
１　会  議

（１） 総会

　　　①　通常総会　　　　令和２年７月１５日（水）　奈良県文化会館

　　　　　　出席者　　４５名　　委任状　　３５９名　　計４０４名　　

　　　　ア　第１号議案　　令和元年度事業報告について

　　　　イ　第２号議案　　令和元年度決算について

　　　　　　　　　　　　　　第１号報告　監査報告

　　　　ウ　第３号議案　　理事及び監事の選任について

　　　　エ　第４号議案　　令和２年度運営方針及び事業計画について

　　　　オ　第５号議案　　令和２年度予算について

　　　　カ　報告事項　　　終身会員について

（２） 理事会

　　　①　令和２年５月１８日（月）　　 　理事会の決議があったとみなされた日　

　　 　 ア  会員の入会承認について

　　 　 イ　終身会員の承認について

　 　　 ウ　令和元年度事業報告及び決算について

　 　　 エ　理事及び監事の選任について

　 　　 オ　令和２年度事業計画及び予算について

　　　　　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面決議

　　　②　令和２年５月２８日（木）　 　　理事会の決議があったとみなされた日　

　　 　 ア  令和２年度通常総会の招集について

　　　　　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面決議

　　　③　令和２年６月２５日（木）　　 　奈良商工会議所

　　　　ア　建築士会への入会者承認について

　　　④　令和２年７月１５日（水）       奈良県文化会館

　　　　ア　会長及び副会長の選出について

　　　⑤　令和２年８月１２日（水）　   　奈良県経済倶楽部

　　　　ア　建築士会への入会者承認について

　　　⑥　令和２年１２月１７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

　　　⑦　令和３年３月２３日（火）　　   奈良県文化会館

　　　　ア　建築士会への入会者承認について

　　　　イ　令和３年度通常総会の招集について

（３） 正副会長会

　　　①　令和２年４月２１日（火）　　 　奈良県建築士会館

 　　　 　　第１回理事会（書面決議）への提案事項について　他

　　　②　令和２年５月２１日（木）　 　　奈良県建築士会館
　　　 　　 第２回理事会（書面決議）への提案事項について　他
　　　③　令和２年６月１８日（木）   　　奈良県建築士会館
 　　　　　 第３回理事会への提案事項について　他
　　　④　令和２年７月９日（木）　　　　 奈良県建築士会館
　　　　　　第４回理事会への提案事項について　他
　　　⑤　令和２年７月３０日（木）　　 　奈良県建築士会館
　　　　　　第５回理事会への提案事項について　他
　　　⑥　令和２年１１月１２日（木）　 　奈良県建築士会館
　　　　　　令和３年度予算編成方針について　他
　　　⑦　令和２年１２月１０日（木）     奈良県建築士会館
　　　　　　第６回理事会への提案事項について　他
　　　⑧　令和３年３月１６日（火）　　 　奈良県建築士会館
　　　　　　第７回理事会への提案事項について　他
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（４） 総務・企画委員会
　　　①　令和２年１２月９日（水）  　   奈良県建築士会館
　　　　　　令和２年度予算要求について　他
　　　②　令和３年３月３日（水）　　　 　奈良県建築士会館
　　　　　　令和２年度決算見込について　他

（５） 教育・事業委員会
　　　①　令和２年７月２２日（水） 　 　 奈良県文化会館
　　　　　　本年度事業について
　　　　　　デザイン賞について　他

　 　 ・デザイン賞部会 ・・・２月１９日（金）

（６） 情報・広報委員会

　　　①　令和２年４月９日（木）　　　 　奈良県建築士会館

　 　　　　 士会奈良５月号について

　　　②　令和２年５月１３日（水）　　   奈良県建築士会館

　　　　 　 士会奈良７月号について

　　　③　令和２年６月１１日（木）   　　奈良県建築士会館

　　　 　　 士会奈良７月号について
　　　④　令和２年７月９日（木）　　　　 奈良県建築士会館
　　　　　　士会奈良９月号について
　　　⑤　令和２年８月１１日（火）　　　 奈良県建築士会館
　　　　　　士会奈良９月号について
　　　⑥　令和２年９月１０日（木）　　　 奈良県建築士会館
　　　　　　士会奈良１１月号について

　　　⑦　令和２年１０月８日（木）   　　奈良県建築士会館

　　　 　　 士会奈良１１月号について
　　　⑧　令和２年１１月１２日（木）　 　ＷＥＢ会議
　　　　　　士会奈良１月号について
　　　⑨　令和２年１２月１０日（木）　　 奈良県建築士会館
　　　　　　士会奈良１月号について
　　　⑩　令和３年１月１４日（木）　 　　ＷＥＢ会議
　　　　　　士会奈良３月号について

　　　⑪　令和３年２月１６日（木）   　　奈良県建築士会館

　　　 　　 士会奈良３月号について
　　　⑫　令和３年３月１１日（木）　　 　ＷＥＢ会議
　　　　　　士会奈良５月号について

（７） 住まいまちづくり委員会

　　　①　令和２年７月３１日（金）　　　 奈良県建築士会館

　　　　　　本年度事業について　他

　　　②　令和２年８月２１日（金）　　　 奈良県建築士会館

　　　　　　空き家の活用に関する研修会について　他

　　　③　令和２年９月１７日（木）　　　 奈良県建築士会館

　　　　　　空き家の活用に関する研修会について　他

　　　④　令和２年１０月１９日（月）　　 奈良県建築士会館

　　　　　　木造建築に関わる大工の意見交換について　他

　 　 ・空き家対策部会 ・・・６月１９日（金）、１０月２９日（木）

　　　・ヘリテージ支援センター世話人会・・・７月３１日（金）、９月１１日（金）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１月１５日（日）、３月４日（木）

　　　・木材公共建築物等推進タスクフォース・・・５月２１日（木）、６月３日（水）

　　　　　６月１０日（水）、６月２２日（月）、８月２５日（火）、１０月９日（金）

　　　　　１０月１５日（木）、１２月３日（木）

（８） 女性委員会

　　　①　令和２年７月１６日（木）　  　ＷＥＢ会議

　 　　　　 第１回女性委員会　　今年度事業計画について　ＷＥＢ会議アンケート他

　　　②　令和２年１０月３０日（金）　　ＷＥＢ会議

　　　　　　第２回女性委員会　　各部会の事業について　他



 　　　―近建女会議―

　　　①　令和２年８月２２日（土）

　　　 　　 第１回近建女ＷＥＢ会議

　　　②　令和２年９月１５日（火）

　　　　　　第２回近建女ＷＥＢ会議

　　　③　令和２年１１月２４日（火）

　　　　　　第３回近建女ＷＥＢ会議

　　　④　令和３年１月２６日（火）

　　　　　　第４回近建女ＷＥＢ会議

 　　　―全建女会議―

　　　①　令和２年１１月２１日（土）

　　　 　   ＷＥＢ会議

（９） 青年委員会

　　　①　令和２年５月２０日（水） 　 　ＷＥＢ会議

　 　　　　 第１回定例委員会　　今年度事業計画について　他

　　　②　令和２年７月２２日（水）　　　ＷＥＢ会議

　　　　　　第２回定例委員会　　今年度事業計画の見直しについて　他

　　　③　令和２年９月１１日（金）　　  ＷＥＢ会議

　　　　　　第３回定例委員会　　今年度事業について　他

　　　④　令和２年１０月２８日（水）　　ＷＥＢ会議

　　　　　　第４回定例委員会　　今年度事業について　他

　　　⑤　令和２年１１月１５日（日）　  ＷＥＢ会議

　　　　　　第５回定例委員会　　今年度事業について　他

 　　　―近建青　定例会議―

　　　①　令和２年６月１３日（土）　 　 ＷＥＢ会議

　　　 　　 第１回定例会議（兵庫会議）

　　　②　令和２年７月２５日（土）　　　ＷＥＢ会議

　　　　　　第２回定例会議（奈良会議）

　　　③　令和２年９月１２日（土）　 　　

　　　 　　 第３回定例会議（滋賀会議）

　　　④　令和２年１１月７日（土）　

　　　　　　第４回定例会議（和歌山会議）

　　　⑤　令和３年１月２３日（土）　　  ＷＥＢ会議　　　

　　　 　　 第５回定例会議（大阪会議）

　　　⑥　令和３年３月２７日（土）　

　　　　　　第６回定例会議（京都会議）

（10） 制度特別委員会

　　　①　令和３年３月２日（火）　　　　書面審査　

　　　 　　 専攻建築士更新申請の予備審査　　　　　　

２　行  事
（１） 総務・企画委員会　

　　　①　監理技術者講習

　　 　　 　とき　令和２年４月２３日（木）

　　 　　　 場所  自宅学習（新型コロナウイルス感染拡大防止のため）

　 　　　　 参加　１名

　　　②　監理技術者講習

　　 　　 　とき  令和２年５月２０日（水）

　　 　　　 場所  自宅学習（新型コロナウイルス感染拡大防止のため）

　 　　　　 参加　３名

　　　③　監理技術者講習

　　 　　 　とき  令和２年６月１７日（水）

　　 　　　 場所  自宅学習（新型コロナウイルス感染拡大防止のため）

　 　　　　 参加　１名



　　　④　監理技術者講習

　　 　　 　とき  令和２年７月１６日（木）

　　 　　　 場所　奈良県建築士会館

　 　　　　 参加　４名

　　　⑤　監理技術者講習

　　 　　 　とき  令和２年８月１９日（水）

　　 　　　 場所　奈良県建築士会館

　 　　　　 参加　１名

　　　⑥　監理技術者講習

　　 　　 　とき  令和２年９月１７日（木）

　　 　　　 場所　奈良県建築士会館

　 　　　　 参加　７名

　　　⑦　監理技術者講習

　　 　　 　とき  令和２年１０月２１日（水）

　　 　　　 場所　奈良県建築士会館

　 　　　　 参加　１名

　　　⑧　監理技術者講習

　　 　　 　とき  令和２年１１月１８日（水）

　　 　　　 場所　奈良県建築士会館

　 　　　　 参加　１名

　　　⑨　監理技術者講習

　　 　　 　とき  令和２年１２月１６日（水）

　　 　　　 場所　奈良県建築士会館

　 　　　　 参加　４名

　　　⑩　監理技術者講習

　　 　　 　とき  令和３年２月２４日（水）

　　 　　　 場所　奈良県建築士会館

　 　　　　 参加　１名

　　　⑪　監理技術者講習

　　 　　 　とき  令和３年３月２４日（水）

　　 　　　 場所　奈良県建築士会館

　 　　　　 参加　６名

（２） 教育・事業委員会

　　　①　一級・二級・木造建築士定期講習

　　　　　　とき　令和２年８月２６日（水）

　　　　　　場所　奈良商工会議所

　　　　　　参加　４８名

　　　②　一級・二級・木造建築士定期講習

　　　　　　とき　令和２年９月２３日（水）

　　　　　　場所　奈良県産業会館

　　　　　　参加　５６名

　　　③　一級・二級・木造建築士定期講習

　　　　　　とき　令和２年１０月２２日（木）

　　　　　　場所　奈良商工会議所

　　　　　　参加　５６名

　　　④　既存住宅状況調査技術者講習（更新講習）

　　　　　　とき　令和２年１１月１０日（火）

　　　　　　場所　奈良県文化会館

　　　　　　参加　３８名

　　　⑤　奈良県応急危険度判定士連絡訓練

　　　　　　とき　平成２年１１月１２日（木）～１３日（金）

　　　　　　参加　２４５名　　

　　　➅　一級・二級・木造建築士定期講習

　　　　　　とき　令和２年１２月２日（水）

　　　　　　場所　奈良県産業会館

　　　　　　参加　７１名

　　　⑦　既存住宅状況調査技術者講習（更新講習）

　　　　　　とき　令和２年１２月８日（火）

　　　　　　場所　奈良県文化会館

　　　　　　参加　３９名



　　　⑧　奈良県被災建築物応急危険度判定士養成講習会

　　　　　　とき　令和３年１月１４日（木）

　　　　　　場所　奈良県文化会館

　　　　　　参加　６７名

　　　⑨　既存住宅状況調査技術者講習（新規講習）

　　　　　　とき　令和３年２月１０日（水）

　　　　　　場所　奈良県建築士会館

　　　　　　参加　７名

　　　⑩　一級・二級・木造建築士定期講習

　　　　　　とき　令和３年２月１７日（水）

　　　　　　場所　奈良県文化会館

　　　　　　参加　４９名

　　　⑪　中大規模木造設計セミナー

　　　　　　とき　令和３年２月２５日（木）

　　　　　　場所　奈良県建築士会館

　　　　　　参加　３名

　　　⑫　既存住宅状況調査技術者講習（更新講習）

　　　　　　とき　令和３年３月１０日（水）

　　　　　　場所　奈良県建築士会館

　　　　　　参加　１０名

（３） 情報・広報委員会

　　　①　『士会奈良』発行　令和２年５月号～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　町家の活用に関する研修会

　　　 　　 とき　令和２年１１月２３日（月）

　 　　　　 場所　奈良市ならまちセンター他

　　　　　　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

　　 　　 　２０２０年冬春号（創刊第１００号記念号）

　　　②　季刊誌『フープ』～女性建築士の輪～発行

　　 　　 　２０２０年秋号（第１０１号）

　　　③　季刊誌『フープ』～女性建築士の輪～発行

　　 　　 　２０２１年冬号（第１０２号）

　　　④　和室部会オンライン勉強会　「第１回民家の勉強会」　

　　　　　　とき　令和３年１月１９日（火）

　　　　　　参加　１３名　ZOOM配信

　　　⑤　福まち部会勉強会　「地域包括ケアシステムにおける建築士の役割を考える」

　　　　　　とき　令和３年２月１７日（水）

　　　　　　場所　奈良県建築士会館　ZOOM配信

　　　　　　参加　１８名（オンライン参加含む）

　　　➅　和室部会オンライン勉強会　「第２回民家の勉強会」　

　　　　　　とき　令和３年３月１９日（金）

　　　　　　参加　１４名　ZOOM配信

　　　⑦　近建女　近畿の「魅力ある和の空間」巡航　冊子発行

（６） 青年委員会

　　　①　設計製図試験　無料個別相談会

　　　 　　 とき　令和２年８月２７日（木）

　 　　　　 場所　奈良市はぐくみセンター

　　　　　　参加　４名

　　　②　奈良の木づかいフェスタ２０２０

　　　　　　とき　令和２年１０月３日（土）～４日（日）

　　　　　　場所　イオンモール大和郡山

　　　　　　参加　１９名　　（来場者数：８３９名）



　　　③　BIMCAD講習会、名刺交換会

　　　 　　 とき　令和２年１１月２８日（土）

　 　　　　 場所　大和信用金庫八木支店　２Ｆ会議室

　　　　　　参加　２０名

　　　④　森のようちえん

　　　 　　 とき　令和３年３月７日（日）

　 　　　　 場所　天理市山田教育キャンプ場

　　　　　　参加　１２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　令和２年３月１６日（月）～４月１３日（月）

　 　　　　 場所　建築士会館

　　　②　一級建築士試験申込書配布

　　 　　　 とき　令和２年３月２３日（月）～４月２０日（月）

　 　　　　 場所　建築士会館

　　　③　二級・木造建築士試験申込受付

　　　　　 【対面受付】　→　中止（新型コロナウイルス感染拡大防止のため）

 　 　 　　【ネット受付】

　　　　　　　　二級（学科）　　８０　（製図）　　３４

　　　　　　　　木造（学科）　　　２　（製図）　　　０

　 　　　　【郵送受付】

　　　　　　　　二級（学科）　１４４　（製図）　　　９

　　　　　　　　木造（学科）　　　７　（製図）　　　１

 　計   二級（学科）  ２２４　（製図）  　４３

      　木造（学科）  　　９　（製図） 　 　１

　　　④　一級建築士試験申込受付　　　　

　　　　　 【対面受付】　→　中止（新型コロナウイルス感染拡大防止のため）

　　　　　 【ネット受付】

　　　　　　　　一級（学科）  １５９　（製図）　　４１

　 　　　　【郵送受付】

　　　　　　　　一級（学科）  １５４　（製図）　　　１

   計   一級（学科）　３１３　（製図）　　４２

　　　⑤　令和２年二級建築士試験（学科）

　　　　　　とき　令和２年７月５日（日）

　　　　　　場所　奈良県コンベンションセンター

　　　　　　受験者数　１８１名

　　　⑥　令和２年一級・木造建築士試験（学科）

　　　　　　とき　令和２年７月１２日（日）　

　　　　　　場所　奈良県コンベンションセンター

　　　　　　受験者数　一級　２４５名

　　　　　　　　　　　木造　　　９名

　　　⑦　令和２年二級建築士試験合格発表（学科）

　　 　　　 とき　令和２年８月２５日（火）

　　　⑧　令和２年一級・木造建築士試験合格発表（学科）

　　 　　　 とき　令和２年９月８日（火）

　　　　　　合格者数　一級　５１名

　　　　　　　　　　　木造　　２名

　　　⑨　令和２年二級建築士試験（製図）

　　　 　　 とき　令和２年９月１３日（日）

　　　　 　 場所　奈良春日野国際フォーラム

　　　 　　 受験者数　１１０名

　　　⑩　令和２年一級・木造建築士試験（製図）

　　 　　　 とき　令和２年１０月１１日（日）

　　　　 　 場所　奈良春日野国際フォーラム

　 　　　　 受験者数  一級　９１名

　　　　　　　　　　　木造　　３名

　　　　　　合格者数　８１名



　　　⑪　令和２年二級・木造建築士試験合格発表（製図）

　　 　　　 とき　令和２年１２月３日（木）

　　　　　　合格者数　二級　６３名

　　　　　　　　　　　木造　　１名

　　　⑫　令和２年一級建築士試験合格発表（製図）

　　 　　　 とき　令和２年１２月２５日（金）

　　　　　　合格者数　一級　２６名

（８） 制度特別委員会

　　　①　継続能力開発（ＣＰＤ）制度　　

　　　　　　ＣＰＤプログラム認定数　３０件

　　　②　令和２年度専攻建築士審査評議会　　　

　　　　　　とき　令和３年３月５日（金）　　　書面審査

　　　　　　申請　更新　２３名

（９） その他

　　　①　（公社）日本建築士会連合会通常総会

　 　 　　　とき　令和２年６月２３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　　　　　　　　　　２０件

　　　　　　再交付・事変・書換・携帯　　１６件

　　　　　　住所変更　　　　　　　　　　１７件

　　　　　　構造・設備設計新規登録　　　　４件

　　　③　住宅相談業務委託事業

　　　　　　大和高田市　　　　１回

　　　　　　大和郡山市　　　　４回

　　　　　　桜井市　　　　　　１回

　　　　　　生駒市　　　　　　７回


