とき 平成２９年１１月１２日（日）
場所 橿原市今井まちづくりセンター
参加 １３名

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

奈良県地域文化財建造物専門家養成講習会（第５回）
とき 平成２９年１２月３日（日）
場所 興福寺中金堂
参加 １４名
奈良県地域文化財建造物専門家養成講習会（第６回）
とき 平成２９年１２月１７日（日）
場所 桜井市
参加 １５名
奈良県地域文化財建造物専門家養成講習会（第７回）
とき 平成３０年１月１４日（日）
場所 大和郡山市三ノ丸会館
参加 １７名
奈良県地域文化財建造物専門家養成講習会（第８回）
とき 平成３０年１月２８日（日）
場所 元興寺文化財研究所
参加 １３名
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３０年２月１日（木）～１５日（木）
場所 奈良県立図書情報館
空き家等対策に関するシンポジウム
とき 平成３０年２月１０日（土）
場所 奈良県立図書情報館
奈良県地域文化財建造物専門家養成講習会（第９回）
とき 平成３０年２月１８日（日）
場所 明日香村中央公民館
参加 １５名
奈良市明治地域歴史的建造物調査報告会
とき 平成３０年２月２４日（土）
場所 奈良市南部公民館明治分館
参加 １７名
奈良県地域文化財建造物専門家養成講習会（第１０回）
とき 平成３０年３月４日（日）
場所 奈良県建築士会館
参加 １８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２９年春号（第８９号）
② 第２７回全国女性建築士連絡協議会
とき 平成２９年７月２２日（土）
場所 東京
③ 季刊誌『フープ』～女性建築士の輪～発行
平成２９年夏号（第９０号）
④ 教育事業・女性・青年委員会合同見学会”越中富山はキトキト建築旅“
とき 平成２９年９月２３日（土）～２４日（日）
場所 富山市・高岡市
参加 ３６名
⑤ 季刊誌『フープ』～女性建築士の輪～発行
平成２９年秋号（第９１号）
⑥ ”温故知新”改修工事現場等見学会
とき 平成２９年１２月１７日（日）
場所 天理市・桜井市
参加 ９名
⑦ 季刊誌『フープ』～女性建築士の輪～発行
平成３０年冬号（第９２号）
⑧ 近建女フォーラム
とき 平成３０年２月１０日（土）
場所 大阪綿業会館
（６） 青年委員会
① 五感で感じる「木」の事業
とき 平成２９年８月２０日（日）
場所 木材振興センター「あるぼーる」、桜井市南音羽
参加 ３０名

山林

②

③

④

⑤

⑥

⑦

一級建築士設計製図試験課題類似施設見学会
とき 平成２９年８月２６日（土）
場所 奈良市内
参加 ４０名
製鉄工場見学会
とき 平成２９年９月８日（金）
場所 新日鐵住金 和歌山製鉄所 ほか
参加 ２０名
教育事業・女性・青年委員会合同見学会”越中富山はキトキト建築旅“
とき 平成２９年９月２３日（土）～２４日（日）
場所 富山市・高岡市
参加 ３６名
第６０回建築士全国大会 全国建築士フォーラム
とき 平成２９年１２月７日（木）
場所 京都市
参加 １１名
一級・二級及び木造建築士合格祝賀会
とき 平成３０年1月２０日（土）
場所 オステリアヒロ
参加 １２名
建築士のつどい２０１８
とき 平成３０年２月１０日（土）
場所 大阪綿業会館

（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２９年３月３１日（金）～４月２４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２９年４月７日（金）～５月１５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２９年４月２０日（木）～４月２４日（月）
場所 建築士会館
【対面受付】
二級（学科） １４３ （製図）
１６
木造（学科）
１３ （製図）
０
【ネット受付】
二級（学科）
７５ （製図）
３２
木造（学科）
０ （製図）
１
【郵送受付】
二級（学科）
１２ （製図）
８
木造（学科）
０ （製図）
０

④

二級（学科） ２３０ （製図）
５６
木造（学科）
１３ （製図）
１
一級建築士試験申込受付
とき 平成２９年５月１１日（木）～１５日（月）
場所 建築士会館
【対面受付】
一級（学科）
７９ （製図）
４
【ネット受付】
一級（学科） １６２ （製図）
４１
一級（学科）

⑤

３６

（製図）

１

一級（学科） ２７７ （製図）
平成２９年二級建築士試験（学科）
とき 平成２９年７月２日（日）
場所 奈良県立大学
受験者数 ２３４名

４６

⑥

⑦
⑧
⑨

⑩

⑪

⑫

平成２９年一級・木造建築士試験（学科）
とき 平成２９年７月２３日（日）
場所 奈良県立大学
受験者数 一級 ２１８名
木造
９名
平成２９年二級建築士試験合格発表（学科）
とき 平成２９年８月２２日（火）
平成２９年一級・木造建築士合格発表（学科）
とき 平成２９年９月５日（月）
平成２９年二級建築士試験（製図）
とき 平成２９年９月１０日（日）
場所 奈良県立大学
受験者数 １３１名
平成２９年一級・木造建築士試験（製図）
とき 平成２９年１０月８日（日）
場所 奈良県立大学
受験者数 一級 ９０名
木造
７名
平成２９年二級・木造建築士試験合格発表（製図）
とき 平成２９年１２月７日（木）
合格者数 二級 ５６名
木造
７名
平成２９年一級建築士試験合格発表（製図）
とき 平成２９年１２月２１日（木）
合格者数 一級 ２３名

（８） 制度特別委員会
① 平成２９年度専攻建築士審査評議会
とき 平成３０年３月１６日（金）
場所 建築士会館
参加 評議員 ７名
更新者 １９名
新規
１名
② 継続能力開発（CPD)制度
CPDプログラム認定数 ５８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２９年６月２０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
３２件
再交付・事変・書換・携帯
２０件
住所変更
４１件
構造・設備設計新規登録
６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
９回
田原本町
３回
大和高田市
０回
天理市
０回
桜井市
０回

