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令 和 ３ 年 度 事 業 報 告 

 

一般社団法人 兵庫県建築士事務所協会 

会 長 柏 本  保 

 新型コロナウィルス感染症のパンデミックにより、今年度も昨年度に引き続き、総会は感染症対策を

十分行いはしたものの懇親会での交流は中止とするなど縮小せざる得ない状況でした。また、昨年度に

開催予定で９月に延期された近畿ブロック協議会例会は、翌年 1月に再延期したものの、新たなオミク

ロン株の出現により、残念ながら本年度も中止となってしまいました。 

 こうした情勢の中で、各種講習会・セミナー等の開催を含めた各部会の事業は、感染対策の徹底の上、

予定通り実施してまいりました。また、会員が抱える諸問題を解決するため、「健全な建築士事務所の経

営のための顧問弁護士、顧問税理士による勉強会」の開催や安全衛生法改正に伴う「フルハーネス型墜

落制止用器具特別教育」講習会の実施等、会員拡大そして会員の資質向上に向けた事業構築も推進して

まいりました。 

 一方、兵庫県と国が進める「地方公共団体と事業者の間の手続きのデジタル化」により、建築士事務

所登録のオンライン化に向けた協議を進めました。また、兵庫県との意見交換会を機に、協会の立場か

らの意見主張・提言等により、建築士事務所登録等業務の内、業務報告書の収受に関わる業務が来年度

より直接兵庫県が行うこことなり、事務局業務の軽減につながりました。 

 なお、市民に分かりやすい一元化した建築士の連合体を目指して設立された「建築四団体の連携推進

協議会」については、その愛称とロゴマークの募集を行い委員会で選考の結果を８月１０日に記者発表

を行いました。愛称は当協会宮本毅副会長が考案した「アーキテクトひょうご」が、そしてロゴマーク

は当協会会員の鈴木建築士事務所の鈴木由佳氏の案が選定され、今後は建築業界の発展のために、まず

は講演会・講習会、研修会など共同で実施可能な取り組みから始めることといたしました。 

 今後は、今まで以上に関連諸団体との連携を強化し、各行政機関等との情報交換や協力を通じて、当

協会のさらなる発展を目指していきます。 

事業概要（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] 

・総務財務部会、青年部・女性部合同委員会 

   新型コロナウィルス感染症感染予防に資する Zoomを利用したウェブ会議の運用研究と開催推進及

びリモートワークの検討。兵庫県による建築士法第 23条の 6の規定に基づく「設計等の業務に関す

る報告書」の提出促進策に対する会員への告知等による協力と事務局業務への支援。令和 4年度建築

士事務所登録オンライン化に向けた取り組み。昨年度から延期となっていた近畿ブロック協議会例会

(兵庫大会)の開催準備及び、近畿ブロック協議会話創会開催の取り組み(新型コロナウィルス感染症感

染再拡大のため次年度に再延期)。青年部・女性部合同委員会主催の神戸まちあるき・KIITO、神戸

ポートミュージアム-ATOA-見学会の実施。 

・教育情報部 

   くすのき建築文化賞コンクール応募作品を外部審査員による作品選考並びに表彰。日事連建築賞作

品募集並びに作品選考及び推薦を実施。法定講習である管理建築士講習を 2回、建築士定期講習を 5

回開催(うち 1回は動画視聴方式)。開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会を県下 2

ヶ所にて 3回開催。 

・業務技術部 

適合証明技術者業務講習を 1回開催、またオンライン講習も 2回開催。既存住宅状況調査技術者

講習の新規講習と更新講習をそれぞれ 1回開催、またオンライン講習も新規講習・更新講習併催で 4

回開催。また震災復旧のための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(全構造

編)を 2回開催。フルハーネス型墜落制止器具特別講習会を 1回開催。事務所経営のための顧問弁護

士、顧問税理士による勉強会を Zoomによるウェブと対面の併用にて 1回開催。 
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・広報渉外部 

   広報誌「くすのき」148号の発行及び広告スポンサーの募集、会員情報「くすのき速報」・お知ら

せメールの配信、建築 4団体連携推進組織に関する検討委員会を 3回開催「愛称」「ロゴマーク」を

記者発表。 

 [委員会] 

会員拡大委員会・・・・・・・会員増強に向けた取り組みと安定した協会運営の検討 

苦情解決業務委員会・・・・・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 

倫理委員会・・・・・・・・・会員の懲罰に関する調査研究 

役員候補者選考委員会・・・・役員候補者の選定にかかる検討 

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な実施 

建築物耐震判定委員会・・・・建築物の耐震判定 

建築物耐震判定検討委員会・・建築物の耐震審査検討 

 



種　別 回数

通常総会、賛助会総会 1 5/26

理事会 5 4/21 7/28 10/20 1/19 3/16

4/14 5/13 6/10 7/8 8/5 8/18 9/3 9/9

10/13 11/11 12/1 1/7 1/12 2/3 3/11

正副会長会議 2 1/21 2/28

県との意見交換会 2 6/24 2/15

建築４団体連携推進委員会 3 6/1 7/6 8/10

監事監査 2 4/14 10/13

支部長会 3 7/28 10/20 3/16

総務財務部会 5 4/15 4/19 6/30 12/16 3/4

教育情報部会 3 4/2 4/9 1/13

業務技術部会 2 7/20 9/16

広報渉外部会 3 10/8 12/20 2/3

青年部・女性部合同委員会(見学会を含む) 7 5/13 5/19 6/24 7/30 10/14 11/25 12/16

役員候補者選考委員会 3 7/14 12/1 3/2

会員拡大委員会 3 7/28 10/20 3/16

建築物耐震判定委員会 1 2/22

日事連総会 1 6/24

全国会長会議 2 6/24 12/7

日事連通常理事会 4 6/3 9/15 12/2 3/17

業務報酬基準ワーキンググループ 3 6/17 11/9 1/28

近畿ブロック協議会単位会定例会議 4 4/5 7/1 11/19 1/21 3/25

財政改善検討委員会 1 6/4

事務局連絡会議 1 7/20

法定講習（管理建築士講習・建築士定期講習） 7 6/11 6/16 9/15 11/24 12/9 12/15 2/16

既存住宅状況調査技術者講習（新規講習・更新講習） 2 8/25 9/22

開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会 3 10/27 11/4 11/10

適合証明技術者業務講習 1 9/22

震災復旧のための震災建築物の被災度区分判定および復旧技術指針講習会 2 2/9 2/25

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育講習会 1 2/15

事務所経営のための顧問弁護士、顧問税理士による勉強会 1 12/10

ひょうご空き家対策フォーラム 2 7/6 12/21

自由業団体連絡協議会 1 11/18

6/10 6/28 9/27 10/6 10/7 10/19 10/29 1/10

1/12 3/11 3/31

会議等開催数合計 107

月　日

常任理事会 15

11その他会議

会 議 等 報 告
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■第49回通常総会

開催日 令和3年5月26日（水）

会  場 神戸三宮東急REIホテル 3階 ボールルーム

出席者24人 表決委任者177人 議決権行使者57人 計258人　(会員数366人）

議決された事項

・令和2年度事業報告に関し承認を求める件

・令和2年度一般会計収支決算報告に関し承認を求める件

・令和2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

・令和2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

■令和3年4月21日（水）　第50回(令和3年度)理事会

・前回理事会（R3.3.17開催）議事録の承認について

・令和3年度 第49回通常総会の開催について

・正会員並びに特別会員入会申込について

・各部、委員会事業報告

■令和3年7月28日（水）　第51回(令和3年度)理事会

・前理事会（R3.4.21開催）議事録の承認について

・通常総会（R3.5.26開催）議事録の承認について

・正会員の資格承認に関する取り扱いについて

・賛助会員入会申込について

・各部、委員会事業報告

■令和3年10月20日（水）　第52回(令和3年度)理事会

・前回理事会（R3.7.28開催）議事録の承認について

・令和3年度上半期監事監査報告について

・各部、委員会事業報告

■令和4年1月19日（水）　第53回(令和3年度)理事会

・前回理事会（R3.10.20開催）議事録の承認について

・シンポジウム「神戸洋家具の過去・現在・未来」の開催について

・各部、委員会事業報告

■令和4年3月16日（水）　第54回(令和3年度)理事会

・前回理事会（R3.1.16開催）議事録の承認について

・令和4年度収支予算案について

・事務局長の選任及び事務局体制について

・令和4年度支部事業活動予算について

・事務所登録等事務に係る協定書の締結について

・正会員入会申込について

・令和4年度「ひょうご住まいのサポートセンター」相談員の推薦について

・各部、委員会事業報告

・令和3年度 第49回通常総会議案書について

・「設計等の業務に関する報告書」提出に関する依頼について

・令和4年度事業計画並びに各部・委員会事業計画案について

通 常 総 会

臨 時 総 会

通 常 総 会

理 事 会
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■令和3年4月14日（水）　第106回(令和3年度)常任理事会

協議事項

協議第1号　令和3年度第49回通常総会議案書案について

協議第2号　令和3年度第49回通常総会開催について

協議第3号　兵庫県知事候補者の推薦について

協議第4号　近畿ブロック協議会例会の開催について

協議第5号　協会ＨＰ保守サポートについて

報告事項

報告第2号　準会員の退会について

報告第3号　第14回くすのき建築文化賞コンクール応募作品選考結果について

報告第4号　令和3年度日事連建築賞応募作品について

報告第5号　第2回改正建築物省エネ勉強会の開催について

その他

・建築四団体連携推進組織「愛称」及び「ロゴマーク」応募状況について

・令和3年度第1回近畿ブロック協議会について

■令和3年5月13日（木）　第107回(令和3年度)常任理事会

協議事項

協議第1号　令和3年度第49回通常総会開催について

協議第2号　兵庫県知事選挙の啓発依頼について

その他

・建築四団体連携推進組織「愛称」及び「ロゴマーク」応募状況について

■令和3年6月10日（木）　第108回(令和3年度)常任理事会

協議事項

協議第1号　建築四団体連携推進組織「愛称」及び「ロゴマーク」の選考について

協議第2号　協会ＨＰバナー広告の申し込みについて

協議第3号　近畿ブロック協議会例会の開催について

報告事項

報告第1号　令和3年度支部調整活動費の支払いについて

報告第2号　令和3年度第1回総務財務部青年部女性部合同委員会議事録について

報告第3号　令和3年度第2回近畿ブロック協議会財政改革委員会について

その他

・日事連／景観まちづくり活動に関する調査依頼について

報告第1号　支部事業活動報告(明石支部、神戸支部、阪神支部)について

報告第4号　近畿ブロック協議会単位会におけるBIMセミナー開催準備状況
　　　　　 聞き取り調査結果について

常任理事会
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■令和3年7月8日（木）　第109回(令和3年度)常任理事会

協議事項

協議第1号　正会員の資格承継に関する取扱いについて

協議第2号　兵庫県建築指導課からの情報提供資料の取扱いについて

協議第3号　「設計等の業務に関する報告書」に関するガイドについて

協議第4号　財政健全化と安定経営の推進 支部事業活動の現状について

報告事項

報告第2号　近畿ブロック協議会例会開催延期(令和4年1月21日開催)について

報告第5号　令和3年度第2回総務財務部会議事録について

報告第6号　令和3年度第1回青年部女性部合同委員会議事録について

報告第7号　令和3年度「適合証明技術者業務講習」の開催について

報告第9号 第3回シンポジウム等の開催準備状況について

その他

・兵庫県知事選挙への応援について

・令和3年度第2回近畿ブロック協議会会議について

・公明党政策要望懇談会について

■令和3年8月5日（木）　第110回(令和3年度)常任理事会

協議事項

協議第2号　委託評価員募集(㈱西日本住宅評価センター神戸支店)について

報告事項

報告第1号　第44回建築士事務所全国大会(熊本大会)参加者について

■令和3年8月18日（水）　(令和3年度)臨時常任理事会

協議事項

報告第4号　令和3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」の開催について

報告第5号　令和3年度第1回業務技術部会議事録について
報告第6号　日事連サービス建賠保険簡易パンフの配布とＷＥＢセミナー
　　　　　 開催について

報告第7号　「神戸洋家具の歴史と展望」の開催について

協議第1号　建築士法第23条の6の規定に基づく「設計等の業務に関する
　　　　　 報告書」の提出促進策に関する対応について

報告第3号　建築４団体連携推進組織「ロゴマーク」並びに「愛称」の決定
　　　　　 について

報告第2号　令和3年度第2回青年部・女性部合同委員会議事録について

報告第3号　令和3年度支部事業活動報告(姫路支部)について

報告第4号　令和3年度支部事業活動報告(姫路支部)について

報告第1号　兵庫県建築指導課「設計等の業務に関する報告書」の提出率向上
　　　　　 対策について

報告第8号　令和3年度「既存住宅状況調査技術者講習【新規講習・更新講習】
　　　　　 の開催について

協議第1号　「事務所経営のための顧問弁護士・顧問税理士等相談会」
　　　　　 への相談質問募集について
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■令和3年9月9日（木）　第111回(令和3年度)常任理事会

協議事項

協議第1号　事務局体制について

協議第3号　会誌「日事連」WEB版発行について

報告事項

報告第1号　令和3年度単位会組織強化支援事業の実施について

報告第4号　8月25日開催既存住宅状況調査技術者講習開催結果について

その他

・宮本相談役からの依頼について

■令和3年10月13日（木）　第112回(令和3年度)常任理事会

協議事項

協議第1号　令和3年度上半期監事監査報告について

協議第2号　令和3年度単位会組織強化支援事業の申請について

報告事項

報告第1号　正会員の変更について

報告第2号　令和3年度全国大会の中止及び令和4年度以降の開催順等について

報告第3号　令和3年度支部事業活動報告(但馬支部)について

報告第4号　令和3年度講習会研修会担当割当表について

報告第6号　令和3年度第2回業務技術部会議事録について

■令和3年11月11日（木）　第113回(令和3年度)常任理事会

協議事項

協議第1号　令和3年度近畿ブロック協議会例会(兵庫大会)開催について

協議第3号　交通費の支払い方法の変更について

協議第4号　「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」講習会開催について

協議第5号　広報誌「くすのき」148号見積結果について

協議第6号　ポリテクセンター兵庫からの広報依頼について

報告事項

報告第2号　日事連からの事務所登録等事務に関するアンケートについて

報告第3号　令和3年度支部事業活動報告(姫路支部)について

報告第4号　被災度区分判定基準および復旧技術指針講習会開催について

報告第5号　令和3年度書面決議書提出先について

その他

・事務局長の選任について

報告第3号　令和3年度「事務所経営のための顧問弁護士、顧問税理士等
　　　　　 勉強会」の相談、質問募集に関する集計結果について

報告第1号　令和3年度青年部・女性部合同委員会見学会および意見交換会
　　　　　 の開催について

報告第8号　苦情の解決業務事例報告について

報告第2号　令和3年度支部事業活動報告(阪神支部・姫路支部)について

報告第5号　令和3年度既存住宅状況調査技術者講習・適合証明技術者
　　　　　 業務講習開催結果について

協議第2号　建築4団体連携推進組織に関する兵庫県建築士会からの文書
　　　　　 について

報告第7号　日事連からの「(仮称)BIMポータルサイトへの事務所情報
　　　　　 掲載募集周知の協力依頼」について

協議第2号　関西の建築学科大学生たちが自ら企画運営する卒業設計展
　　　　　 協賛について
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■令和3年12月1日（水）　第114回(令和3年度)常任理事会

協議事項

協議第1号　令和3年度近畿ブロック協議会の運営について

協議第2号　令和3年度近畿ブロック協議会例会(兵庫大会)開催について

協議第3号　兵庫県弁護士会紛争処理委員候補者の推薦について

報告事項

報告第1号　令和3年度第4回青年部・女性部合同委員会議事録について

報告第2号　令和3年度支部事業活動報告(姫路支部、北はりま支部)について

報告第3号　フルハーネス型墜落制止用器具特別教育講習会の開催について

報告第4号　令和3年度第1回広報渉外部会議事録について

■令和4年1月7日（金）　第115回(令和3年度)常任理事会

協議事項

協議第1号　令和3年度近畿ブロック協議会例会(兵庫大会)の開催について

協議第2号　建築士事務所登録のオンライン化について

協議第3号　修了考査のオンライン化に伴う法定講習の実施について

報告事項

報告第1号　正会員資格喪失について

報告第4号　令和3年度第6回青年部・女性部合同委員会議事録について

報告第6号　令和4年度日事連建築賞の実施について

報告第8号　広報誌「くすのき」148号発行について

報告第9号　広報誌「くすのき」148号広告申込受付状況について

■令和4年1月12日（水）　(令和3年度)臨時常任理事会

協議事項

■令和4年2月3日（木）　第116回(令和3年度)常任理事会

協議事項

協議第4号　令和4年度単位会組織強化支援事業の実施について

協議第5号　令和4年度主な会議日程案について

協議第6号　近畿ブロック協議会親睦ゴルフコンペの開催について

報告事項

報告第1号　令和3年度第3回教育情報部会議事録について

協議第4号　シンポジウム「神戸洋家具の過去・現在・未来」の開催
　　　　　 について

報告第2号　令和3年度支部事業活動報告(加古川支部、神戸支部、
　　　　　 三田支部、姫路支部、北はりま支部)について

協議第2号　兵庫県弁護士会紛争解決センター専門委員候補者の推薦について

報告第3号　令和3年度総務財務部・青年部女性部合同委員会合同会議
　　　　　 議事録について

報告第5号　神戸まち歩き・KIITO、神戸ポートミュージアム-ATOA-
　　　　　 見学会報告について

協議第3号　業務報酬基準の改正に向けた設計業務及び工事監理業務に係る
　　　　　 実態調査にご協力いただける建築士事務所の推薦について

報告第7号　事務所経営のための顧問弁護士、顧問税理士による勉強会
　　　　　 開催について

協議第1号　令和3年度近畿ブロック協議会例会(兵庫大会)の開催について

協議第1号　令和4年度各部・委員会事業計画案について
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■令和4年3月11日（金）　第117回(令和3年度)常任理事会

協議事項

協議第1号　事務所登録等事務に係る協定書の締結について

協議第3号　事務局長の選任並びに事務局体制について

協議第4号　令和4年度支部事業活動予算案について

協議第5号　令和3年度事業報告案について

報告事項

報告第1号　令和4年度講習会・研修会開催予定について

報告第4号　フルハーネス型墜落制止用器具特別講習会実施報告について
報告第5号　令和3年度震災復旧のための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収支報告について

報告第3号　令和4年度「ひょうご住まいのサポートセンター」相談員の
　　　　　 推薦について

協議第6号　令和4年度各部・委員会事業計画案について

報告第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の
　　　　　 指定申請について

協議第2号　令和4年度収支予算案について
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月　　日 会　　議　　名 出　席　者 場　　　所

令和3年4月14日 第 106 回 (令和3年度)常任理事会 10 古河ビル 402号室

5月13日 第 107 回 (令和3年度)常任理事会 11 古河ビル 402号室

6月10日 第 108 回 (令和3年度)常任理事会 11 Ｗｅｂ

7月8日 第 109 回 (令和3年度)常任理事会 10 古河ビル 402号室

8月5日 第 110 回 (令和3年度)常任理事会 11 古河ビル 402号室

8月18日 (令和3年度)臨時常任理事会 10 Ｗｅｂと対面併用

9月9日 第 111 回 (令和3年度)常任理事会 10 Ｗｅｂと対面併用

10月13日 第 112 回 (令和3年度)常任理事会 10 古河ビル 402号室

11月11日 第 113 回 (令和3年度)常任理事会 11 古河ビル 402号室

12月1日 第 114 回 (令和3年度)常任理事会 11 古河ビル 402号室

令和4年1月7日 第 115 回 (令和3年度)常任理事会 11 古河ビル 402号室

1月12日 (令和3年度)臨時常任理事会 7 Ｗｅｂ

2月3日 第 116 回 (令和3年度)常任理事会 10 古河ビル 402号室

3月11日 第 117 回 (令和3年度)常任理事会 11 古河ビル 402号室

令和3年6月24日 第 1 回 県との意見交換会 15 Ｗｅｂと対面併用

2月15日 第 1 回 事務所登録オンライン化に関する打合せ 5 古河ビル 402号室

1．通常総会開催の準備(新型コロナウィルス感染対策)、議案書作成、運営

2．近畿ブロック協議会例会(兵庫大会)の準備、資料作成（令和4年度に延期）

3．講習会・研修会講師料等報酬規程の見直しに向けた検討、支部事業活動予算の

 検討、兵庫県ＯＢの事務局長就任に伴う事務局長の任免と事務局体制の見直し

 等を行った。

4．兵庫県「設計等の業務に関する報告書」提出率向上対策への協力と事務局業務

 の支援と収受業務に係る県との協議、建築士事務所登録等業務のオンライン化

 に向けた打合せとそれに伴う協定書の改正と締結、及び事務規程及び取扱要領

 の改正に向けた検討を行った。

5．青年部・女性部合同委員会 神戸まち歩き・KIITO、神戸ポートミュージアム-ATOA-見学会

日　　時　　令和3年11月25日（木）

場　　所　　KIITO、神戸ポートミュージアム-ATOA-他

参加者数 13人

6．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

　建築士事務所登録窓口に設置

月　　日 会　　議　　名 出　席　者 場　　　所

令和3年4月14日 監査　令和2年度収支報告 10 古河ビル 402号室

4月15日 第 1 回 総務財務部会 10 Ｗｅｂ

5月13日 第 1 回 青年部・女性部合同委員会 14 古河ビル 402号室

5月19日 第 2 回 総務財務部会 11 東急ＲＥＩホテル

6月24日 第 2 回 青年部・女性部合同委員会 16 古河ビル 402号室

6月30日 第 3 回 総務財務部会 7 Ｗｅｂ

7月30日 第 3 回 青年部・女性部合同委員会 19 古河ビル 402号室

10月14日 第 4 回 青年部・女性部合同委員会 15 古河ビル 402号室

11月25日 第 5 回 青年部・女性部合同委員会 15 ＫＩＩＴＯ会議室

12月16日 第 4 回 総務財務部会 15 宝塚ホテル

12月16日 第 6 回 青年部・女性部合同委員会 16 宝塚ホテル

令和4年3月4日 第 5 回 総務財務部会 10 Ｗｅｂ

事　　業　　報　　告

開催数

開催数

総務財務部 青年部・女性部合同委員会

常任理事会､県との意見交換会
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【法定講習】

1．令和3年度 一級/二級/木造建築士定期講習

第1四半期

日　時　　令和3年6月11日（金）　9：40～17：40

場　所　　兵庫県中央労働センター 2F 大ホール

受講者数　　58人

日　時　　令和3年6月16日（水）　9：40～17：40

場　所　　兵庫県民会館 11F パルテホール

受講者数　　53人

第3四半期

日　時　　令和3年11月24日（水）　9：40～17：40

場　所　　兵庫県民会館 11F パルテホール

受講者数　　49人

日　時　　令和3年12月9日（水）　9：40～17：40

場　所　　兵庫県中央労働センター 2F 大ホール

受講者数　　39人

日　時　　令和3年12月15日（水）　9：40～17：40

場　所　　兵庫県中央労働センター 2F 201号室（動画視聴方式）

受講者数　　18人

2．令和3年度 管理建築士講習

第2四半期

日　時　　令和3年9月15日（水）　9：40～17：20

場　所　　古河ビル 4F 402・403号室

受講者数　　5人

第4四半期

日　時　　令和4年2月16日（水）　9：40～17：20

場　所　　古河ビル 4F 402・403号室

受講者数　　12人

【一般講習】

3．開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会

第一会場（神戸）

日　時　　令和3年10月27日（水）　9：30～16：30

場　所　　兵庫県中央労働センター 1F 小ホール

受講者数　　46人

第二会場（姫路）

日　時　　令和3年11月4日（木）　9：30～16：30

場　所　　姫路商工会議所 新館2F 新201研修室

受講者数　　 54人

第三会場（神戸）

日　時　　令和3年11月10日（水）　9：30～16：30

場　所　　兵庫県中央労働センター 1F 小ホール

受講者数　　 43人

月　　日 会　　議　　名 出　席　者 場　　　所

令和3年4月2日 第 1 回 教育情報部会 10 Ｗｅｂ

4月9日 第 2 回 教育情報部会(くすのき建築文化賞コンクール審査会) 10 Ｗｅｂと対面併用

令和4年1月13日 第 3 回 教育情報部会 8 Ｗｅｂ

開催数

教育情報部
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1．適合証明技術者業務講習

日　時　　令和3年9月22日（水）　13：30～17：30

場　所　　古河ビル 4F 402・403号室

受講者数　　 3人

オンライン受講者

期　間　　令和3年9月30日～10月12日、令和3年12月2日～12月14日

受講者数　　10人

【新規講習】

日　時　　令和3年8月25日（水）　9：30～17：00

場　所　　古河ビル 4F 402・403号室

受講者数　　5人

オンライン受講者

受講者数　　4人

【更新講習】

日　時　　令和3年9月22日（水）　9：30～12：40

場　所　　古河ビル 4F 402・403号室

受講者数　　2人

オンライン受講者

受講者数　　5人

3．事務所経営のための顧問弁護士、顧問税理士による勉強会

日　時　　令和3年12月10日（金）　13：30～16：30

場　所　　古河ビル 4F 402号室（Web併用)

受講者数　　15人（対面8人Web7人）

4．フルハーネス型墜落制止器具特別講習会

日　時　　令和4年2月15日（火）　9：00～17：00

場　所　　兵庫県中央労働センター 2F 201号室

受講者数　　17人

5．震災復旧のための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(全構造編)

※新型コロナウィルス感染症感染拡大の影響から2回に分けて実施

日　時　　令和4年2月9日（水）　9：30～16：20

場　所　　兵庫県中央労働センター 2F 201号室

受講者数　　8人

日　時　　令和4年2月25日（金）　9：30～16：20

場　所　　兵庫県中央労働センター 2F 201号室

受講者数　　8人

月　　日 会　　議　　名 出　席　者 場　　　所

令和3年7月20日 第 1 回 業務技術部会 6 Ｗｅｂ

9月16日 第 2 回 業務技術部会 6 Ｗｅｂ

開催数

2．既存住宅状況調査技術者講習

期　間　　令和3年5月1日～5月14日、8月1日～8月14日、
　　　　　令和3年10月1日～10月14日、令和4年1月1日～1月14日

期　間　　令和3年5月1日～5月14日、8月1日～8月14日、
　　　　　令和3年10月1日～10月14日、令和4年1月1日～1月14日

業務・技術部
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 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148号発行

 3．建築4団体連携推進組織(アーキテットひょうご)運営に関する検討

 4．建築士事務所キャンペーン

「明石支部」 ①

「淡路支部」 ① 住宅無料相談、令和3年7月28日　電話対応

「加古川支部」 ①

「三田支部」 ①

②

「阪神支部」 ①

「姫路支部」 ①

「北はりま支部」 ①

②

月　　日 会　　議　　名 出　席　者 場　　　所

令和3年6月1日 第 1 回 建築4団体連携推進委員会 9 古河ビル 402号室

7月6日 第 2 回 建築4団体連携推進委員会 10 古河ビル 402号室

8月10日 第 3 回 建築5団体連携推進委員会(愛称、ロゴマーク記者発表) 15 古河ビル 402号室

10月8日 第 1 回 広報渉外部会 9 古河ビル 402号室

11月18日 兵庫県自由業団体連絡協議会 2 Ｗｅｂ

12月20日 第 2 回 広報渉外部会 7 古河ビル 402号室

令和4年3月3日 第 3 回 広報渉外部会 8 古河ビル 402号室

開催数

住宅無料相談会、簡易耐震診断啓発活動等、令和3年12月17日　三田市役所1階ロビー

住宅無料相談会、令和3年7月23日～毎月第4金曜日　三田市役所1階ロビー又は5階審査指導課

無料住宅相談、耐震模型展示、各種パンフレットの配布等、令和3年11月6日、イーグレ姫路

三木市建築なんでも相談、令和3年4月1日～令和4年3月31日、三木市役所

西脇市住宅相談、令和3年4月1日～令和4年3月31日、西脇市役所

西宮市建築・リフォーム相談、令和3年4月1日～令和4年3月31日　西宮市役所1階市民相談コーナー

播磨町住宅相談会、令和3年5月22日～11月22日(7回)、播磨町各コミュニティセンター、中央公民館

明石市住宅相談、令和3年4月13日～令和4年3月8日、明石市役所

広 報 渉 外 部
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発信年月日 № 送信先 項　　　　　　目 項目件数

令和3年5月28日 491 令和3 年度 第49 回 通常総会について(御礼)

9月27日 492 「会費自動振替」について（お願い）

11月10日 493
令和３年度 広報誌「くすのき」の広告について（ご
依頼)

3月25日 494 「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

令和3年4月2日 03-01 増改築等工事証明書（所得税）の通達について 他2件

4月7日 03-02
行政手続に関する押印、書面規制等の見直しに伴う県
規則及びマニュアル等の改正について

他2件

4月12日 03-03
新型コロナウィルス感染予防及び拡散防止へのご協力
再度のお願い

4月19日 03-04
令和３年度モデル事業「中小事業者BIM試行型」の公
募開始　（4/16～5/17まで）

他3件

5月7日 03-05
グリーン住宅ポイント制度の申請タイプ別リーフレッ
トの作成について

他2件

5月20日 03-06
住宅用木材の価格高騰・不足を踏まえた木造住宅供給
事業者等における業務の対応について（国交省）

他1件

5月21日 03-07
令和3年度通常総会並びに政研総会オンライン配信に
ついて

5月28日 03-08 会務月報第４５８号の送付

6月2日 03-09 景観まちづくり特別委員からの調査依頼

6月3日 03-10
第１０回尼崎市まちかどチャーミング賞の募集につい
て

他2件

6月11日 03-11
JIA兵庫地域会事務局より「第10回アーキテクツカ
フェの案内」

6月17日 03-12 会務月報第４５９号の送付 他1件

6月29日 03-13 自動ドアの安全対策についての情報提供

7月5日 03-14
建築士法施行規則等の一部を改正する省令の交付につ
いて

7月19日 03-15 第44回建築士事務所全国大会のご案内

7月20日 03-16
神戸市都市局都市計画課より「用途地域等の見直し方
針の公表等について」

7月21日 03-17
グリーン住宅ポイント制度の申請タイプ別の動画の作
成連絡

7月30日 03-18 業務報告書提出について(ご依頼)

8月2日 03-19 会誌「日事連」7月号　WEB版発行のご連絡

正会員、賛助会員、準会員

正会員、賛助会
員、準会員

E-mail保持者

くすのき速報

お知らせメール
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発信年月日 № 送信先 項　　　　　　目 項目件数

令和3年8月3日 03-20 会務月報460号の送付 他1件

8月6日 03-21
令和３年度「事務所経営のための顧問弁護士、顧問税
理士等相談会」の開催に向けた、相談、質問の募集

8月6日 03-22
株式会社西日本住宅評価センター様より、委託評価員
募集のご案内

8月11日 03-23

国土交通省からの「デジタル社会の形成を図るための
関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省
関係政令の公布について」

8月13日 03-24 午後からの事務局業務について

8月17日 03-25
【情報提供】農地付き住宅の取得面積緩和による移住
定住促進について

他2件

8月17日 03-26 会誌「日事連」8月号　WEB版発行のご連絡

8月19日 03-27
大阪会主催の「会員限定／改正建築物省エネ法講習
会」の案内

8月20日 03-28 緊急事態宣言に伴う事務所登録業務についてのご連絡

8月25日 03-29 日事連サービスよりWeb法律セミナー開催案内 他1件

8月26日 03-30
日事連 景観・まちづくり専門委員会より刊行企画書
のご案内

8月27日 03-31

押印・書面の廃止等を盛り込んだ「デジタル社会の形
成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３
年法律第37号）」について

他1件

9月2日 03-32

（国土交通省より）デジタル社会の形成を図るための
関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う建築士法
等の一部改正について（技術的助言）の発出について

他1件

9月6日 03-33

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進
を図るための関係法律の整備に関する法律の施行（令
和３年８月26日）」の施行通知・技術的助言

9月7日 03-34
　JIA兵庫地域会事務局より「第１１回アーキテクツ
カフェの案内」

9月10日 03-35
兵庫県建築４団体の愛称・ロゴマークの記者発表と表
彰式

9月9日 03-36
2020版のJAAF-MSTに追加された、業務量集計ソフトの
講習動画の公開について

9月24日 03-37 会務月報462号の送付

9月27日 03-38 会誌「日事連」9月号　WEB版発行のご連絡

10月5日 03-39

「グリーン住宅ポイント制度の申請期間等の延長等＋
建築物に利用した木材に係る二酸化炭素貯蔵量の表示
に関するガイドラインについて」

10月5日 03-40
（仮称）ＢＩＭポータルサイトへの事務所情報掲載募
集周知のご協力依頼

10月6日 03-41

神戸市建設局駅前魅力創造課より、「神戸駅前広場再
整備設計業務の事業者募集（公募型プロポーザル）」
の案内

10月7日 03-42
「令和４・５年度神戸市競争入札参加資格審査申請に
ついて」

他2件

10月21日 03-43
「事務所経営のための顧問弁護士、顧問税理士による
勉強会」の開催について

10月21日 03-44 会誌「日事連」10月号　WEB版発行のご連絡

10月25日 03-45 会務月報第463号の送付 他1件

10月25日 03-46 「住宅審議会公募委員募集について」の募集案内

11月5日 03-47 会誌「日事連」11月号　WEB版発行のご連絡

正会員、賛助会員
E-mail保持者
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№ 送信先 項　　　　　　目 項目件数

令和3年11月5日 03-48
「改正建築物省エネ法に関するオンライン講習会受講
のご案内」

11月8日 03-49 兵庫県建築会より、第４９６回月例会のご案内

11月10日 03-50
R3年度青年部・女性部合同委員会　見学会・意見交換
会のご案内

11月12日 03-51
兵庫職業能力開発促進センター　ポリテクセンター兵
庫より、在職者向け職業訓練のご案内

11月16日 03-52 会務月報464号の送付 他2件

11月26日 03-53 広報誌「くすのき」１４８号 作品募集について 他1件

11月30日 03-54
国土交通省からの事務連絡「こどもみらい住宅支援事
業の創設について」

12月2日 03-55 フルハーネス講習会案内について 他1件

12月6日 03-56

「震災復旧のための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（全構造編）「会場講習」
開催案内

12月7日 03-57
事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改
正する省令の施行等について(厚労省・国交省)

他1件

12月9日 03-58 会誌「日事連」12月号　WEB版発行のご連絡

12月13日 03-59

『今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方
（第三次報告案）及び建築基準制度のあり方（第四次
報告案）について「脱炭素社会の実現に向けた、建築
物の省エネ性能の一層の向上、CO2貯蔵に寄与する建
築物における木材の利用促進及び既存建築ストックの
長寿命化の総合的推進に向けて」』に関する意見募集
について

12月22日 03-60 会務月報465号の送付 他1件

12月24日 03-61
「使用料及び手数料徴収条例及び警察手数料徴収条例
の一部を改正する条例の公布について」の通知

12月27日 03-62 「森林と都市のミライを考えるセミナー」のご案内 他1件

1月5日 03-63
令和３年度兵庫県被災建築物応急危険度判定士認定講
習会および判定訓練の開催について

他1件

1月5日 03-64 会誌「日事連」1月号　WEB版発行ご連絡

1月17日 03-65
「令和3年度版　住宅リフォームの減税制度の手引
き」発行案内

1月19日 03-66
「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の施行
について（技術的助言）」の送付

1月20日 03-67 会務月報第466号の送付 他2件

1月24日 03-68
「兵庫県内における地域材を活用した中大規模木造建
築実施事例」に関する講習会

1月25日 03-69
令和４年（2022年）度の建築士事務所賠償責任保険
（建賠保険）の募集開始について

1月27日 03-70 まん延防止等重点措置発令に伴う事務局業務について

2月1日 03-71
改正長期優良住宅法第６条第１項第４号の規定に基づ
く災害配慮基準の新設等について

2月4日 03-72
令和3年度近畿ブロック協議会親睦ゴルフコンペ(奈良
会主催)開催のご案内

2月4日 03-73
日事連より国土交通省からのWebアンケートの協力依
頼

2月7日 03-74
神戸支部より「令和3年度　第1回法規講習会のご案
内」

正会員、賛助会員
E-mail保持者
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発信年月日 № 送信先 項　　　　　　目 項目件数

令和4年2月8日 03-75 会誌「日事連」2月号　WEB版発行のご連絡

2月17日 03-76 会務月報467号の送付

2月21日 03-77
「公募型簡易プロポーザルの実施のお知らせ「(仮称)
神戸市歴史・公文書館整備工事設計業務」」の案内

3月1日 03-78
兵庫県住宅政策課より「古民家再生発表会（動画配
信）」のご案内

他1件

3月3日 03-79

03-71でお知らせしました、兵庫県住宅政策課からの
「改正長期優良住宅法第６条第１項第４号の規定に基
づく災害配慮基準の新設等について」について、修正
の連絡

3月8日 03-80
国土交通省から「建築工事届及び建築物除却届の様式
の変更について(国交省)」の周知依頼

3月11日 03-81 会誌「日事連」3月号　WEB版発行のご連絡

3月15日 03-82 注意喚起　不審なメールにご注意ください

3月17日 03-83 会務月報467号の送付 他1件

3月22日 03-84
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の施行に
ついて（技術的助言）

3月23日 03-85 「BIMポータルサイト『BIM GATE』の公開」について

3月24日 03-86
兵庫県建築設計監理協会より、２０２２年度の「ワー
クスタディ開催中止のお知らせ」

3月29日 03-87
神戸市都市計画課より、「用途地域等の見直し案の公
表等について」

正会員、賛助会員
E-mail保持者
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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

1．令和3年度判定物件合計数1件

月　　日 会　　議　　名 出　席　者 場　　　所

令和4年2月14日 第 94 回 建築物耐震審査検討委員会 6 古河ビル 402号室

2月22日 第 95 回 建築物耐震判定委員会(判定物件数1件) 9 古河ビル 402号室

月　　日 会　　議　　名 出　席　者 場　　　所

令和3年7月28日 第 1 回 支部長会 20 古河ビル 402・403号室

10月20日 第 2 回 支部長会 20 古河ビル 402・403号室

令和4年3月16日 第 3 回 支部長会 21 Ｗｅｂと対面併用

月　　日 出　席　者 場　　　所

令和3年6月3日 通常理事会 1 Ｗｅｂ

6月17日 業務報酬基準ワーキンググループ 1 Ｗｅｂ

6月23日 総会、全国会長会議 1 銀座東武ホテル

7月20日 事務局連絡会議 1 Ｗｅｂ

8月4日 業務報酬基準ワーキンググループ 1 Ｗｅｂ

9月15日 通常理事会 1 Ｗｅｂ

10月12日 業務報酬基準ワーキンググループ 1 Ｗｅｂ

11月9日 業務報酬基準ワーキンググループ 1 Ｗｅｂ

12月2日 通常理事会 1 日事連

12月7日 全国会長会議 1 銀座東武ホテル

令和4年3月17日 通常理事会 1 銀座東武ホテル

月　　日 会　　議　　名 出　席　者 場　　　所

令和3年4月5日 第 1 回 近畿ブロック協議会　会長会議 4 Ｗｅｂ

6月4日 第 1 回 近畿ブロック財政改善検討委員会 1 Ｗｅｂ

7月1日 第 2 回 近畿ブロック協議会　会長会議 3 Ｗｅｂ

11月19日 第 3 回 近畿ブロック協議会　会長会議 4 Ｗｅｂと対面併用

令和4年1月21日 第 4 回 近畿ブロック協議会　会長会議 5 Ｗｅｂ

3月25日 第 5 回 近畿ブロック協議会　会長会議 4 Ｗｅｂと対面併用

開催数

開催数

会　　議　　名

開催数

近畿ブロック協議会

建築物耐震判定委員会、建築物耐震審査検討委員会

兵庫県指定事務所登録機関

支部長会

日事連関連会議日事連

１．令和3年度　事務所登録件数

事務所種別 当初件数 新規登録数 更新登録数
変更事項
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 2,748 114 463 654 111 2,751

二級建築士事務所 812 50 111 91 44 818

木造建築士事務所 4 0 0 0 0 4

合　　計 3,564 164 574 745 155 3,573
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令和4、5年度 役員候補者の選考

月　　日 会　　議　　名 出　席　者 場　　　所

令和3年7月14日 第 1 回 役員候補者選考委員会 11 古河ビル　402号室

12月1日 第 2 回 役員候補者選考委員会 12 古河ビル　402号室

令和4年3月2日 第 3 回 役員候補者選考委員会(資格要件確認) 13 古河ビル　402号室

月　　日 会　　議　　名 出　席　者 場　　　所

令和3年7月28日 第 1 回 会員拡大委員会(支部長会と同時開催) 20 古河ビル 402・403号室

10月20日 第 2 回 会員拡大委員会(支部長会と同時開催) 20 古河ビル 402・403号室

令和4年3月16日 第 3 回 会員拡大委員会(支部長会と同時開催) 21 Ｗｅｂと対面併用

月　　日 出　席　者 場　　　所

令和3年6月10日 8 Ｗｅｂ

6月28日 兵庫県住宅建築総合センター評議員会 1 住建センター内会議室

7月6日 ひょうご空き家対策フォーラム運営委員会 1 神戸市教育会館

9月27日 ユニバーサル社会づくりひょうご推進協議会 書面開催

10月6日 兵庫県木材利用技術研修会 書面開催

10月7日 木造住宅生産体制強化推進協議会 書面開催

10月19日 兵庫県建築物安全安心推進協議会総会 書面開催

10月29日 ポリテクセンター兵庫との打ち合わせ 2 古河ビル 402号室

12月21日 ひょうご空き家対策フォーラム運営委員会 1 神戸市教育会館

令和4年1月10日 総合資格学院合格祝賀会 1 東急ＲＥＩホテル

1月12日 建築会新春会員交流会 1 東急ＲＥＩホテル

3月11日 既存住宅流通促進委員会 書面開催

3月26日 兵庫県建築物安全安心推進協議会総会 書面開催

3月31日 書面開催「ひょうごの木」利用拡大協議会 公共・民間施設木造・木質化推進部会

兵庫県福祉のまちづくり条例施行規則改正のためのヒアリング

開催数

会　　議　　名

開催数

その他会議

会員拡大委員会

役員候補者選考委員会

20



24 0 3 0 0 21

27 0 1 0 0 26

28 0 0 0 0 28

99 0 7 0 0 92

9 0 0 0 0 9

12 0 1 0 0 11

29 0 1 0 0 28

52 2 1 0 0 53

62 1 2 0 0 61

21 1 0 0 0 22

363 4 16 0 0 351

（敬称略）

（敬称略）

（敬称略）

（敬称略）

準　会　員　　【　２ 人　】

事務所名 氏　　　名 事務所名 氏　　　名

住まい工房・雅 井藤　雅嗣 atelier kakurenbo 一級建築士事務所 坂下　拓也

稲野　正幸

阪神支部
㈱ワイケー

金子　悦康

賛　助　会　員　　【　３ 社　】

支 部 名 名　　称　／　代表者名 支 部 名 名　　称　／　代表者名

神戸支部
YKKAP㈱ビル本部西日本統括支社関西支社神戸支店

神戸支部
株式会社トーセ・フィールドサービス関西支社

濱　尚吾

北はりま支部 川口　勝功

阪神支部 工藤　晃久 阪神支部 寺本　達也 姫路支部 石井　貴崇

正　会　員　　【　４ 人　】

支 部 名 氏　　　名 支 部 名 氏　　　名 支 部 名 氏　　　名

神　　戸 髙田　昌之 神　　戸 北風　雅頌 姫　　路 加藤　昭二

神　　戸 為金　清人 神　　戸 大津　善旦 神　　戸 正井　彬博

神　　戸 繁治　　稔 神　　戸 多田　勝彦 神　　戸 高松　昭雄

淡　　路 濱田　繁一 加 古 川 佐野　博行 神　　戸 前川　政一

2 0 7

特　別　会　員　　【　１２ 人　】

支 部 名 氏　　　名 支 部 名 氏　　　名 支 部 名 氏　　　名

132

準　会　員

計
令和3年3月31日 入会者 退会者 除名 令和4年3月31日

7 2

計
令和3年3月31日 入会者 退会者 除名 令和4年3月31日

132 3 3 0

阪神支部

姫路支部

北はりま支部

計

賛　助　会　員

明石支部

淡路支部

加古川支部

神戸支部

三田支部

西はりま支部

正　会　員

支部名 令和3年4月1日現在 入会者 退会者 移籍 除名 令和4年3月31日現在

但馬支部

入 会 者

特 別 会 員
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（敬称略）

（敬称略）

（敬称略）

姫路支部 小林　紀正

準　会　員　　【　２ 人　】

事務所名 氏　　　名 事務所名 氏　　　名

有限会社　高橋建築事務所 高橋　利郎 ahara建築設計室 阿原　淳二

本田　智彦

神戸支部
STS 株式会社

後藤　信久

神戸支部
株式会社トーセ・フィールドサービス関西支社

姫路支部
兵庫基礎工業株式会社

稲野　正幸

賛　助　会　員　　【　３　社　】

支 部 名 名　　称　／　代表者名 支 部 名 名　　称　／　代表者名

小林　幸平

神戸支部 福元　辰郎 神戸支部 前田　佐枝 西はりま支部 西畑　清光

但馬支部 吉田　和明 阪神支部 吉田　貴大 姫路支部

野上　哲也

淡路支部 物部　俊夫 神戸支部 石川　誠一 神戸支部 左成　外記

神戸支部 志水　久雄 神戸支部 中村　利明 神戸支部

森山　健二

正　会　員　　【　１６　人　】

支 部 名 氏        名 支 部 名 氏        名 支 部 名 氏        名

明石支部 柿野　栄子 明石支部 杉原　学 明石支部

退 会 者退 会 者
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