
第１号議案　平成27年度事業報告に関し承認を求める件

平成27年度　事業報告（案）

会長　山本　康一郎

　１万８千人を超す尊い人命が失われた東日本大震災から早5年が過ぎ、今も自宅を離れて暮らす人々が18万
人に上り、被災地の復興は、阪神・淡路との違いを感じざるを得ません。日本の知見を総動員し、一日も早い
「まちの復興」と「地域コミュニティーの再生」を成し遂げられることを願います。
　兵庫会においては、安心安全なまちづくりを目指し、耐震改修促進化に向けた取り組みなど、平成27年度事
業計画に基づき多くの事業を精力的に行いました。残念なことは、昨年後半に横浜市のマンションで基礎ぐい
工事におけるデータ流用問題が発生し、またしても建築業界は消費者の信頼を損なうことになりました。国交
省による当面の対応が出そろい、大臣告示や工事監理ガイドラインが公表されるに至りました。この間におい
ては、日事連の対応方針に則し兵庫会でも相談窓口を準備しました。
27年度の重点施策として掲げた会員増強は14名の入会をみました。しかし、退会者が24名にも上り会員数10名
減となりました。退会理由として「事務所の廃業」が一層目立つようになり、個々の事務所の問題とするので
はなく「建築士事務所の執務環境向上」を全国レベルで取り組む必要があると考えます。そして、兵庫会とし
ては、会の魅力UPにより未加入事務所の入会促進と会員の退会防止が極めて重要となりました。
　一方、27年度の特筆した事業は、昨年6月の改正建築士法施行にあたり、「改正された建築士法、建築基準法
並びに県条例の講習会」を県内4カ所で順次開催し、236名もの受講者を得て関心の高さをみました。本年度は、
改正建築士法の周知と遵守への対策を拡充しつつ、建築士法に規定された法定団体としての自律的監督強化並
びに今日の課題に対し、各支部、各関係団体とも積極的に連携を図り、以下の事業に取り組みました。

業務概要（各部会、委員会の開催を除く主な業務のみを示す。）
【常設部会】
１．総 務 財 務 部……総会、財務、会員増強、会員サービスの向上、住宅ローン金利優遇事業、諸規定、規

約、規則等の整備、近畿ブロック協議会、全国大会への参加協力等
２．教 育 情 報 部……日事連建築賞作品募集並びに作品選考及び推薦、くすのき建築文化賞コンクール作品

募集並びに作品選考及び表彰、支部長・理事研修会、新入会員研修会、開設者・管理
建築士のための建築士事務所の管理研修会、その他講習会

３．経　　営　　部……告示第15号業務報酬基準の研究と建築設計業務報酬表の作成、業務に関連する官公庁
その他機関への要望運動、兵庫県が開催する建築関係の協議会への協力、その他建築
士事務所経営に係る講習会、研修会、改正された建築士法・基準法並びに県条例の講
習会

４．技　　術　　部……技術習得のための講習会の開催、住宅耐震改修・改修業務の技術情報の提供、耐震診
断及び耐震補強設計における評価業務に対する講習会・勉強会の開催

５．広 報 渉 外 部……広報誌「くすのき」の発行及び広告スポンサー募集、会員情報「くすのき速報」・「お
知らせメール」の配信、建築設計関連団体との交流・連帯、ホームページ更新、建築
士事務所キャンペーンへの活動支援、賛助会活動への支援と交流

【委 員 会】
６．わが街サポート委員会………………建物相談依頼による対応実施
７．苦情解決委員会………………………建築士法第27条の5による建築主等と建築士事務所間の苦情解決
８．倫理委員会……………………………会員の懲戒に関する調査及び指導
９．法定講習対応委員会…………………管理建築士講習・建築士定期講習の開催等法定講習の運営
10．役員候補者選定委員会………………平成28、29年度役員候補者の選定
11．組織運用規程委員会…………………諸規程の整備検討
12．兵庫県指定事務所登録機関…………建築士事務所登録業務の円滑実施
13．建築物耐震判定委員会………………建築物の耐震判定
14．建築物耐震審査検討委員会…………建築物の耐震審査検討
15．IT委員会………………………………IT活用の推進による情報発信の促進について
16．既存住宅検討特別委員会……………インスペクション講習会の実施、インスペクション事業の普及、啓蒙
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会議等報告
種　　　　　別 回数 月　　　　　日

通常総会、賛助会総会 1 ５/21
理事会 5 ４/15 ７/22 10/14 １/20 ３/24
三役会 12 ４/８ ５/８ ６/９ ７/８ ８/６ ９/９ 10/ ７ 11/ ４

12/ ２ １/６ ２/３ ３/３
常任理事会 10 ４/８ ５/８ ６/９ ７/８ ８/６ ９/９ 10/ ７ 12/ ２

１/６ ３/３
県との意見交換会 8 ５/８ ７/８ ９/９ 10/ ７ 11/ ４ 12/ ２ ２/３ ３/３
（公財）兵庫県住宅建築総合センターとの意見交換会 1 ４/15
監事監査 2 ４/９ 10/ ９
総務財務部会 5 ４/６ ５/21 ９/18 12/ ３ ２/17
教育情報部会（くすのき建築文化賞コンクール選考委員会含） 5 ５/15 ５/22 ９/９ ９/18 12/11
経営部会 3 ４/10 10/22 11/13
技術部会 2 ４/23 ５/21
広報渉外部会 4 ６/２ ９/２ 12/ １ ３/８
苦情解決委員会 3 ７/10 ７/14 ７/28
倫理委員会 1 ４/２
役員候補者選定委員会 3 ４/17 12/ ３ ３/11
既存住宅検討特別委員会 1 ５/14
兵庫既存住宅活性協議会 14 ９/２ 10/ １ 10/ ９ 10/20 10/30 11/20 12/ １ １/22

１/30 ２/５ ２/６ ２/８ ２/25 ３/９
兵庫県指定事務所登録機関（連絡会議、立入調査含） 2 ７/24 ３/８
建築物耐震判定委員会 7 ７/28 ９/24 10/20 11/25 12/22 ２/23 ３/23
耐震判定ヒヤリング 8 ７/４ ８/22 ９/５ 10/ ３ 11/ ７ 12/ ５ ２/６ ３/５
建築物耐震審査検討委員会 7 ７/16 ９/15 10/13 11/17 12/15 ２/15 ３/16
（一財）日本建築防災協会全国ネットワーク委員会全体委員会 2 ７/21 ２/16
兵庫県耐震改修促進計画改定検討会 5 ６/22 ８/６ ９/７ 12/14 ２/19
支部長会 3 ７/22 10/14 ３/24
相談役会 1 ４/15
日事連総会 1 ６/18
　全国会長会議 2 ６/18 12/ ３
　常任理事会 5 ５/27 ６/18 ９/３ 11/16 ２/26
　通常理事会 4 ６/４ ９/16 11/27 ３/17
　教育・情報委員会 3 ５/26 10/ ２ ２/１
　全国大会 1 10/16
　事務局連絡会議 1 ７/２
近畿ブロック協議会単位会定例会議 3 ６/29 12/ ８ ３/１
　近畿ブロック協議会例会（滋賀会） 1 ９/４
法定講習（管理建築士講習・建築士定期講習） 4 ６/17 ９/30 11/25 ２/24
　各種研修会 5 ９/９ 10/14 10/28 11/ ５ 11/12
　各種講習会 10 ５/27 ６/１ ６/11 ６/18 ６/22 ７/29 ８/19 ９/15

11/26 12/24
兵庫県自由業団体連絡協議会 5 ４/22 ６/19 ７/25 ８/27 ３/29
（公財）兵庫県住宅建築総合センター評議員会 2 ６/26 ３/31
阪神・淡路まちづくり支援機構 1 ９/14
その他会議 21 ６/28 ８/３ ８/６ ８/18 ８/19 ８/18 ９/７ ９/16

９/28 12/15 １/11 １/28 ２/９ ２/12 ２/18 ２/20
２/25 ３/３ ３/18 ３/24 ３/29

会議等開催数合計 184
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通常総会

■第43回通常総会
　開 催 日　　平成27年５月21日（木）
　会　　場　　ANAクラウンプラザホテル神戸　９階　ローズマリー
　出 席 者　　42人　表決委任者　227人　計　269人（会員数431人）
　議決された事項
　　・平成26年度事業報告に関し承認を求める件
　　・平成26年度一般会計収支決算報告に関し承認を求める件
　　・平成26年度くすのき建築文化賞基金事業報告に関し承認を求める件
　　・平成26年度くすのき建築文化賞基金特別会計収支決算報告に関し承認を求める件
　　・補欠理事選任に関し承認を求める件
　　・定款第５章第22条第２項の一部を改正し承認を求める件
　　・会員除名に関し承認を求める件
　

理 事 会

■平成27年４月15日（水）　第17回（平成27年度）理事会
　　・前回理事会（H27.3.25開催）議事録の承認について
　　・会員の倫理指導について
　　　定款細則の変更　会費未納会員に対する資格停止の厳格化について
　　　文書通知　会費未納に伴う会員資格の喪失、業務報告書未提出者への通知
　　・平成27年度　第43回通常総会議案書について
　　・交通費振込手数料について
　　・平成27年度　第39回全国（茨城）大会　旅程計画
　　・新規入会申込書について

　　　　・「改正された建築士法、建築基準法ならびに県条例の講習会」の実施計画収支予算書、案内書につ
いて

　　・法定講習担当割当について
　　・各部、委員会事業報告

■平成27年７月22日（水）　第18回（平成27年度）理事会
　　・前回理事会（H27.4.15開催）議事録の承認について
　　・第43回通常総会（H27.5.21開催）議事録の承認について
　　・会員資格喪失通知に係る対応について
　　・H27近ブロ例会（滋賀）案内書及び助成金・追加予算の捻出について
　　・新規入会申込書について
　　・協会顧問の就任について
　　・適合証明技術者登録講習会（追加講習）について
　　・10月支部長理事研修会について
　　・開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会　案内書、収支予算書について
　　・四会共催　改正建築士法等講習会　人件費について、収支報告書、全国開催状況
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　　・既存住宅インスペクター講習会　案内書、収支予算書
　　・空き家活用事例現場見学会　案内書、収支予算書
　　・各部、委員会事業報告

■平成27年10月14日（水）　第19回（平成27年度）理事会
　　・前回理事会（H27.7.22開催）議事録の承認について
　　・部会及び委員会の運営及び報酬規程について（改定案）について
　　・11/ ６近ブロ親睦ゴルフコンペ運営費の支出について
　　・50周年事業に向けての委員会設置について
　　・各部、委員会事業報告

■平成28年１月20日（水）　第20回（平成27年度）理事会
　　・前回理事会（H27.10.14開催）議事録の承認について
　　・正会員入会申込について
　　・くすのき建築文化賞コンクール見直しについて　運営要綱、選考基準、推薦応募用紙
　　・簡易耐震診断マニュアルの改定について
　　・各部、委員会事業報告

■平成28年３月24日（木）　第21回（平成27年度）理事会
　　・前回理事会（H28.1.20開催）議事録の承認について
　　・平成28年度　事業計画について
　　・平成28年度　収支予算について
　　・平成28年度　支部事業計画及び活動予算について
　　・慶弔規程の改定について
　　・正会員入会申込について
　　・創立50周年事業に係る提案書
　　・役員候補者推薦における動議
　　・平成28・29年度役員候補者選定について
　　・各部、委員会事業報告
　

常任理事会

■平成27年４月８日（水）　第36回（平成27年度）常任理事会
　協議事項
　　協議第１号　会員の倫理指導について
　　協議第２号　平成27年度　収支予算書　訂正
　　協議第３号　第43回通常総会議案書について
　　協議第４号　平成27年度　通常総会について
　　協議第５号　交通費振込手数料について
　　協議第６号　平成27年度　第39回全国（茨城）大会　旅程計画
　　協議第７号　平成26年度　支部事業活動報告について
　　協議第８号　建築士・建築士事務所のための改正建築士法講習会（仮称）の実施計画について
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　　協議第９号　法定講習担当割当について
　報告承認事項
　　報承第１号　第11回くすのき建築文化賞コンクール選考結果について
　　報承第２号　消防設備等技術基準書にかかる講習会について
　　報承第３号　自由業団体連絡協議会　当番会の引継について
　その他
　　・建築士事務所登録業務受付状況について
　　・平成26年度建築物耐震判定受付状況について

■平成27年５月８日（金）　第37回（平成27年度）常任理事会
　協議事項
　　協議第１号　会員資格喪失通知に係る対応について
　　協議第２号　第43回通常総会　タイムスケジュール、シナリオ
　　協議第３号　技術部事業計画について
　　協議第４号　定款第29条「取引の制限」について
　　協議第５号　兵庫県自由業団体連絡協議会
　　　　　　　　７/25無料相談会実施における分担金について、４/22打ち合わせ議事録
　報告承認事項
　　報承第１号　四会共催　改正建築士法等講習会　受講申込状況
　　報承第２号　兵既協との覚書について
　　報承第３号　法定講習における建築士会との協議について４/30議事録
　　報承第４号　改正建築士法に係る業務負担及び手数料改定についての動き
　その他
　　・建築士事務所登録業務受付状況について
　　・平成27年度建築物耐震判定受付状況について

■平成27年６月９日（火）　第38回（平成27年度）常任理事会
　協議事項
　　協議第１号　H29年度　全国（和歌山）大会分担金について
　　協議第２号　資料の配付先について
　　協議第３号　建築賞について
　　協議第４号　木造住宅相談員ボランティア募集について
　　協議第５号　交通旅費の支払いについて　（通知、口座開設・照会）
　　協議第６号　支部事業活費について　支部事業活動報告・請求書
　　協議第７号　会費未納一覧、会員資格喪失者への通知について
　　協議第８号　第１回、第２回既存住宅インスペクター講習会　案内書、収支予算書について
　　協議第９号　H27年度　広報誌くすのき広告募集、第139号目次案について
　報告承認事項
　　報承第１号　10/16第39回全国（茨城）大会参加申込状況について
　　報承第２号　５/13メール部会　議事録　日事連建築賞について
　　報承第３号　四会共催　改正建築士法等講習会　受講申込状況
　　報承第４号　第１回４/23、第２回５/21、技術部会　議事録
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　　報承第５号　７/25無料お悩みパーフェクト相談会について（チラシ、ポスター案、分担金）
　　報承第６号　６/25改正建築士法施行後の対応について
　その他
　　・建築士事務所登録業務受付状況について
　　・平成27年度建築物耐震判定受付状況について

■平成27年７月８日（水）　第39回（平成27年度）常任理事会
　協議事項
　　協議第１号　支部事業活動報告について
　　協議第２号　開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会案内書、収支予算書案
　　協議第３号　10月支部長理事研修会について
　　協議第４号　適合証明技術者登録講習会（追加講習）
　　協議第５号　平成29年度　全国（和歌山）大会分担金について
　　協議第６号　建築士定期講習実施に係る建築士会との協定書
　　協議第７号　７/29空き家活用事例現場見学会　案内書、収支予算書
　報告承認事項
　　報承第１号　会費未納一覧
　　報承第２号　交通旅費振込先口座統一の口座変更状況
　　報承第３号　10/16第39回全国（茨城）大会参加申込状況について
　　報承第４号　９/４近ブロ例会（滋賀）開催案内について
　　報承第５号　四会共催　改正建築士法等講習会　収支報告書、全国開催状況
　　報承第６号　建築カメラ撮影教室
　　報承第７号　６/22H27年度　第１回既存インスペクター講習会参加者
　　報承第８号　兵既協からの報告について
　　　　　　　　・H27年度空き家管理等基盤強化推進事業補助金交付決定通知書
　　　　　　　　・「一般社団法人　すまいの未来研究所」定款、登記簿謄本
　　　　　　　　・７/16木、兵既協総会について
　　報承第９号　６/２第１回部会　議事録
　　報承第10号　広報誌「くすのき」広告申込状況（７/21締切）
　　報承第11号　兵庫県自由業団体連絡協議会７/25（土）、合同無料相談会について
　　　　　　　　（当日の時間割、相談員、チラシ）
　　報承第12号　建築士事務所登録に係る新規・更新申請の手数料改定
　　　　　　　　及び６/25改正建築士法施行に伴う変更届等様式の変更について
　　報承第13号　事務所登録事務取扱要領の変更について
　　報承第14号　７/２日事連事務局会議
　　報承第15号　６/29近畿ブロック会議議事録
　　報承第16号　木造住宅相談員募集結果について（ひょうご木づかい王国学校　受託事業）
　　報承第17号　国内旅行・傷害保険包括契約報告書
　その他
　　・建築士事務所登録業務受付状況について
　　・平成27年度建築物耐震判定受付状況について
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■平成27年８月６日（木）　第40回（平成27年度）常任理事会
　協議事項
　　協議第１号　支部事業活動報告について
　　協議第２号　９/９新入会員研修会について
　　協議第３号　H27年度　開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会　案内書
　　協議第４号　50周年事業等について
　報告承認事項
　　報承第１号　会費未納一覧
　　報承第２号　10/16第39回全国（茨城）大会参加者について
　　報承第３号　９/４近ブロ例会（滋賀）参加者について
　　報承第４号　適合証明技術者登録講習会（追加講習）８/５現在９人受付
　　報承第５号　10/14支部長・理事研修会　資料案
　　報承第６号　７/29空き家活用事例現場見学会　収支報告書、講習計画表
　　報承第７号　広報誌「くすのき」広告申込状況８/５現在
　　報承第８号　北はりま支部　H27年度　建築相談業務委託協定書（西脇市、三木市）
　　報承第９号　兵庫県自由業団体連絡協議会７/25合同無料相談会実施結果
　その他
　・建築士事務所登録業務受付状況について
　・平成27年度建築物耐震判定受付状況について

■平成27年９月９日（水）　第41回（平成27年度）常任理事会
　協議事項
　　協議第１号　事業収支について（８月末状況）
　　協議第２号　くすのき基金　定期預金の取り崩しについて
　　協議第３号　旅費交通費及び日当の支払いについて
　　協議第４号　H27年度　森林林業フォーラム講師派遣について
　　協議第５号　啓発実践推進委員会委員選任依頼について（社労士会）
　報告承認事項
　　報承第１号　９/４近ブロ例会（滋賀）及び昼食懇談会について
　　報承第２号　10/14支部長・理事研修会　目次案
　　報承第３号　H27年度日事連建築賞選考結果
　　報承第４号　広報誌「くすのき」広告申込状況９/３現在（第139号発行９/28予定）
　　報承第５号　兵庫県自由業団体連絡協議会８/27協議会開催　当番会弁理士会
　　報承第６号　H27年度日事連年次功労者表彰受賞者
　　報承第７号　建築士定期講習実施に係る基本合意覚書き
　その他
　　・建築士事務所登録業務受付状況について
　　・平成27年度建築物耐震判定受付状況について
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■平成27年10月７日（水）　第42回（平成27年度）常任理事会
　協議事項
　　協議第１号　支部事業活動報告について
　　協議第２号　11/26省エネ講習会　収支予算書（案）について
　　協議第３号　くすのき建築文化賞コンクール規程見直しについて
　　　　　　　　・実施要領（改定案）
　　　　　　　　・審査基準（改定案）
　　　　　　　　・第15回 全国大会記念くすのき建築文化賞コンクール基金設置要項
　　　　　　　　・第15回 全国大会記念くすのき建築文化賞コンクール基金管理要項
　報告承認事項
　　報承第１号　会費未納一覧
　　報承第２号　９/18第３回総務財務部会議事録
　　報承第３号　部会及び委員会の運営及び報酬規程について（改定案）
　　報承第４号　知事指定　管理研修会　会員100％受講対応について
　　報承第５号　11/ ６近ブロ親睦ゴルフコンペについて
　　報承第６号　９/９新入会員研修会　参加者：正会員13名、賛助会員３名
　　報承第７号　９/18第４回教育情報部会議事録
　　報承第８号　９/15最新バリアフリー設計手法講習会　収支報告書
　　報承第９号　９/２第２回広報渉外部会議事録
　　報承第10号　兵既協の運営について
　　報承第11号　９/４昼食懇談会　近畿ブロック協議会会議録
　その他
　　・日事連）会誌　日事連への「単位会だより」寄稿について
　　・日事連）公共建築の多様な発注方式に関するアンケート依頼
　　・建築士事務所登録業務受付状況について
　　・平成27年度建築物耐震判定受付状況について

■平成27年12月２日（水）　第43回（平成27年度）常任理事会
　協議事項
　　協議第１号　役員推薦枠、支部別理事割当、役員候補者選定規程について
　　協議第２号　支部事業活動報告について
　　協議第３号　H28年度　共同要望項目についての意見
　　協議第４号　マンション等の基礎工事に関する相談対応について
　　協議第５号　2015年構造設計Q＆A集講習会開催依頼
　　協議第６号　12/24　H27年度　第３回既存住宅インスペクター講習会開催案内
　報告承認事項
　　報承第１号　会費未納一覧
　　報承第２号　会員資格停止について
　　報承第３号　H27年度（知事指定）管理研修会　受講結果、収支報告
　　報承第４号　建築設計関係業務報酬表　平成27年度版の発行
　　報承第５号　11/26省エネ講習会　収支報告
　　報承第６号　11/19日事連常任理事会報告
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　　報承第７号　H28年度　近ブロ単位会の総会日程（予定）
　　報承第８号　H27年度　近ブロ親睦ゴルフコンペ収支報告
　その他
　　・建築士事務所登録業務受付状況について
　　・平成27年度建築物耐震判定受付状況について

■平成27年１月６日（水）　第44回（平成27年度）常任理事会
　協議事項
　　協議第１号　支部事業活動報告について
　　協議第２号　くすのき建築文化賞コンクール見直しについて
　　　　　　　　・運営要綱（案）、選考基準（案）、推薦応募用紙（案）、参考　現行要綱等
　　協議第３号　兵既協　住宅相談会における人員派遣について
　　協議第４号　フェニーチェパック普及啓発セットの購入について
　　協議第５号　兵庫県木材利用技術研究会からの依頼について
　　　　　　　　・３/３県産木材製品開発フォーラム共催
　　　　　　　　・県産木材製品や技術に対する要望の発表者２、３人の選任
　　協議第６号　兵庫県建築物安全安心実施計画［第６次］案に係る意見について
　継続審議事項
　　継続第１号　簡易耐震診断マニュアルの改定
　報告承認事項
　　報承第１号　会費未納一覧
　　報承第２号　12/ ３第４回総務財務部会議事録
　　報承第３号　12/11第５回教育情報部会議事録
　　報承第４号　広報誌「くすのき」第140号原稿依頼　〆切１/22金
　　報承第５号　12/24第３回　既存住宅インスペクター講習会結果について
　　報承第６号　H27年度　既存住宅検討特別委員会活動報告
　その他
　　・建築士事務所登録業務受付状況について
　　・平成27年度建築物耐震判定受付状況について

■平成27年３月３日（木）　第45回（平成27年度）常任理事会
　協議事項
　　協議第１号　平成28年度　事業計画について
　　協議第２号　平成28年度　収支予算について
　　協議第３号　平成28年度　支部事業計画及び活動予算について
　　協議第４号　支部事業活動報告について
　　協議第５号　慶弔規程の改定について（新旧対照表）
　　協議第６号　平成28年度　耐震講習会の実施について　案内書、収支予算書（案）
　　協議第７号　平成28年度　講習計画及び講師・講習監理員の登録について
　　協議第８号　創立50周年事業に係る提案書（参考　会議録）
　　協議第９号　３/24近畿地方整備局との意見交換会　質疑・出席者公募について
　　協議第10号　平成28年度　兵庫県建築会70周年の広告協力について
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　報告承認事項
　　報承第１号　会費未納一覧
　　報承第２号　２/17　第５回総務財務部会　議事録

　　　　報承第３号　H27/12/ １第３回広報渉外部会議事録　広報誌くすのき第140号寄稿お礼、発刊予定３
月下旬

　　報承第４号　２/17　第１回簡易耐震診断マニュアル改訂特別委員会　議事録
　　報承第５号　平成27年度　法定（定期・管理）講習実施結果
　　報承第６号　２/16既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会参加
　　報承第７号　兵既協２/25第４回　総財委員会の報告（１/22第３回　議事録）
　その他
　　・経営部　６/29住宅瑕疵担保責任保険セミナー実施予定
　　・技術部　６/13兵庫県民会館303号室に於いて
　　　「震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針講習会（2015年度改訂版）」実施予定
　　・建築士事務所登録業務受付状況について
　　・平成27年度建築物耐震判定受付状況について
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三役会、常任理事会、県及びセンターとの意見交換会

事　業　報　告

総務財務部

１．通常総会開催の準備、議案書作成、運営
２．（一社）日本建築士事務所協会連合会　近畿ブロック協議会例会（滋賀会）への参加
　　日　　時　　平成27年９月４日（金）
　　場　　所　　大津館、豪華客船ビアンカ
　　参加者数　　15人

月　　日 開催数 会　　議　　名 出席者 場　　　　　所
平成27年４月８日 第36回 （平成27年度）三役会 ７ 林業会館　304号室

５月８日 第37回 （平成27年度）三役会 ７ 林業会館　304号室
６月９日 第38回 （平成27年度）三役会 ６ 林業会館　304号室
７月８日 第39回 （平成27年度）三役会 ７ 林業会館　304号室
８月６日 第40回 （平成27年度）三役会 ７ 林業会館　304号室
９月９日 第41回 （平成27年度）三役会 ７ 林業会館　304号室
10月７日 第42回 （平成27年度）三役会 ７ 林業会館　304号室
11月４日 第43回 （平成27年度）三役会 ７ 林業会館　304号室
12月２日 第44回 （平成27年度）三役会 ７ 林業会館　304号室

平成28年１月６日 第45回 （平成27年度）三役会 ７ 林業会館　304号室
２月３日 第46回 （平成27年度）三役会 ７ 林業会館　304号室
３月３日 第47回 （平成27年度）三役会 ７ 林業会館　304号室

平成27年４月８日 第36回 （平成27年度）常任理事会 12 林業会館　304号室
５月８日 第37回 （平成27年度）常任理事会 12 林業会館　304号室
６月９日 第38回 （平成27年度）常任理事会 11 林業会館　304号室
７月８日 第39回 （平成27年度）常任理事会 12 林業会館　304号室
８月６日 第40回 （平成27年度）常任理事会 12 林業会館　304号室
９月９日 第41回 （平成27年度）常任理事会 12 林業会館　304号室
10月７日 第42回 （平成27年度）常任理事会 11 林業会館　304号室
12月２日 第43回 （平成27年度）常任理事会 12 林業会館　304号室

平成28年１月６日 第44回 （平成27年度）常任理事会 12 林業会館　304号室
３月３日 第45回 （平成27年度）常任理事会 ９ 林業会館　304号室

平成27年５月８日 第１回 県との意見交換会 ７ 林業会館　304号室
７月８日 第２回 県との意見交換会 ７ 林業会館　304号室
９月９日 第３回 県との意見交換会 ７ 林業会館　304号室
10月７日 第４回 県との意見交換会 ７ 林業会館　304号室
11月４日 第５回 県、センターとの三団体における意見交換会 13 林業会館　304号室
12月２日 第６回 県との意見交換会 ７ 林業会館　304号室

平成28年２月３日 第７回 県との意見交換会 ７ 林業会館　304号室
３月３日 第８回 県との意見交換会 ７ 林業会館　401号室

平成27年４月15日 （公財）兵庫県住宅建築総合センター意見交換会 ６ 私学会館　101号室
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３．（一社）日本建築士事務所協会連合会　全国大会（茨城大会）への参加
　　日　　時　　平成27年10月16日（金）、17日（土）
　　場　　所　　茨城県立県民文化センター
　　参加者数　　16人
４．各種講習会場にて賠償保険等の案内・啓蒙
　　各種研修、講習会場において受付窓口に設置　　会場
　　建築士事務所登録窓口に設置
５．次年度予算執行の為、各部から提出された予算案をまとめた

教育情報部会

１．平成27年度　新入会員研修会
　　日　　時　　平成27年９月９日（水）　15：30～17：00

　　場　　所　　兵庫県林業会館　３階　304号室
　　参加者数　　13人（新入会員）
２．平成27年度　支部長・理事研修会
　　日　　時　　平成27年10月14日（水）　15：15～16:00
　　場　　所　　兵庫県私学会館　１階　101号室
　　参加者数　　32人
３．建築士事務所の開設者研修会
　　第一会場（神戸）
　　日　　時　　平成27年10月28日（水）　9：30～16：30

　　場　　所　　兵庫県民会館　11階　パルテホール
　　受講者数　　91人
　　第二会場（姫路）
　　日　　時　　平成27年11月５日（木）　9：30～16：30

　　場　　所　　姫路商工会議所　５階　501ホール
　　受講者数　　100人
　　第三会場（神戸）
　　日　　時　　平成27年11月12日（木）　9：30～16：30

　　場　　所　　兵庫県民会館　11階　パルテホール
　　受講者数　　93人

月　　日 開催数 会　　議　　名 出席者 場　　　　　所
平成27年４月６日 第１回 総務財務部会 ７ 林業会館　304号室

４月９日 監査　平成26年度収支報告 ６ 林業会館　304号室
５月11日 総会会場下見、打合せ会議 ４ ANAクラウンプラザホテル神戸
５月21日 第２回 総務財務部会 10 ANAクラウンプラザホテル神戸
９月18日 第３回 総務財務部会 ８ 林業会館　401号室
10月９日 監査　平成27年度上半期収支報告 ６ 林業会館　304号室
12月３日 第４回 総務財務部会 ７ 林業会館　304号室

平成28年２月17日 第５回 総務財務部会 ７ 林業会館　304号室
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経営部・わが街サポート委員会

１．告示第15号の研究、平成27年度版建築設計関係業務報酬表の作成
２．住宅リフォームアドバイザー派遣事業
３．改正された建築士法、建築基準法ならびに県条例の講習会
　　第一会場（神戸）
　　日　　時　　平成27年５月27日（水）　13：30～16：55

　　場　　所　　兵庫県私学会館　2F　206号室
　　受講者数　　72人
　　第二会場（姫路）
　　日　　時　　平成27年６月１日（月）　13：30～16：55

　　場　　所　　姫路商工会議所　605号室
　　受講者数　　72人
　　第三会場（淡路）
　　日　　時　　平成27年６月11日（木）　13：30～16：55

　　場　　所　　洲本文化体育館会議室　2C
　　受講者数　　40人
　　第四会場（但馬）
　　日　　時　　平成27年６月18日（木）　13：30～16：55

　　場　　所　　豊岡市民会館大会議室
　　受講者数　　58人

技術部

１．「空き家活用事例現場見学会」
　　日　　時　　平成27年７月29日（水）　14：00～16：00

　　場　　所　　篠山市西町地内
　　受講者数　　14人
２．「バリアフリー講習会」
　　日　　時　　平成27年９月15日（火）　13：45～16：05

　　場　　所　　兵庫県民会館　3F　304号室
　　受講者数　　15人

月　　日 開催数 会　　議　　名 出席者 場　　　　　所
平成27年４月10日 第１回 経営部会 ９ 林業会館　304号室

10月22日 第２回 経営部会 ５ 印刷会館　４階
11月13日 第３回 経営部会 ７ 林業会館　304号室

月　　日 開催数 会　　議　　名 出席者 場　　　　　所
平成27年５月15日 第１回 教育情報部会、くすのき建築文化賞コンクール選考委員会 ９ 林業会館　401号室

５月22日 第２回 教育情報部会、くすのき建築文化賞コンクール選考委員会 ９ メール部会
９月９日 第３回 教育情報部会 ８ 林業会館　304号室
９月18日 第４回 教育情報部会 ８ 林業会館　401号室
12月11日 第５回 教育情報部会 ８ 林業会館　304号室
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３．「省エネ法改正と既存住宅省エネ講習会」
　　日　　時　　平成27年11月26日（木）　13：45～16：05

　　場　　所　　兵庫県民会館　3F　304号室
　　受講者数　　23人
４．「兵庫既存住宅活性協議会インスペクター講習会」
　　日　　時　　平成27年12月24日（木）　13：30～16：30

　　場　　所　　株式会社谷工務店
　　受講者数　　４人

広報渉外部

１．広報誌「くすのき」　広告スポンサー募集実施
２．広報誌「くすのき」　第139号、第140号発行
３．建築士事務所キャンペーン
　　「赤穂支部」　　住宅無料相談、耐震診断相談、各種パンフレットの配布等、平成28年２月20日、赤穂

市民会館
　　「明石支部」　　①「法の日」明石支部六士会無料相談会、平成27年10月１日、アスピア明石
　　　　　　　　　②明石市主催の市民相談、毎月第2火曜日、明石市役所内
　　　　　　　　　③住宅セミナー、平成27年９月26日　明石生涯学習センター
　　　　　　　　　④住宅セミナー、平成28年３月５日　明石生涯学習センター
　　「淡路支部」　　①住宅無料相談会、平成27年７月22日、洲本市土木事務所
　　　　　　　　　②住宅無料相談会、平成27年10月24日、洲本市文化体育館
　　　　　　　　　③住宅無料相談会、平成27年11月４日、南あわじ市　健康広場
　　　　　　　　　④淡路高校総合防災訓練における耐震講習会、平成28年１月15日、淡路高校
　　「加古川支部」　①加古川市、播磨町、稲美町からの要請による市民住宅相談会、平成27年４月１日～

平成28年３月31日
　　　　　　　　　②住宅無料相談会、平成27年５月３日、稲美町運動公園
　　「柏原支部」　　無料住宅相談、耐震診断相談、各種パンフレットの配布等、平成27年10月25日、丹波

の森公苑
　　「神戸支部」　　①神戸市、すまいの安心支援センターとの共催住宅相談会、耐震診断・耐震補強の啓

蒙　等
　　　　　　　　　　平成27年４月４日、都賀川公園・灘区民センター
　　　　　　　　　②神戸市、すまいの安心支援センターとの共催住宅相談会、耐震診断・耐震補強の啓

蒙　等
　　　　　　　　　　平成27年10月10日、都賀川公園・灘区民センター
　　　　　　　　　　無料住宅相談、耐震診断相談、各種パンフレットの配布等、平成27年11月21日
　　　　　　　　　　神戸市灘区水道筋商店街の一画

月　　日 開催数 会　　議　　名 出席者 場　　　　　所

平成27年４月23日 第１回 技術部会 10 林業会館　401号室
５月21日 第２回 技術部会 ４ ANAクラウンプラザホテル神戸
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　　「三田支部」　　①住宅無料相談会、平成27年５月10日、県立有馬富士公園
　　　　　　　　　②住宅無料相談会、毎月第３金曜日　三田市まちづくり協働センター
　　「龍野支部」　　龍野北高校環境工学科の生徒による修復作業の実施、指導、他平成27年６月12日～平

成28年１月21日、併せて平成27年10月12日無料住宅相談会、龍野醤油資料館別館の改
修建築物、龍北工房龍野北高校生との交流会、平成27年11月

　　「但馬支部」　　住宅無料相談会、平成28年１月28日　養父市　但馬楽座
　　　　　　　　　住宅耐震改修相談会、平成27年10月17日　豊岡市　豊岡稽古堂
　　「阪神支部」　　①西宮市リフォームセミナー相談会、平成27年12月６日、西宮市民会館
　　　　　　　　　②西宮市リフォームセミナー相談会、平成28年２月27日、西宮市役所
　　「姫路支部」　　①行政・関連団体との交流、平成27年10月22日、姫路建設会館
　　　　　　　　　②無料住宅相談、耐震診断相談、各種パンフレットの配布等、平成27年11月７日、イー

グレ姫路
　　「北はりま支部」①三木市なんでも相談、平成27年４月１日～平成28年３月31日、三木市役所、西脇市

役所
　　　　　　　　　②森林林業フォーラム2015、平成27年12月10日、森林林業技術センター（宍粟市）
４．お悩みパーフェクト無料相談会（自由業団体連絡協議会10団体　合同無料相談会）
　　日　　程　　平成27年７月25日（土）
　　場　　所　　神戸市勤労会館　７階　大ホール
５．兵庫県自由業団体連絡協議会
　　日　　時　　平成27年８月27日（木）
　　場　　所　　神戸オリエンタルホテル
　　当 番 会　　日本弁理士会近畿支部兵庫地区会

月　　日 開催数 会　　議　　名 出席者 場　　　　　所

平成27年４月22日 自由業団体連絡協議会　合同無料相談会　打ち合わせ会 １ 兵庫県弁護士会館

６月19日 自由業団体連絡協議会　合同無料相談会　打ち合わせ会 １ 兵庫県弁護士会館

６月２日 第１回 広報渉外部会 11 林業会館　304号室

９月２日 第２回 広報渉外部会 10 林業会館　304号室

12月１日 第３回 広報渉外部会 11 林業会館　304号室

平成28年３月８日 第４回 広報渉外部会 ９ 林業会館　304号室

３月29日 自由業団体連絡協議会　合同無料相談会　打ち合わせ会 １ 兵庫県弁護士会館
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くすのき速報

お知らせメール

発信年月日 № 送　信　先 項　　　　　　目 項目件数

平成27年４月14日 461

正会員、賛助会員

改正された建築士法、建築基準法ならびに県条例の
講習会

５月27日 462 平成27年度第43回通常総会について（お礼）

６月10日 463 木造住宅相談員ボランティア募集について

６月15日 464
平成27年度広報誌「くすのき」の広告について（ご
依頼）

９月18日 465 「会費自動振替」について（お願い） 他１件

平成28年３月25日 466 「会費自動振替」について（お願い） 他１件

発信年月日 № 送　信　先 項　　　　　　目 項目件数

平成27年４月１日 27-1

正会員、賛助会員
E-mail保持者

「消防設備等技術基準書」の販売及び講習会に係る
アンケート

４月13日 27-2 「建築基準条例の一部を改正する条例の公布につい
て」のご案内 他２件

４月14日 27-3 買取再販に係る不動産取得税の軽減について

４月30日 27-4 「改正された建築士法、建築基準法ならびに県条例
の講習会」（再案内）について 他５件

５月１日 27-5 特殊建築物等定期報告業務実務講習会の開催について 他４件

５月13日 27-6 「改正された建築士法、建築基準法ならびに県条例
の講習会」（再々案内）について

５月22日 27-7 「建築セミナーinOSAKA　現代建築と瓦」の開催に
ついて 他７件

５月27日 27-8 「第２回トレッキング」の開催について 他４件

５月29日 27-9 「木造３階建ての学校等や3,000㎡を超える建築物が
建てやすくなります」について 他５件

６月２日 27-10
「平成27年度　第２回　兵庫県インスペクション普
及支援事業既存住宅インスペクター講習会」の開催
について

他４件

６月５日 27-11 建築基準法の一部を改正する法律に関する国交省
HPの更新について 他５件

６月16日 27-12 【重要】建築士法の改正（平成27年６月25日施行）に
伴う建築士事務所登録等業務の変更について

６月22日 27-13
建築士事務所の開設者が耐震診断及び耐震改修に係
る業務に関して請求することのできる報酬の基準の
施行について（技術的助言）」について

他４件

６月24日 27-14 「姫路市都市景観賞」について 他４件

６月26日 27-15 改正建築士法の施行に係わる技術的助言の発出につ
いて 他５件
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発信年月日 № 送　信　先 項　　　　　　目 項目件数

７月９日 27-16

正会員、賛助会員
E-mail保持者

「平成27年度　省エネルギー基準の算定・判断方法
に係る根拠・理論の説明会」の開催について 他４件

７月９日 27-17 明舞団地におけるリノベーションモデル企画提案等
の募集について

７月10日 27-18 「第39回　建築士事務所全国大会（茨城大会）のご案
内」について 他１件

７月14日 27-19 「空き家活用事例現場見学会」の開催について 他１件

７月31日 27-20 「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築
設計標準（追補版）」の策定について 他４件

８月11日 27-21 国土交通省より長期優良住宅化リフォーム推進事業
「通年申請タイプ」の受付開始について 他５件

８月11日 27-22 「平成27年度インテリアプランナー試験案内」につ
いて 他４件

８月12日 27-23 「住宅省エネルギー技術講習会」の開催について 他４件

８月17日 27-24 「平成27年度第２回 兵庫県インスペクション普及支
援事業、既存住宅インスペクター講習会」について

８月20日 27-25 最新バリアフリー設計手法講習会」の開催について

９月10日 27-26 「社団化40周年記念講演会」の開催について 他４件

９月18日 27-27 「平成27年度　近畿ブロック協議会親睦ゴルフコン
ペ・懇親会」の開催について

９月25日 27-28
一般財団法人日本建築防災協会ホームページ「耐震
診断、耐震改修を実施する建築士事務所名簿」の更
新について

９月28日 27-29 「定期報告制度の見直し内容案に関するパブリック
コメントの募集」について

10月６日 27-30 「第３回トレッキングのご案内」について 他１件

10月15日 27-31
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に
基づく省令・告示案等に関するパブリックコメント
の開始について

他４件

10月19日 27-32 「防火設備検査員に関する講習」の開催について 他４件

10月20日 27-33 構造計算適合判定についての意見交換会開催（お知
らせ）

10月26日 27-34 「建築確認のご相談は指定確認検査機関へ」について 他１件

10月27日 27-35 「省エネ法改正と既存住宅省エネ講習会」について

11月２日 27-36 「（国交省）既存住宅性能表示制度・既存長期優良住
宅に関するパブリックコメントの開始」について 他２件

11月20日 27-37 「住宅の性能向上リフォームセミナー」の開催につ
いて 他８件

12月４日 27-38 「平成27年度　第３回　既存住宅インスペクター講
習会」の開催について 他４件

12月７日 27-39 特定工程及び特定工程後の工程の指定について 他３件

12月21日 27-40 「建築物省エネ法に係る性能向上計画認定、認定表
示制度の申請実務講習会」の開催について 他４件
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苦情解決委員会

１．建築士法第27条の５による建築主等と建築士事務所間の苦情解決

倫理委員会

１．会員の懲戒に関する調査及び指導
２．会員の資格停止及び喪失に係る通知

発信年月日 № 送　信　先 項　　　　　　目 項目件数

12月24日 27-41

正会員、賛助会員
E-mail保持者

定期報告に係る資格者の早期移行について<特例期
間の延長>

12月28日 27-42 芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関
する条例の改正について 他３件

平成28年１月５日 27-43 兵庫県耐震改修促進計画（改定案）に関するパブ
リック・コメントの実施について 他１件

１月８日 27-44
「超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地
震による長周期地震動への対策案」に関する意見募
集（パブリックコメント）について

他２件

１月13日 27-45 「簡易耐震診断マニュアル、Q＆A集に係るアンケー
ト」のご協力について

１月28日 27-46 「JW-CAD講師募集」について 他３件

２月１日 27-47 「平成28年建築設備士試験」の開催について 他４件

２月５日 27-48 「マンション管理組合向けセミナー（再案内）」の開
催について 他３件

２月10日 27-49
【重要】建築士法の一部を改正する法律（平成26年法
律第92号）附則第3条の規定による建築士事務所に
所属する建築士の届出について

他３件

３月１日 27-50 「CLT技術等普及研修会」の開催について 他４件

３月４日 27-51 「平成28年二級建築士試験及び木造建築士試験」の
開催について 他５件

３月８日 27-52 「近畿地方整備局営繕部との意見交換会」参加者募
集について

３月18日 27-53 基礎ぐい工事における工事監理ガイドラインの策定
等について

３月18日 27-54 「耐震　地盤について問う！」講習会の開催について 他５件

３月29日 27-55 「耐震　地盤について問う！」講習会（再案内）の開
催について

月　　日 開催数 会　　議　　名 出席者 場　　　所
平成27年７月10日 第１回 苦情解決委員会 ５ 林業会館　304号室

７月14日 第２回 苦情解決委員会 ３ 林業会館　304号室
７月28日 第３回 苦情解決委員会 ５ 林業会館　304号室

月　　日 開催数 会　　議　　名 出席者 場　　　所
平成27年４月２日 第１回 倫理委員会 ７ 林業会館　304号室
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役員候補者選定委員会

１．平成28、29年度　役員候補者の選定

法定講習対応委員会

１．平成27年度　一級／二級／木造建築士定期講習
　　第１四半期
　　　日　　時　　平成27年６月17日(水)　9：40～17：50

　　　場　　所　　兵庫県民会館　11F　パルテホール
　　　受講者数　　95人
　　第３四半期
　　　日　　時　　平成27年11月25日(水)　9：40～17：50

　　　場　　所　　兵庫県中央労働センター　2F　大ホール
　　　受講者数　　123人
２．平成27年度　管理建築士講習
　　第２四半期
　　　日　　時　　平成27年９月30日(水)　9：40～17：45

　　　場　　所　　兵庫県林業会館　3F　304号室
　　　受講者数　　10人
　　第４四半期
　　　日　　時　　平成28年２月24日(水)　9：40～17：45

　　　場　　所　　兵庫県林業会館　3F　304号室
　　　受講者数　　18人

兵庫県指定事務所登録機関

１．平成27年度　事務所登録件数

月　　日 開催数 会　　議　　名 出席者 場　　　所

平成27年４月17日 第１回 役員候補者選定委員会 11 林業会館　304号室

12月３日 第２回 役員候補者選定委員会 12 林業会館　304号室

平成28年３月11日 第３回 役員候補者選定委員会 15 林業会館　304号室

３月17日 第４回 役員候補者選定委員会 11 林業会館　304号室

事務所種別 当初件数 新規登録数 更新登録数 登録事項
変更届出数

廃業等
登録抹消数

年度末現在
登録件数

一級建築士事務所 2907 127 437 447 136 2897

二級建築士事務所 834 57 111 85 68 822

木造建築士事務所 7 0 2 1 1 6

合　　計 3748 184 550 533 205 3725

H27年4月1日～H28年3月31日までの現在数
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２．各種届出（新規・更新登録、変更・廃業、附則3条）書類の受理及び登録手続きに係る業務
３．建築士定期講習未修了事務所の調査、懲戒処分等情報提供の通知
４．兵庫県による建築士事務所立入指導に係る情報提供協力

既存住宅検討特別委員会

月　　日 会　　議　　名 出席者 場　　　所

平成27年７月24日 建築共用データベース協議会総会 ２ アルカディア市ヶ谷

平成28年３月８日 兵庫県立入調査 ４ 当会会議室

月　　日 開催数 会　　議　　名 出席者 場　　　所

平成27年５月14日 第１回 既存住宅流動化推進検討特別委員会 12 林業会館　304号室

６月22日 第１回 既存住宅インスペクター講習会 16 兵庫既存住宅活性協議会事務局

８月19日 第２回 既存住宅インスペクター講習会 ６ 兵庫既存住宅活性協議会事務局

９月２日 第１回 兵既協団体長会議 ２ 兵庫県不動産会館

10月１日 第２回 兵既協団体長会議 ２ 兵庫県不動産会館

10月９日 兵既協団体長会議、（仮称）総財委員会合同会議 ４ 兵庫県不動産会館

10月20日 第３回 兵既協団体長会議 ２ 兵庫県不動産会館

10月30日 第１回 兵既協総財委員会 ２ 兵庫県不動産会館

11月20日 第２回 兵既協総財委員会 ３ 兵庫県不動産会館

12月１日 兵既協臨時総会 ３ 兵庫県不動産会館

12月24日 第３回 既存住宅インスペクター講習会 ３ ㈱谷工務店

平成28年１月22日 第３回 兵既協総財委員会 ２ 兵庫県不動産会館

１月30日 兵既協　中古住宅相談会 ２ デュオ神戸採光ドーム

２月５日 兵既協　中古住宅相談会 ２ あまがさきキューズモール

２月６日 兵既協　中古住宅相談会 ２ 三井アウトレットパークマリンピア神戸

２月８日 兵既協　中古住宅相談会 ２ グリーンモール加古川

２月25日 第４回 兵既協総財委員会 ２ 兵庫県不動産会館

３月９日 第４回 兵既協団体長会議 １ 兵庫県不動産会館
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建築物耐震判定委員会、建築物耐震審査検討委員会

１．平成27年７月21日　平成27年度第１回「全国ネットワーク委員会」全体委員会
２．平成28年２月16日　平成27年度第２回「全国ネットワーク委員会」全体委員会
３．平成27年度判定物件合計数39件

創立50周年記念事業検討グループ会議

１．平成29年度　創立50周年に向けた記念事業の検討及び提案

月　　日 開催数 会　　議　　名 出席者 場　　　所

平成27年７月４日 第59回 判定物件ヒアリング 10 姫路労働会館　第１会議室

７月16日 第59回 建築物耐震審査検討委員会 11 兵庫県林業会館　304号室

７月28日 第58回 建築物耐震判定委員会（判定物件数４件） 11 兵庫県林業会館　401号室

８月22日 第60回 判定物件ヒアリング 11 姫路労働会館　視聴覚室

９月５日 第61回 判定物件ヒアリング 11 姫路商工会議所新館　202号室

９月15日 第60回 建築物耐震審査検討委員会 10 兵庫県林業会館　304号室

９月24日 第59回 建築物耐震判定委員会（判定物件数４件） 11 兵庫県林業会館　401号室

10月３日 第62回 判定物件ヒアリング 12 姫路商工会議所新館　202号室

10月13日 第61回 建築物耐震審査検討委員会 ８ 兵庫勤労文化会館　中会議室

10月20日 第60回 建築物耐震判定委員会（判定物件数２件） 10 兵庫県林業会館　401号室

11月７日 第63回 判定物件ヒアリング 11 姫路労働会館　トレーニング室

11月17日 第62回 建築物耐震審査検討委員会 12 兵庫県林業会館　304号室

11月25日 第61回 建築物耐震判定委員会（判定物件数８件） 12 兵庫県林業会館　401号室

12月５日 第64回 判定物件ヒアリング 10 姫路商工会議所新館　301号室

12月15日 第63回 建築物耐震審査検討委員会 10 兵庫県林業会館　304号室

12月22日 第62回 建築物耐震判定委員会（判定物件数10件） 12 兵庫県林業会館　401号室

平成28年２月６日 第65回 判定物件ヒアリング 11 姫路商工会議所　403号室

２月15日 第64回 建築物耐震審査検討委員会 10 兵庫県林業会館　304号室

２月23日 第63回 建築物耐震判定委員会（判定物件数５件） 12 兵庫県林業会館　401号室

３月５日 第66回 判定物件ヒアリング 11 姫路労働会館　第２会議室

３月16日 第65回 建築物耐震審査検討委員会 ９ 兵庫県林業会館　304号室

３月23日 第64回 建築物耐震判定委員会（判定物件数６件） 12 兵庫県林業会館　401号室

月　　日 開催数 会　　議　　名 出席者 場　　　所

平成27年12月１日 第１回 創立50周年記念事業検討グループ会議 11 林業会館　304号室

平成28年１月13日 第２回 創立50周年記念事業検討グループ会議 11 林業会館　304号室

２月17日 第３回 創立50周年記念事業検討グループ会議 12 林業会館　401号室
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支 部 長 会

相 談 役 会

近畿ブロック協議会

日 事 連

月　　日 開催数 会　　議　　名 出席者 場　　　所

平成27年７月22日 第１回 支部長会 21 林業会館　401号室

10月14日 第２回 支部長会 19 私学会館　101号室

平成28年３月24日 第３回 支部長会 22 私学会館　101号室

月　　日 開催数 会　　議　　名 出席者 場　　　所

平成27年４月15日 第１回 相談役会 ９ 私学会館　ハナワグリル

月　　日 開催数 会　　議　　名 出席者 場　　　所

平成27年６月29日 第１回 近畿ブロック協議会　定例会議 ７ ホテルグランヴィア大阪

９月４日 例会（滋賀会） 15 大津館、豪華客船ビアンカ

12月８日 第２回 近畿ブロック協議会　定例会議 ７ ホテルグランヴィア大阪

平成28年３月１日 第３回 近畿ブロック協議会　定例会議 ７ ホテルグランヴィア大阪

月　　日 会　　議　　名 出席者 場　　　所

平成27年５月26日 第３回　教育・情報委員会 １ 日事連

５月27日 常任理事会 １ 日事連

６月４日 通常理事会 １ 日事連

６月18日 定時総会、常任理事会、全国会長会議、 ２ 銀座東武ホテル

７月２日 事務局連絡会議 ２ 銀座東武ホテル

９月３日 常任理事会 １ 日事連

９月16日 通常理事会 １ 日事連

10月２日 第４回　教育・情報委員会 １ 日事連

10月16日 全国（茨城）大会 16 茨城県立県民文化センター

11月16日 常任理事会 １ 日事連

11月27日 通常理事会 １ 日事連

12月３日 全国会長会議 １ 銀座東武ホテル

平成28年２月１日 第５回　教育・情報委員会 １ 日事連

２月26日 常任理事会 １ 日事連

３月17日 通常理事会 １ 日事連
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阪神・淡路まちづくり支援機構

その他会議

（公財）兵庫県住宅建築総合センター評議員会

月　　日 開催数 会　　議　　名 出席者 場　　　所

平成27年９月14日 第146回 事務局委員会、第24回運営委員会、平成26年度総会 ３ エスタシオン・デ・神戸

月　　日 会　　議　　名 出席者 場　　　所

平成27年４月22日 兵庫県自由業団体連絡協議会（広報担当会議） １ 兵庫県弁護士会館

６月19日 兵庫県自由業団体連絡協議会（広報担当会議） １ 兵庫県弁護士会館

６月22日 兵庫県第１回耐震改修促進計画改定検討会 １ 兵庫県庁会議室

６月25日 兵庫住宅リフォーム推進協議会役員会 １ 兵庫県庁会議室

６月28日 平成27年度第２回（定時）評議員会 １ ひょうご女性交流会館

７月25日 自由業団体連絡協議会　合同無料相談会 ２ 神戸市勤労会館

８月３日 兵庫県木造利用技術研究会総会、木造利用研修会 １ ラッセホール

８月６日 兵庫県第２回耐震改修促進計画改定検討会 １ 兵庫県民会館

８月６日 兵庫県木造住宅生産体制強化推進協議会第１回総会 １ 林業会館　302号室

８月18日 兵庫県建築士審査会 １ 兵庫県印刷会館

８月19日 H27兵庫県被災建築物応急危険度判定協議会幹事会 １ 兵庫県民会館

８月27日 自由業連絡協議会例会 ４ 神戸オリエンタルホテル

９月７日 兵庫県第３回耐震改修促進計画検討会 １ 兵庫県民会館

９月16日 兵庫県建築物安全安心推進協議会 １ 神戸市教育会館

９月28日 兵庫県住宅リフォーム推進協議会 １ 神戸市教育会館

10月11日 兵庫県木材利用技術研究会「木材フェアー」 １ ハーバーランド

12月10日 県木材利用促進協議会木材利用推進フォーラム １ 県森林林業技術センター

12月14日 兵庫県第４回耐震改修促進計画改定検討会 １ 兵庫県民会館

12月15日 第15回兵庫県住宅再建共済制度推進会議 １ 兵庫県公館

平成28年１月11日 平成27年度総合資格学院兵庫県合格祝賀会 １ 神戸東急REIホテル

１月28日 建築関係四団体情報交換会 ４ こうべまちづくり会館

２月９日 兵庫県建築物安全安心推進協議会臨時総会 １ 私学会館302、303号室

２月９日 H27年度ひょうご地域安全まちづくりセミナー、活動表彰式 １ 兵庫県公館

月　　日 会　　議　　名 出席者 場　　　所

平成27年６月26日 評議員会 １ ひょうご女性交流会館

平成28年３月31日 評議員選定委員会 １ 兵庫県住宅建築総合センター
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月　　日 会　　議　　名 出席者 場　　　所

２月12日 平成27年度日建学院合格祝賀パーティーinKOBE １ サンルートソプラ神戸

２月18日 近畿建築確認検査協会創立10周年記念式典 １ シェラトン都ホテル大阪

２月18日 兵庫県木造住宅生産体制強化推進協議会 １ ラッセホール

２月19日 兵庫県第５回耐震改修促進計画改定検討会 １ 兵庫県民会館

２月20日 兵庫県木材利用技術研究会研修会 １ ラッセホール

２月25日 建築士会顧問会 １ 兵庫県民会館

３月３日 兵庫県木材利用技術研究会県産木材製品開発フォーラム ２ 三木山森林公園

３月18日 ひょうご木の匠・木のすまいコンクール選考委員会 １ 林業会館　304号室

３月24日 近畿地整との意見交換会 ３ 大阪第1地方合同庁舎

３月29日 平成27年度業務部研修事業 １ 兵庫県行政書士会

３月29日 兵庫県自由業団体連絡協議会（広報担当会議） １ 兵庫県弁護士会館
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平成27年度　会勢状況

入　会　者

特 別 会 員

正　会　員
支部名 平成27年3月31日現在 入会者 退会者 移籍 除名 平成28年3月31日現在

赤 穂 支 部 8 0 0 0 0 8

明 石 支 部 27 1 0 0 0 28

淡 路 支 部 32 0 1 0 0 31

加古川支部 38 0 1 0 0 37

柏 原 支 部 14 0 0 0 0 14

神 戸 支 部 116 4 8 0 0 112

三 田 支 部 7 0 0 0 0 7

龍 野 支 部 13 0 1 0 0 12

但 馬 支 部 29 0 0 0 0 29

阪 神 支 部 61 3 3 0 0 61

姫 路 支 部 68 6 8 0 0 66

北はりま支部 21 0 2 0 0 19

計 434 14 24 0 0 424

賛　助　会　員

計
平成27年3月31日 入会者 退会者 除名 平成28年3月31日

128 5 3 0 130

正 会 員　【14人】
支部名 氏　　　名 支部名 氏　　　名 支部名 氏　　　名
明　　石 西　﨑　隆　司 神 　 戸 土　田　剛　司 神　　戸 小　野　　　剛
神　　戸 岡　田　俊　彦 神　　戸 大　和　雅　生 阪　　神 倉　西　英　次
阪　　神 山　口　浩　幸 阪　　神 谷　　　　　茂 姫　　路 井　上　　　巧
姫　　路 上　田　達　也 姫　　路 西　田　克　彦 姫　　路 柴　田　勝　仁
姫　　路 髙　野　良　樹 姫　　路 森　井　敏　朗

特別会員　【12人】
支部名 氏　　　名 支部名 氏　　　名 支部名 氏　　　名
淡　　路 濱　田　繁　一 加 古 川 佐　野　博　行 神　　戸 前　川　政　一
神　　戸 繁　治　　　稔 神　　戸 多　田　勝　彦 神　　戸 高　松　昭　雄
神　　戸 山　本　潤　吾 神　　戸 為　金　清　人 神　　戸 大　津　善　旦
龍　　野 鳴　瀬　敏　雄 姫　　路 加　藤　昭　二 姫　　路 橋　本　和　利

賛助会員　【５社】
支部名 名 称 ／ 代 表 者 名 支部名 名 称 ／ 代 表 者 名

神　　戸
城東テクノ㈱大阪営業所

神　　戸
㈱NTTフィールドテクノ関西支店ビジネス推進部

西　尾　康　孝 平　橋　盛　通

龍　　野
㈱姫路マドコン

阪　　神
阪神佐藤興産㈱

水　野　武　則 佐　藤　信一郎

姫　　路 岩水開発㈱姫路営業所
小　坂　広　幸
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退　会　者

正 会 員　【24人】
支部名 氏　　　名 支部名 氏　　　名 支部名 氏　　　名
淡　　路 古　家　浩　二 加 古 川 藤　野　一　之 神　　戸 岩　城　一　則
神　　戸 和　田　利　雄 神 　 戸 五百旗頭　洋一 神 　 戸 北　池　　　清
神　　戸 平　田　義　和 神　　戸 廣　瀬　元　彦 神　　戸 小　畠　順　治
神　　戸 川　﨑　洋　樹 龍　　野 内　海　　　稔 阪　　神 原　　　博　元
阪　　神 橋　本　博　行 阪　　神 岡　本　　　孝 姫　　路 中　田　　　忠
姫　　路 坂　本　直　義 姫　　路 山　本　　　稔 姫　　路 丸　山　貴　広
姫　　路 南　都　英　敏 姫　　路 日之内　雅　史 姫　　路 高　谷　和　己
姫　　路 藤　田　武　彦 北はりま 三　谷　　　禎 北はりま 吉　田　顕　史

賛助会員　【３社】
支部名 名 称 ／ 代 表 者 名 支部名 名 称 ／ 代 表 者 名

姫　　路
㈱浪速工藝社

姫　　路
㈱きんでん姫路支店

西　村　拓　也 髙　谷　　　孝

北はりま
関西電力㈱社営業所
乾　　　直　樹

（敬称略）
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