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Ⅲ ブロック 

Ａ 会議 

ａ 東部ブロック 

1 東部ブロック協議会（9回） 

第 1回 31.4.12(金) 参加者 16 名 

 ・常設委員会、各地区事業執行報告、予定 

 ・令和元年度東部ブロック事業 

 ・建築士会全国大会「しずおか大会」準備委

員の選出 

第 2回 1.5.17(金) 参加者 17 名 

  ・常設委員会、各地区事業執行報告、予定 

  ・(仮称)しずおか民家活用推進協議会の設立 

 第 3 回 1.7.12(金) 参加者 17 名 

  ・常設委員会、各地区事業執行報告、予定 

  ・全国大会準備委員会の設置 

  ・静岡県防犯モデルマンション審査委員の推薦 

  ・長泉町住宅マスタープラン策定委員の推薦 

  ・空き家に関するワンストップ相談員の派遣 

 第 4 回 1.9.19(木) 参加者 15 名 

 ・常設委員会、各地区事業執行報告、予定 

  ・新入会員の承認 

・会長候補選考委員の推薦 

・公益事業補正予算 

第 5回 1.10.11(金) 参加者 14 名 

  ・常設委員会、各地区事業執行報告、予定 

 第 6 回 1.11.8(金) 参加者 14 名 

  ・常設委員会、各地区事業執行報告、予定 

  ・台風被害の相談会 

第 7回 1.12.13(金) 参加者 19 名 

 ・常設委員会、各地区事業執行報告、予定 

 ・令和 2年度東部ブロック予算 

 ・令和 2年度東部ブロック役員候補の推薦 

第 8回 2.2.14(金) 参加者 18 名 

  ・常設委員会、各地区事業執行報告、予定 

  ・新入会員の承認 

  ・令和 2年度東部ブロック役員候補者等の推薦 

 第 9 回 2.3.13(金) 参加者 16 名 

  ・常設委員会、各地区事業執行報告、予定 

  ・令和 2、3 年度東部ブロック役員、委員候補

者等の推薦 

  ・令和 2年度東部ブロック事業スケジュール 

2 会員厚生委員会（5 回） 

委員会会議 

（5/16、6/20、9/12、12/5、2/6） 

3 事業研修委員会（8 回） 

委員会会議 

（6/24、7/26、8/30、9/20、10/25、11/18、12/11、 

2/6） 

4 青年企画委員会（7 回） 

委員会会議 

（6/14、7/13、8/24、9/28、11/2、1/25、3/14） 

5 まちづくり委員会(3 回) 

委員会会議 

（9/18、11/27、2/18） 

 

ｂ 中部ブロック 

1 中部ブロック協議会（8回） 

第 1回 31.4.17(木)  参加者 16 名 

・常設委員会、地区報告 

・令和元年度事業計画、予算 

・令和元年度ブロック運営と事務局 

第 2回 1.6.20(木) 参加者 18 名 

 ・常設委員会、地区報告 

・全国大会 

 ・年間スケジュール 

・新入会員オリエンテーション 

・空き家に関するワンストップ相談会 

第 3回 1.7.18(木) 参加者 16 名 

 ・常設委員会、地区報告 

 ・全国大会 

 ・高性能な住まいづくり講習会 

第 4回 1.9.17(火) 参加者 18 名 

 ・常設委員会、地区報告 

・ブロック報告会 

・令和 2・3 年会長選考委員会 

第 5回 1.10.25(金) 参加者 20 名 

 ・常設委員会、地区報告 

 ・令和 2年度予算案、事業計画案 

 ・士会組織と会員拡充について 

第 6回 1.12.13(金) 参加者 17 名 

 ・常設委員会、地区報告 

 ・令和 2年度予算案 

 ・令和 2・3 年度役員選考 

第 7回 2.1.23(木) 参加者 19 名 

 ・常設委員会、地区報告 

 ・令和 2・3 年度役員選考 

 ・ブロック報告会 

第 8回 2.2.20(木) 参加者 18 名 

 ・常設委員会、地区報告 

 ・ブロック報告会 

 ・令和 2・3 年度役員選考 

 ・令和 2年度予算 

第 9回 2.3.26(木)（中止） 

・新型コロナウイルス感染予防のため中止 
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2 会員厚生委員会(8 回) 

委員会会議 

 (4/11、5/9、7/9、10/10、11/14、12/12、1/10、

2/13) 

3 事業研修委員会（6 回） 

委員会会議 

  (5/10、6/13、8/2、9/6、10/4、11/11) 

4 青年企画委員会 

委員会会議（1 回） 

 （4/27） 

5 広報情報委員会 

委員会会議(1 回) 

 （5/28） 

6 まちづくり委員会(7 回) 

委員会会議 

 （4/25、5/24、7/3、8/23、9/6、10/3、11/11） 

・3/4 は新型コロナウイルス感染予防のため中止 

 

ｃ 西部ブロック 

1 西部ブロック協議会 （12 回） 

第 1回  31.4.5（金） 参加者 21 名 

・平成 30 年度ブロック報告会 

・令和元年度ブロック事業予定表 

・既存住宅技術者講習 

・ホームページのブログ対応 

・平成 30 年度ボーリング大会精算書の承認 

・平成 30年度活動報告パンフレット作成予算

書の承認 

・いじゃまいかけつか(伊豆石の蔵パネル展示) 

予算書の承認 

・「ジモトのシゴト展 5」4図書館巡り、無料建 

築相談 予算書の承認 

・第 1回中遠地区会・第 1 回講習会予算書の承 

認 

・入退会者の承認 

第 2回 1.5.10（金） 参加者 17 名 

 ・平成 30 年度ブロック事業報告会精算書の承

認 

 ・会員増強への取組み 

・第 1回小笠地区会、講習会予算書の承認 

・入退会者の承認 

第 3回 1.6.7（金） 参加者 22 名 

 ・お試し会員券 

 ・家族ふれあいたい会予算書の承認 

 ・技術見学会予算書の承認 

 ・いじゃまいかけつか精算書の承認 

 ・第 1 回小笠地区会、講習会精算書の承認 

 ・第 2 回小笠地区講習会予算書の提出 

 ・第 1 回中遠地区会、講習会精算書の承認 

・入会者の承認 

第 4回 1.7.5（金） 参加者 17 名 

  ・全国大会準備委員会 

  ・全国大会予算書の承認 

  ・既存住宅技術者講習会(新規)の役割分担 

  ・第 6回けんちく夜会予算書の承認 

  ・第 2回中遠地区会予算書の承認 

  ・退会者の承認 

 第 5 回 1.8.2（金）参加者 16 名 

・高性能な住まいづくり講習会(仮)の役割分担 

・令和元・2 年度倫理委員会委員の推薦 

・1 級建築士製図課題建物見学研修会予算書 

の承認（本会扱い） 

・第 6回けんちく夜会清算書の承認 

・移動協議会 

・入退会者の承認 

 第 6 回 1.9.6（金）参加者 18 名 

  ・令和 2.3 年度会長候補選考委員会委員の推薦 

  ・家族ふれあいたい会精算書の承認 

・技術見学会精算書の承認 

・各種講習会予算書の承認 

・平成 30年度事業報告パンフレット精算書の

承認 

・退会者の承認 

 第 7 回 1.10.4（金）参加者 18 名 

  ・浜松観光・シティプロモーションﾝ課からの 

   ＮＨＫ番組企画の募集 

  ・建築探訪予算書の承認 

・移動パネル展（ちっちゃな文化展とＩＮ菊

川）無料建築相談予算書の提出 

・移動パネル展（4 図書館巡り）無料建築相談

の精算書の承認 

・第 2回小笠地区講習会精算書の承認 

・中遠・小笠地区合同講習会予算書の承認 

・第 3 回中遠地区会、第 2 回講習会予算書の

承認 

・入退会者の承認 

 第 8 回 1.11.1（金）参加者 17 名 

  ・特許、意匠の商標制度の見直し 

  ・全国大会精算書の承認 

・全国大会静岡大会の開催 

・移動理事会の開催 

・令和 2.3 年度会長候補の推薦 

・令和 2.3 年度ブロック役員 

 ・新年懇親会予算書の承認 
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 ・各種講習会精算書の承認 

 ・女性部予算書の承認 

 ・浜工交流会予算書の承認 

 ・入会者の承認 

第 9回 1.12.6（金）参加者 18 名 

  ・改正意匠法セミナー 

  ・総合資格学院との業務提携 

・令和 2 年度予算 

・各委員会交流会の開催 

・建築探訪の清算書の承認 

・いしのまち宇都宮シンポジウム予算書の承

認 

・中遠・小笠合同講習会清算書の承認 

・第 3回中遠地区会精算書の承認 

・第 4回中遠地区会・第 3 回講習会予算書 

の承認 

・入退会者の承認 

第 10 回 2.1.10（金）参加者 18 名 

  ・中大規模木造設計セミナーの開催検討 

  ・建築家講演会の開催 

・第 10 回建築甲子園審査結果の報告 

・令和 2.3 年度新役員 

・女性部ＳＮＳマーケテイング講習会清算書

の承認 

・第 4回小笠地区会予算書の承認 

・入退会者の承認 

第 11 回 2.2.7（金） 参加者 20 名 

  ・令和元年度報告会の開催 

  ・令和 2.3 年度副会長等役員候補者 

・令和 2.3 年度本会常設委員会委員の推薦及

び各ブロックの役員、委員等の報告 

・令和 2 年度予算 

・新年懇親会精算書の承認 

・各委員会交流会予算書の承認 

・浜工交流会精算書の承認 

・天竜高校交流会精算書の承認 

・宇都宮シンポジウム精算書の承認 

・令和 2 年度浜松地区空き家ワンストップ相

談会 

・退会者の承認 

第 12 回 2.3.6（金） 参加者 12 名 

  ・令和 2年度ブロック事業 

  ・総合資格学院卒業生の建築士会入会制度 

・令和元年度事業報告パンフレット作製予算

書の承認 

・移動パネル展（ちっちゃな文化展とＩＮ菊

川）精算書の承認 

・第 4 回中遠地区会・第 3 回講習会精算書の

承認 

・退会者の承認 

 

2 会員厚生委員会（10回） 

  委員会会議 

 （4/25、5/23、6/27、7/25、8/18、9/26、10/24、

11/28、1/14、2/27） 

3 事業研修委員会（9 回） 

委員会会議 

 （4/23、5/28、6/25、7/23、8/27、9/24、10/22、 

11/26、2/25） 

4 青年企画委員会 (5 回) 

委員会会議 

 （5/31、6/29、8/7、11/22、2/5）  

5 広報情報委員会 (1 回) 

委員会会議 

 （6/12） 

6 まちづくり委員会 (10回) 

委員会会議 

（4/18、5/16、6/20、7/18、8/8、9/19、10/17 

11/21、12/19、2/17） 

7 賛助会委員会 (1 回) 

  委員会会議 

 （6/4） 

 

 

Ｂ 事業 

ａ 東部ブロック 

1 会員厚生委員会 

ア 第 1回東部ブロック会員交流会 

＜事業目的・趣旨＞ 

   研修しながら、会員間の親睦を深める。 

＜開催時期・場所＞ 

  1.11.8（金）  三島市内 

＜参加人数＞ 

13 名 

＜事業内容＞ 

建築士勉強会「建築再生について」 

＜事業効果＞ 

   建築物の再生計画の話やリノベーション 

についての情報交換ができ、勉強となった。

また、直接質問ができる研修会を通じ、 

会員の親睦を深めることが出来た。 
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 イ 第 2 回東部ブロック会員交流会 

＜事業目的・趣旨＞ 

  研修しながら、会員間の親睦を深める。

＜開催時期・場所＞ 

    2.1.10（金）  富士宮市内 

＜参加人数＞ 

   18 名 

＜事業内容＞ 

  浅間神社・掬水 

＜事業効果＞ 

  使われなくなった建物の見学及び企画設 

計担当者に建築物の再生計画の話やリノベ 

ーションについての説明を受けた。 

情報交換ができ勉強になった。 

 

ウ 東部ブロック会員交流大会（中止） 

＜事業目的・趣旨＞ 

   年に 1 度東部ブロック内の各地区役員、

各会員、賛助会員が一同に会して事業報告 

と共に勉強会を行う。 

＜開催時期・場所＞ 

   2.3.27（金）  三島商工会議所 

＜事業内容＞ 

    各地区、委員会の事業報告 

    賛助会員のアピールタイム(6社) 

＜事業効果＞ 

   新コロナウイルス感染防止のため中止 

 

2 事業研修委員会 

ア 研修見学会 

＜事業目的・趣旨＞ 

  建築についての実体を伴った知識を習得 

 してもらう機会を提供する。 

＜開催時期・場所＞ 

    1.10.19～20（土、日） 福井県                

＜参加人数＞ 

 22 名 

＜事業内容＞ 

    研修見学会 福井県立恐竜博物館 

大本山永平寺 

一乗谷朝倉氏遺跡 

＜事業効果＞ 

    各時代の建築様式を見学できたことで、現 

代の建築様式とその相違について考えを深 

めることが出来、普段の業務に活用してい 

きたい。 

 

イ 重要文化財修繕工事現場見学会 

  ＜事業目的・趣旨＞ 

    建築物に関する建築士の資質の向上を目 

的として、より豊富な知識を習得してもらう 

機会を提供する 

 ＜開催時期・場所＞ 

    2.2.15（土）沼津市戸田地区 

  ＜参加人数＞ 

    22 名 

 ＜事業内容＞ 

    国の重要文化財に指定されている旧松城 

家住宅の修繕工事の施工現場の見学 

  ＜事業効果＞ 

    明治初期の建物の修繕工事を見学し、普段 

見ることのできない重要文化財の復元、修復 

という過去の遺構となってしまっている先 

人の技術に触れ、先進達の技術のすばらしさ 

と、尊さを改めて認識し、今後の設計や、施 

工の参考になる貴重な体験をすることがで 

きた。 

 

3 青年企画委員会 

ア 全国大会 

＜事業目的・趣旨＞ 

全国大会青年フォーラムへの参加 

＜開催時期・場所＞ 

1.9.20～22（金、土、日） 函館市 

＜参加人数＞ 

5 名 

＜事業内容＞ 

全国大会青年フォーラムへの参加及び会 

場視察 

＜事業効果＞ 

    他県の青年建築士の活動発表報告が参考 

になり、今後の活動への糧とすることが出 

来た。また、多くの青年建築士との交流を 

図ることが出来た。 

 

イ 地域への建築士広報活動 

＜事業目的・趣旨＞ 

    一般の人々に建築士の職能を認知しても 

   らい、建築士の必要性を啓蒙する。 

＜開催時期・場所＞ 

    1.11.10（日）三島商工会議所 

 ＜参加人数＞ 

    7 名、来場者 約 100 名 
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＜事業内容＞ 

   ・建築職業体験（設計体験、大工体験、測 

量体験、設備体験） 

・展示（実務作品展示、仕事内容紹介、建築 

甲子園作品展示）、    

・各種相談・他（子供向け進路相談（対象 

 小学生～高校生）住まいや耐震など各種 

相談、ペーパークラフト等） 

 ＜事業効果＞ 

    小中学生向けの職業体験を通して、建築 

士という職業を一般の方々へ知ってもらう 

ことが出来た。また、一般の方々が建築士 

に相談しやすい環境を作る為の足掛かりと 

なった。 

 

4 まちづくり委員会 

ア 各地区のまちづくり調査（中止） 

＜事業目的・趣旨＞ 

    地域のまちづくりを勉強し、今後各地で 

の調査研修を実施する。本会等で開催され

るまちづくりイベント等に参加サポートす

る。 

＜開催時期・場所＞ 

2.3.7（土） 沼津市内 

＜事業内容＞ 

各地域に出向き、その場所の特色を調査 

する。 

＜事業効果＞ 

 新コロナウイルス感染予防のため中止 

 

東部ブロック地区事業 

(1) 賀茂地区 

・会員交流バーベキュー大会 

＜事業目的・趣旨＞ 

   大自然の中でのバーベキューを通して交 

流を図る。 

＜開催時期・場所＞ 

   1.7.6(土)  西伊豆町 

＜参加者人数＞ 

   47 名 

＜事業内容＞ 

   西伊豆の大自然の中で、会員及び賛助会 

員がバーベキューを行う。 

＜事業効果＞ 

   遠方の交流する機会のない地区の方々や 

賛助会員の方々と、建築に対する普段では 

聞けない考えなど心を割って意見交換した 

り、建築の悩みを打ち明けたり大いに心に

残る勉強ができた。これらの効果は、事務

所内ではなかなかできることではなく、雄

大な自然の下で行われたものだからこそと

思う。 

・三地区合同研修会（賀茂・伊東・熱海地区） 

＜事業目的・趣旨＞ 

今後各地区の会員の減少が見込まれるこ 

とから、三地区で合同研修会を行い、会員 

相互の情報・意見交換を行うことを目的と 

する。 

＜開催時期・場所＞ 

1.9.29（金） 箱根周辺 

  ＜参加人数＞ 

賀茂 5 名 伊東 5 名 熱海 3名 

＜事業内容＞ 

合同研修会・合同会議・意見交換会 

＜事業効果＞ 

近くにあるのに通過することが多く、滞 

留する機会が少ない「箱根・西湘地区」に 

おける新旧の建築物を訪ね、新たな発見や 

知識を得られたことはもとより、移動や食 

事の際には会員相互の意見交換が図られた。 

・意見交換会新年会 

＜事業目的・趣旨＞ 

賀茂地区内建築士会会員の交流を深める。 

＜開催時期・場所＞ 

2.2.25（土） 東伊豆町 

＜参加人数＞ 

11 名 

＜事業内容＞ 

賀茂地区内で、年に一度会員及び賛助会 

員が交流を深める。 

＜事業効果＞ 

    なかなか交流機会が少ない地区の建築士 

会会員や賛助会員の方々と、建築に関する 

普段では聞けない考えなどを心を割って意 

見交換したり、建築の悩みを打ち明けたり、 

大いに心に残る会合が出来た。 

 

(2) 伊東地区 

・三地区他団体合同研修会(伊東・熱海・三島地区) 

(研修内容は三島地区に記載) 

・三地区合同研修会(賀茂・伊東・熱海地区) 

  (研修内容は賀茂地区に記載) 
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・伊東建設関連業連絡協議会 

＜事業目的・趣旨＞ 

伊東建設関連業連絡協議会に参加するこ

とにより、行政や建設関連の他業界と意見

交換を行う。 

＜開催時期・場所＞ 

1.6.14（金） 伊東商工会議所 

＜参加人数＞   

   3 名 

＜事業内容＞ 

  都市計画審議会への参加、情報交流を目 

 的とした懇親会 

＜事業効果＞ 

伊東地区内の建設関係他団体の代表者、 

行政担当者との現況、将来への展望など、 

建設関連事業者相互に意見交換ができ有意 

義であった。 

・伊東市技能祭 2019 

 ＜事業目的・趣旨＞ 

    地域貢献の一環として、伊東市からの要請 

で伊東市職業訓練校へ建築士会から講師を 

派遣する。 

 ＜開催時期・場所＞ 

    1.9.8（日） 伊東市役所 

  ＜参加人数＞ 

    3 名  

  ＜事業内容＞ 

    伊東市職業訓練校主催 技能祭への参加 

  ＜事業効果＞ 

    当日は小学生から高齢者まで多くの来場

者があった。各ブースに建築関連の他団体の

体験コーナー等が設けられ、建築士会伊東地

区会員の建築相談コーナーも設ける等、地域

に建築専門家としての建築士会の貢献をア

ピールすることが出来た。 

・意見交換会 

＜事業目的・趣旨＞ 

ブロック化により伊東地区会員の親睦が 

薄れる中、会員の親睦や情報交換を目的と 

した意見交換会を行う。 

＜開催時期・場所＞ 

2.2.14（金） 伊東市 

＜参加人数＞ 

9 名 

＜事業内容＞ 

会員の親睦・情報交換の為の意見交換会 

 

＜事業効果＞ 

伊東地区会員の伊東地区事業等に対する 

意見、今後の要望、次年度の事業計画等様々

な考えを協議でき、また伊東地区における

様々な意見交換ができた。今後に役立つと

思う。 

 

(3) 熱海地区 

・建築相談、応急危険度判定士訓練 

＜事業目的・趣旨＞ 

    熱海市からの要請による「防災訓練」及 

び「建築相談」への対応 

＜開催時期・場所＞ 

防災訓練 1.9.1（日） 熱海市役所 

建築相談 毎月第 3火曜日 市民相談室 

＜参加人数＞ 

防災訓練 5 名 

建築相談 毎月 1名 

＜事業内容＞ 

・熱海市総合防災訓練の一環として行われ 

 る応急危険度判定訓練の実施 

・予約制で行われる建築相談への対応 

＜事業効果＞ 

市内全体で防災訓練を行い、専門的な活 

動の場で建築士会の存在を市にアピールす

ることができた。 

・三地区他団体合同研修会(伊東・熱海・三島地区) 

(研修内容は三島地区に記載) 

・三地区合同研修会（賀茂・伊東・熱海地区） 

  (研修内容は賀茂地区に記載) 

・意見交換会 

  ＜事業目的・趣旨＞ 

    地区内会員相互の親睦を図り情報交換の 

場とする。 

＜開催時期・場所＞ 

    2.2.21（金）熱海市 

  ＜参加人数＞ 

    8 名 

  ＜事業内容＞ 

    地区活動に対する意見交換等を行う。 

  ＜事業効果＞ 

    普段あまり顔を合わせる機会が少ない世 

代間で様々な情報交換ができ、地区の将来 

像も話し合えて有意義な時間を過ごせた。 
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(4) 三島地区 

・三地区他団体合同研修会(伊東・熱海・三島地区) 

(士会、士事協、建設業合同研修) 

＜事業目的・趣旨＞ 

三島建設業協会会員・会社(建設施工会

社)と意見交換し、各専門分野相互の理解や

問題点を業界同士話し合う機会をつくる。 

＜開催時期・場所＞ 

1.9.27（金） 静岡市清水区 

＜参加人数＞ 

伊東地区  2 名 

熱海地区  2 名 

三島地区  5 名 

＜事業内容＞ 

建物等見学・合同会議・意見交換 

＜事業効果＞ 

   著名な建築物や歴史ある町並みを見学し、

学ぶことで建築士としての資質向上につな

がった。三島建設業協会、建築士事務所協

会の会員との交流を通じて様々な意見情報

の交換を行うことで、今後の業務をスムー

ズに行うことができると思う。 

・第 1 回意見交換会 

＜事業目的・趣旨＞ 

地区会員及び賛助会員の意見交換及び今 

年度事業計画の説明 

＜開催時期・場所＞ 

1.7.19（金） 伊豆市 

＜参加人数＞ 

20 名 

＜事業内容＞ 

年度事業の打ち合わせ・確認と、会員の 

近況報告・情報交換 

＜事業効果＞ 

ブロック事業、地区事業の計画や報告及 

び連絡事項等に合わせ、意見交換すること 

ができた。 

・建築展 

＜事業目的・趣旨＞ 

一般の方、子供達に建築・建築士を身近 

に知ってもらう。 

＜開催時期・場所＞ 

1.11.10（日） 三島市民体育館 

＜参加人数＞ 

17 名 

 

 

＜事業内容＞ 

建築相談、耐震相談、子供対象ペーパー 

クラフト・鉋削り体験 

＜事業効果＞ 

   子供達にペーパークラフト(建築物)を体 

験してもらいながら親御さんを取込み、建 

築相談・耐震補強相談を行うことで、建築

士・建築士会の活動や役立てる方法などを

広く知ってもらうことができた。 

子供達に木材や工具の使い方などを知っ

てもらい興味を持ってもらえたことで、子 

供達の将来の夢を増やしてもらうことがで 

きた。 

三島市のイベントに参加することで、行 

政や住民の方々に建築士会をアピールする 

ことができた。 

・第 2 回意見交換会 

＜事業目的・趣旨＞ 

建築展の反省などを意見交換し、今後の目 

標を見出していく。 

＜開催時期・場所＞ 

1.11.10（日） 三島市 

＜参加人数＞ 

12 名 

＜事業内容＞ 

建築展の反省、近況報告、最近の問題に 

ついての親睦事業 

＜事業効果＞ 

建築展での建築相談・耐震補強相談を受 

けたことで、耐震の考え方や今後の方向性

等の課題について、各々の考え方の違いな

どを意見交換することにより共通点や新た

な方向性などを再認識することができた。 

来年度の事業についても意見交換できた。 

・第 3 回意見交換会及び新年会 

＜事業目的・趣旨＞ 

地区会員及び賛助会員と近況報告などの 

意見を交わし、親睦・自己研鑽を深める。 

＜開催時期・場所＞ 

2.1.31（金）伊豆市 

＜参加人数＞ 

24 名 

＜事業内容＞ 

    地区会員・賛助会員相互で近況の情報や 

問題点などを話し合う。 
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＜事業効果＞ 

ブロック事業・地区事業など令和 2 年度 

行事の内容及び連絡事項の確認ができた。 

また、令和 2年度三島地区役員及び新入 

会員の紹介、賛助会員からのアピールを紹介 

することが出来た。 

更に、会員・賛助会員の近況報告、情報交 

換、事業への積極的な参加呼び掛け等有意義 

な意見交換ができた。 

 

(5) 沼津地区 

・沼津市市民建築相談 

＜事業目的・趣旨＞ 

    沼津市民の建築に関する相談 

＜開催時期・場所＞ 

    毎月第二火曜日  

沼津市市役所 市民相談コーナー 

＜参加人数＞ 

    毎月 1 名 

＜事業内容＞ 

   沼津市民の建築に関する相談を受け、建 

築士としての立場でアドバイスを行う。 

＜事業効果＞ 

   市民より建築に関する相談を受け、社会 

貢献の一環を担えた。この活動の中で職能

を生かせ、建築士の啓蒙活動が行えた。 

年間相談数 1件 

・春の会（地区事業報告会） 

＜事業目的・趣旨＞ 

    地区事業の１年間の運営結果及び令和元

年度の運営方針の報告 

＜開催時期・場所＞ 

    1.5.17（金） 沼津市 

＜参加人数＞ 

    17 名 

＜事業内容＞ 

   1 年間の事業及び決算報告、次年度の事業 

計画及び予算の報告、意見交換 

＜事業効果＞ 

    平成 30 年度事業及び建築士会近況の報告

を行い、会員の情報交換ができた。賛助会員

4 名にも参加いただき交流ができた。 

 

 (6) 裾野地区 

・会員交流納涼会 

＜事業目的・趣旨＞ 

  情報交換、会員相互の親睦 

＜開催時期・場所＞ 

    1.8.30（金） 裾野市 

＜参加人数＞ 

   7 名 

＜事業内容＞ 

  会員同士の親睦事業 

＜事業効果＞ 

会員の参加者は少なかったが、今後の事 

業についての話し合いができた。 

今後も多くの会員の参加を呼び掛けたい。 

・新年会 

＜事業目的・趣旨＞ 

    情報交換、会員相互の親睦を深める。 

＜開催時期・場所＞ 

   2.1.24（金）裾野市内 

＜参加人数＞ 

    5 名 

＜事業内容＞ 

    会員同士の親睦 

＜事業効果＞ 

   会員の参加者は少なかったが、懇親を深 

めることが出来た。 

今後も会員に呼び掛けたい。 

・建築無料相談 

  ＜事業目的・趣旨＞ 

    裾野市役所 4 階会議室にて、各種資格団 

体と協同で無料相談を行う。 

市役所で行うことにより一般市民の方が 

気軽に相談できる場所を提供することがで 

き、建築 PR にもなる。 

  ＜開催時期・場所＞ 

    4 月 22 日・6 月 20 日・8月 20 日・ 

10 月 21 日・12 月 20 日・2 月 20 日 

    裾野市役所 ４階会議室 

 ＜参加人数＞ 

    7 団体相談員 7名 

  ＜事業内容＞ 

    宅建協会、司法書士会、行政書士会、土 

地家屋調査士会、マンション管理士会、建 

築士会、社会保険労務士の 7 団体による相 

談会 

  ＜事業効果＞ 

    年間の相談件数は 2 件ほどであった。相   

   談内容は、空き家についての相談であった。 

    空家については、全国的に問題になって 

おり、裾野市でも特定空家も発生してきて 

いるので、今後も増えることが予想される。 
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(7) 御殿場地区 

・三会合同研修会 

 ＜事業目的・趣旨＞ 

    業務の円滑及びスキル向上 

  ＜開催時期・場所＞ 

    1.7.8（月） 御殿場市民会館 

  ＜参加人数＞ 

    31 名 

  ＜事業内容＞ 

  御殿場市・小山町広域行政組合の各担当 

者の行政実務講習 

  ＜事業効果＞ 

    会員への業務の適正かつ円滑化の促進を 

図ることができた。 

・新年賀詞意見交換会 

＜事業目的・趣旨＞ 

地区会員相互の親睦及び意見交換 

＜開催時期・場所＞ 

    2.1.24（金） 御殿場市 

＜参加人数＞ 

 10 名 

＜事業内容＞ 

  御殿場市長に出席していただき、御殿場 

地区会員と共に今年度の反省点や新年度へ 

の展望や要望、地域発展の為にできること、 

やるべきこと等について、出席者の奇譚の 

ない意見交換を行った。 

＜事業効果＞ 

    会員間の親睦及び現在と今後に於いての 

市政、町政を取り巻く社会情勢、内外事業 

業務の予定、展望等について把握できた。 

 

(8) 富士地区 

・富士市キッズジョブ事業 

＜事業目的・趣旨＞ 

主に小学生を対象にペーパークラフトを 

使い立体的な家を作ってもらうことにより、 

ものづくりの楽しさ、建築というものに対

する興味を持ってもらう。 

また、親御さんに対しては「建築士の仕 

事」をＰＲすることで、建築士という職業

を理解してもらう。 

＜開催時期・場所＞ 

1.8.17～18（土、日） ふじさんメッセ 

＜参加人数＞ 

会員 28 名 一般 185 名（子供のみ） 

 

＜事業内容＞ 

「夢のおうちをつくろう」のテーマのも 

と、ペーパークラフトで家を作ってもらっ 

た。同時に「建築士の仕事」のＰＲパネル 

の展示、会員の作品展示等を行った。 

＜事業効果＞ 

「キッズジョブ」という“仕事を体験し 

て学んで未来の自分を見つけに行こう！”

をテーマにした富士市主催のイベントの

「お仕事体験エリア」に出展し、ペーパー

クラフトで立体的な家づくりを体験するこ

とで、建築士の仕事を子供達とその親御さ

んに理解してもらうことができた。 

そして、この経験をした子供達が未来の

建築士となることに期待したい。 

・会員意見交換会交流会 

＜事業目的・趣旨＞ 

  建築士会の組織全般に関する意見交換を 

行い、組織の今後の運営、活動等に生かし 

ていくことにより、より良い建築士会を作 

り上げる。 

＜開催時期・場所＞ 

    2.1.21（火） 富士宮市 

＜参加人数＞ 

  20 名 

＜事業内容＞ 

    会員の増強、会員意識の啓発、会員資質 

の向上、会員の親睦、福利厚生に関する事 

項等々、幅広いテーマにそって意見を出し 

合い議論した。 

＜事業効果＞ 

富士地区会員への今年度の建築士会活動 

の周知を行い、今後の活動について意見交 

換をし、会員同志の懇親を深める時間を設 

けることができた。 

・富士地区研修会 

1 「省エネ基準とその具体的適合方法」 

2 「気を付けたい法令改正等と地盤」 

＜事業目的・趣旨＞ 

  設計に関する最新かつ実案件に利用可能 

な知識の提供を目指す。また、当会のこれ 

からを担う若手の建築士が興味を持つよう 

な講習内容を提供することにより、会事業 

への参加者の増加と新会員の獲得を期待す 

る。 
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＜開催時期・場所＞ 

1 1.8.8（木） 富士市交流プラザ 

2 1.10.9（水） 富士ロゼシアター 

＜参加人数＞ 

1 29 名 

2 48 名 

＜事業内容＞ 

  1 平成 28 年省エネ基準の内容と適合方法 

   ・平成 28 年省エネ基準の内容と求められ   

    る断熱性能 

   ・外皮性能計算方法の説明 

   ・一時エネルギー消費量計算方法の説明 

・省エネ基準適合方法の考え方 

2 建築基準法一部改正の概要 

・建築基準法一部改正の新旧規定内容 

    ・小規模建築物における合理化見直し 

    ・改正民法が建築士に及ぼす影響 

    ・地盤調査書の見方と地盤改良の選択 

＜事業効果＞ 

講師から丁寧な説明を受け、会員の今後 

   の業務に生かせる講習となった。 

・まちづくり研修見学会 

＜事業目的・趣旨＞ 

    個々の建築を包括する総合的な「まちづ 

くり」に関する幅広い分野の知識を深める 

ことにより、会員の資質の向上、及び「ま 

ちづくり」への参画可能な人材育成を目指 

す。 

「まちづくり」に関する専門性の高い知 

識を習得すると同時に、会員の資質の向上、 

まちづくりへの参画への意識付けの場を提 

供する。 

＜開催時期・開催場所＞ 

1.10.26～27（土、日） 東京、埼玉 

＜参加人数＞ 

25 名 

＜事業内容＞ 

26 日 防災体験施設「そなエリア東京」、 

聖徳記念絵画館、新国立競技場周辺 

27 日 遠山記念館、川越町並み 

＜事業効果＞ 

    建築を含む総合的で幅広い知識が必要な 

「まちづくり」に関する知識が深まり、会 

員の資質の向上となった。 

また、「まちづくり」に関するより専門 

的・実践的な知識を習得することができた。 

 

ｂ 中部ブロック  

1 会員厚生委員会 

ア 全国大会北海道大会 

＜事業目的・趣旨＞ 

北海道建築士会との交流を図るとともに

大会へ参加し、その事業に協力する。 

  ＜開催時期・場所＞ 

    1.9.21（土）～22（日） 函館市 

＜参加人数＞ 

5 名  

   ＜事業内容＞ 

予算や遠隔地の関係で、大会へは団体と

してではなく個人の自由参加とし、北海道

の文化・歴史に接する。 

＜事業効果＞ 

北海道建築士会会員及び地元の人々との

交流並びに相互理解を深められた。 

 

イ サッカー大会 

＜事業目的・趣旨＞ 

   建築士会会員間及び他団体との交流促進 

を図る。 

＜開催時期・場所＞ 

1.9.21（土）清水蛇塚スポーツグランド 

＜参加人数＞ 80 名 

＜事業内容＞ 

サッカーを通して建築士会会員間及び他 

団体との交流、親睦を図る。 

＜事業効果＞ 

サッカー大会を通じ、建築士会会員間と 

他団体との交流が深められた。 

 

ウ ブロック報告会（中止） 

＜事業目的・趣旨＞ 

本年度の事業活動内容を、中部ブロック 

   正会員及び賛助会員に報告する。 

＜開催時期・場所＞ 

2.3.6（金）クーポール会館(報告会・懇親会) 

＜申込人数＞ 

報告会 40 名 懇親会 36 名 

＜事業内容＞ 

・新型コロナウイルス感染防止のため中止 
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2 事業研修委員会 

ア 2 級建築士製図講習会 

＜事業目的・趣旨＞ 

受験者に製図試験の指導を行うことによ

り二級建築士の育成を図るとともに、建築

士会のＰＲと会員募集案内を行う。 

＜開催時期・場所＞ 

4.26(金) 5.12(日) 7.7(日) 7.17(水) 

7.19(金) 7.23(日) 8.4(日) 8.13(火) 

8.16(金) 8.21(水) 9.1(日) 10.11(金) 

11.16(土)  計 13 回 

労災会館他 

＜参加人数＞ 

受講人数 4名(内合格者 1名) 

＜事業内容＞ 

2 級建築士製図試験受験者に製図試験の 

   図面作成の方法を指導するとともに、2 級建 

築士の育成を行う。 

＜事業効果＞ 

   受験生と講師という堅い信頼関係を構築 

  すること、建築士会をＰＲすることができ、

こうした取組みにより会員拡大が期待でき

る。 

 

イ 研修見学会（まちづくり委員会と合同事業） 

＜事業目的・趣旨＞ 

「晩秋の諏訪 重要文化財建築めぐろう」 

をテーマに古い建築物や町並みを見学する 

ことにより、今後のまちづくり活動に活かし 

ていく。 

＜開催時期・場所＞ 

1.11.30(土)  諏訪方面 

＜参加人数＞ 

    37 名 

＜事業効果＞ 

   一般市民も対象としたことで建築やまち 

づくりに対して興味を持ってもらえると共 

に建築士会のＰＲをすることができた。 

 

3 青年企画委員会 

ア 研修見学会 

＜事業目的・趣旨＞ 

会員の資質向上を図る 

＜開催時期・場所＞ 

1.6.7(金)～6.8(土) 

クマリフト㈱研修センター及び淀川邸 

 

＜参加人数＞ 

10 名 

＜事業内容＞ 

建築士として必要性のあるものや、興味 

   深いテーマに沿って見学会を行う。 

＜事業効果＞ 

会員の資質向上、建築士会の活動の PR、 

今後の仕事に役立てることができた。 

 

4 広報情報委員会 

ア ホームページによる情報発信 

＜事業目的・趣旨＞ 

建築士会のホームページを通じて、中部 

ブロックの事業案内及び報告を積極的に公 

開していく。 

事業案内だけでなく事業報告を掲載する

ことで活動内容がより周知できる。 

＜事業内容＞ 

建築士会のホームページを通じて、中部 

   ブロック協議会で予定されている事業(活 

動)について告知する。 

また、承認された事業(活動)について案 

内の掲載を行うととともに、各地区及び各委 

員会にも協力いただき事業終了後にその報 

告の掲載にも取り組む。 

＜事業効果＞ 

公益社団法人として、社会に対して積極 

   的に情報提供していくことで、建築士会の 

活動に理解を示し興味を持ってもらうこと 

ができた。 

 

5 まちづくり委員会 

ア 研修見学会(事業研修委員会と合同事業) 

＜事業目的・趣旨＞ 

「晩秋の諏訪 重要文化財建築めぐろう」 

      をテーマに古い建築物や町並みを見学する

ことにより、今後のまちづくり活動に活かし

ていく。 

＜開催時期・場所＞ 

1.11.30(土)  諏訪方面 

＜参加人数＞ 

  37 名 

＜事業効果＞ 

   一般市民も対象としたことで建築やまち 

づくりに対して興味を持ってもらえると共 

に建築士会のＰＲをすることができた。 
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イ 市民講座(1) 

＜事業目的・趣旨＞ 

環境共生型住宅地開発について学ぶため

エコロジー団地池田の森開発勉強会を開催

する。 

＜開催時期・場所＞ 

1.7.13(土) 

静岡市駿河区池田 池田の森 

＜参加人数＞ 

18 名(主に静岡科学技術高校 11 名) 

＜事業内容＞ 

  建築士会会員、建築関係学校に通学して 

 いる学生及び各関係者を対象に、実際に開 

発を行った漆畑成光氏を講師に招き、環境共 

生型住宅地開発に関して現地を確認・勉強

した。 

＜事業の効果＞ 

  建築と自然環境の重要だと認識できた。 

今後も、会員や市民の方々に静岡のまち 

   の魅力を広める活動を行なっていきたい。 

 

イ 市民講座（2）(中止) 

＜事業目的・趣旨＞ 

  環境共生型住宅地開発について学ぶため 

エコロジー団地池田の森開発勉強会を開催 

する。 

＜開催時期・場所＞ 

1.9.21(土)  

静岡市駿河区池田 池田の森 

＜事業内容＞ 

会員向け、短大生向けの講座を予定して 

いたが、参加希望者少数のため開催を中止 

した。 

 

6 地震関連委員会 

ア 耐震無料相談会 

＜事業目的・趣旨＞ 

静岡市 耐震補強物件の掘り起しを行う。 

＜開催時期・場所＞ 

静岡市役所建築指導課 

静岡地区 計 14 回 

清水地区 計 11 回  

＜事業内容＞ 

市役所から広報した対象者に対して、無 

   料耐震相談会を実施する。 

 

 

＜事業効果＞ 

ＴＯＵＫＡＩ－０事業の周知とともに、 

   無料診断の件数の増加に寄与することがで 

きた。 

 

中部ブロック地区事業 

(1) 清水地区 

 ・清水みなと祭り 

＜事業目的・趣旨＞ 

清水地区会員相互の親睦、市民との交流を 

図る。 

＜開催時期・場所＞ 

1.8.23(土) 静岡市清水区さつき通り 

＜参加人数＞ 

25 名 

＜事業内容＞ 

清水市伝統の「港かっぽれ総踊り」に参加 

   する。 

＜事業効果＞ 

   清水地区会員の結束の強化が図られ、建

築士会のＰＲを行うことができた。 

・第 28 回職人まつり 

＜事業目的・趣旨＞ 

他団体・市民との交流を図るとともに、 

耐震事業のＰＲを行う。 

＜開催時期・場所＞ 

1.9.15（日）  静岡市清水区 

＜参加人数＞ 

5 名  

＜事業内容＞ 

    清水建築産業組合主催「職人まつり」に参 

  加し、無料診断の申込み、各相談を受け付 

けた。 

＜事業効果＞ 

   耐震診断のＰＲができた。 

・福祉のまつり 

  ＜事業目的・趣旨＞ 

    他団体・市民との交流を図る。 

＜開催時期・場所＞ 

   1.9.15（日）  静岡市清水区 

＜参加人数＞  

5 名 

  ＜事業内容＞ 

清水区マリンパークにて開催された「福

祉まつり」に参加した。 

＜事業効果＞ 

建築士会をＰＲすることができた。 
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・防災教室 

＜事業目的・趣旨＞ 

地域防災を学習することで地域住民との 

交流を図る。 

＜開催時期・場所＞ 

1.8.24(金)11.28(木) 

静岡市清水区 

＜参加人数＞  

各 3～5 名  

＜事業内容＞ 

    飯田小学校を中心に子供たちに防災の学 

習、宿泊訓練や模擬訓練をして防災意識をも 

たせる。 

＜事業効果＞ 

    子どもたちに教えることにより、自分たち 

   の防災意識等を高めることができた。 

・建築相談（あんしん住まい相談） 

＜事業目的・趣旨＞ 

   高齢者・障害者福祉住宅相談会へ相談員

を派遣することで、地域貢献を図る。 

＜開催時期・場所＞ 

2.1.30(木) 

清水社会福祉会館 

＜参加人数＞ 

1 名 

＜事業内容＞ 

   ケアマネージャーとともに、福祉住宅改 

  修相談を行い、助言、並びに補助対象の精 

  査を行った。 

＜事業効果＞ 

高齢者や障害者の住宅改修相談を通じ、 

福祉住環境の向上や社会に貢献できた。 

・清水建築史研究会 

＜事業目的・趣旨＞ 

   清水地区の建築に関する歴史等を研究す 

る。 

＜開催時期・場所＞ 

各月 1回 清水区 

＜参加人数＞ 

各 5～10 名 

＜事業内容＞ 

   清水木遣りの復活、継承に取り組む。 

＜事業効果＞ 

   木遣保存会を復活させて活動することで

会員の交流を深め、また活動内容を発表す

ることにより会のＰＲもできた。 

 

（2）静岡地区 

・会員増強事業 

（新入会員オリエンテーション） 

＜事業目的・趣旨＞ 

新入会員へ組織体系等を説明する。 

＜開催時期・場所＞ 

1.7.26(金) 静岡市産学交流センター 

＜参加者＞ 

14 名（対象者 2 名含む）※申込は 3名 

＜事業内容＞ 

新入会員への組織体系等の説明し、委 

   員会活動への参加を呼び掛けた。 

＜事業効果＞ 

建築士会員となっても会員活動の取組み 

が不明などの声も聞くが、会って説明する 

機会を作ったことで相互理解も深まり、今 

後の活動参加を促すことができた。 

・技術研修事業（地区見学会及び懇親会） 

＜事業目的・趣旨＞ 

   会員の自己研鑽と会員相互の懇親を図る。 

＜開催時期・場所＞ 

1.8.27(火) 

静岡市三保松原文化創造センター 

「みほしるべ」 

 ＜参加者＞ 

19 名 

＜事業内容＞ 

   H31 年 3月にオープンした静岡市三保松 

原文化創造センター「みほしるべ」を見学

する。 

＜事業効果＞ 

静岡市の担当課による説明を聞きながら 

施設の見学を行うことで、公共建築のあり

方と三保について学ぶことができた。 

・技術研修事業（視察見学会） 

＜事業目的・趣旨＞ 

会員の自己研鑽を図る。 

＜開催時期・場所＞ 

1.10.20(日）愛知県半田市 

半田赤レンガ建物他 

＜参加人数＞  

  13 名 

＜事業内容＞ 

半田赤レンガ建物、ミツカンミュージア 

ム、有松伝統的建造物群保存地区を見学し、

半田赤レンガ建物の歴史等を学んだ。 
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＜事業効果＞ 

ミツカンミュージアムではミュージアム   

建築のあり方を学び、有松では有松絞や有

松の街並みについて学ぶことができ、これ

からの仕事に役立てることができる。 

・講師等の派遣 

宇津ノ谷ふるさと祭り 4/14(日) 

宇津ノ谷まちづくり協議会 4/19(金) 

宇津ノ谷味覚祭り 11/18(日) 

静岡大工組合 総会及び太子講 5/26(日)  

静岡大工組合 大工組合祭り 8/4(日) 

・建築相談（あんしん住まい相談） 

＜事業目的・趣旨＞ 

   高齢者・障害者福祉住宅相談会へ相談員

を派遣することで、地域貢献を図る。 

＜開催時期・場所＞ 

6/27(木) 7/4(木) 7/18(木) 8/1(木) 

10/10(木) 11/7(木) 11/28(木) 12/26(木) 

1/30(木) 3/5(木) 計 10 回 

静岡城東保健福祉エリア リハ・パーク 

＜参加人数＞ 

各 1名 

＜事業内容＞ 

   ケアマネージャーとともに、福祉住宅改 

  修相談を行い、助言、並びに補助対象の精 

  査を行った。 

＜事業効果＞ 

高齢者や障害者の住宅改修相談を通じ、 

福祉住環境の向上や社会に貢献できた。 

・建築相談（市建築相談） 

＜事業目的・趣旨＞ 

 専門家として市民相談を受け付け、社会 

貢献に繋げる。 

 ＜開催時期・場所＞  

   1.5.14(火)、6.18(火) 

   静岡市役所 新館 1階 

＜事業内容＞ 

    市民を対象に無料建築相談会を開催した。 

＜事業効果＞ 

   市民の安心･安全な住環境の向上に資す

ることができた。 

・交流事業(静岡地区拡大交流会) 

＜事業目的・趣旨＞ 

   静岡地区会員の交流を図る。 

＜開催時期・場所＞ 

1.11.23(土･祝) 梅丸ダイニング 

 

＜参加者＞ 

43 名 

＜事業内容＞ 

静岡支部時代や地区になってからの事業、

活動を振り返り、これから先の地区活動に

生かす。また会員相互の交流を密にする。 

＜事業効果＞ 

    大勢の会員が集まることができたので、い

ろいろな場面で力を発揮できるのではない 

かと感じた。 

・地区コア会議 

＜事業目的・趣旨＞ 

    地区の活性化を推進する。 

＜開催時期・参加人数・場所＞  

第 1回 31.4.25(木)    5 名 

   第 2 回 1.5.13(月)    7 名 

第 3回 1.6.27(木)    4 名 

第 4回 1.7.19(金)    9 名 

   第 5 回 1.8.22(金)    6 名 

第 6回 1.9.26(木)    7 名 

第 7回 1.10.18(金)   6 名 

第 8回 1.11.14(木)   5 名 

第 9回 1.12.27(木)   中止 

＊新型コロナウイルス感染防止 

 のため中止 

      ペガサート他 

＜事業内容＞ 

   地区事業の調整を図る。 

＜事業効果＞ 

   地区活動に対する意見交換ができ、地区 

の活性化に繋がった。 

 

（3）志太地区 

・親睦事業（ママチャリＧＰ） 

＜事業目的・趣旨＞ 

    会員及び会員家族を含めた交流をするこ

とで、会員相互の結びつきを強める。 

＜開催時期・場所＞ 

    2.1.11（土） 富士スピードウェイ 

＜参加人数＞  

 10 名 

＜事業内容＞ 

ママチャリＧＰ参戦により交流を図る。 

＜事業効果＞ 

  会員及び会員家族と交流することで、会 

員相互の結びつきを強くし、事業の活性化 

、会員の事業への積極的な参加に繋がった。 
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・技術研修事業「勉強会」1 

＜事業目的・趣旨＞ 

法華寺修理の現場で修理方法などを勉強

する。 

＜開催時期・場所＞ 

1.5.25(土) 焼津花沢の里 法華寺 

＜参加人数＞  

  19 名 

＜事業内容＞ 

法華寺大規模修理工事を見学する。 

＜事業効果＞ 

法華寺の修理工事がどのように行われて 

るのか、工事をしている会員の伊藤氏の説

明を受けて、見識を深め技術を学んだ。 

・技術研修事業「勉強会」2 

＜事業目的・趣旨＞ 

火力発電所を見学してエネルギー事情に 

   ついて考える。 

＜開催時期・場所＞ 

1.11.9(土) 愛知県碧南市 碧南火力発電所 

＜参加人数＞  

  9 名 

＜事業内容＞ 

碧南火力発電所を見学した。 

＜事業効果＞ 

石炭を燃料としている国内最大の火力発

電所を見学して、エネルギーについて改め

て勉強できた。 

・技術研修事業「勉強会」3 

＜事業目的・趣旨＞ 

ＡＥＤの使用方法を学ぶ。 

＜開催時期・場所＞ 

1.11.16(土) 藤枝消防署 

＜参加人数＞  

  9 名 

＜事業内容＞ 

ＡＥＤ講習を受けた。 

＜事業効果＞ 

ＡＥＤの使い方、心肺蘇生法などを学んだ。 

 ・研修見学会 (中止) 

＜事業目的・趣旨＞ 

   会員相互の情報交換及び親睦を深める。 

＜開催時期・場所＞ 

    2.3.28（土） ぬくもりの森、スズキ歴史館、 

航空自衛隊広報館 

＜申込人数＞  

 11 名  

＜事業内容＞ 

新型コロナウイルス感染防止のため中止 

・地区会 

＜事業目的・趣旨＞ 

    地区の活性化を促進する。 

＜開催時期・参加人数・場所＞  

第 1回 31. 4.16(火)   6 名 

   第 2 回  1. 5.22(水)   4 名 

第 3回  1. 7.23(火)   5 名 

第 4回  1. 8.28(水)    5 名 

第 5回  1.10.16(水)    7 名 

   第 6 回  1.11.14(火)   7 名 

  第 7 回  2. 3.11(水)   中止 

＊新型コロナウイス感染防止 

のため中止 

各回 サンライフ藤枝 

（第４回のみ ㈱曽根工務店） 

＜事業内容＞ 

   地区事業の調整を行う。 

＜事業効果＞ 

   地区活動に対する意見交換ができ、地区 

の活性化に繋がった。 

 

（4）榛原地区 

・地区講習会（2 回） 

＜事業目的・趣旨＞ 

    建築関係法規改正等の最新情報を習得す 

る。 

＜開催時期・場所＞ 

第 1回 1.9.7(土) 静波防災センター 

第 2回 2.2.1(土) 静波防災センター 

  ＜参加人数＞ 

第 1回 14 名 

第 2回 14 名 

＜事業内容＞ 

第 1回 建築基準法改正概要 

講師:静岡県建築住宅まちづり 

センター 筒井 義人 氏 

第 2回 省エネ法の勉強 

＜事業効果＞ 

最新情報を習得でき、また会員相互の親睦 

が図られた。 

・地区交流会 

＜事業目的・趣旨＞ 

会員相互の情報交換と親睦を通じ、士会 

   活動の活性化を図る。 
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＜開催時期・参加人数・場所＞ 

納涼懇親会 1. 9.17(土) 12 名  

地区交流会 1.12.19(木) 14 名 

新年交流会 2. 2.11(土) 21 名 

   民宿 東海、居酒屋 上越 

＜事業内容＞ 

地区内で会員の交流会を開催した。 

＜事業効果＞ 

会員相互(正会員、賛助会員)の親睦と  

情報交換ができたことで地区の活性化が図 

られた。 

・地区会 

＜事業目的・趣旨＞ 

    地区の活性化を促進する。 

＜開催時期・場所＞  

第 1回 31. 4.12(金)  11 名 

  第 2 回 1. 8.12(金)  14 名 

   第 3 回 1.12.19(木)  14 名 

   第 4 回 2. 2.11(土)  12 名 

    各回 静波防災センター 

＜事業内容＞ 

     建築士会活動・ブロック活動の内容を地区 

会員に伝え情報の共有を図る。 

また、課題等の意見交換を行う。 

＜事業効果＞ 

地区会を開くことにより、地区会員から

の意見をブロックに伝えることができた。 

・視察研修見学会 

＜事業目的・趣旨＞ 

   長野県安曇野支部との交流、視察研修を行 

う。 

＜開催時期・場所＞ 

1.6.28(金)～29(土) 

＜参加人数＞ 

16 名 

＜事業効果＞ 

他県の支部と情報交換ができ、また会員

相互の親睦が図られた。 

 

ｃ 西部ブロック 

1  会員厚生委員会 

ア オリエンテーション 

＜事業目的・趣旨＞ 

   建築士会の組織の説明と会員活動の推進

を目的とする。 

＜開催時期・場所＞ 

   年間   西部ブロック事務局 

＜参加人数＞  

   正会員 3 名 賛助会員 5 社 

＜事業内容＞ 

新人会員へ会の活動目的や組織体制等の 

   説明を行うとともに、各委員会活動の紹介を 

行い、入会後の円滑な委員会活動への参加を 

促す。 

＜事業の効果＞ 

円滑な委員会活動への参加が図られた。 

 

イ 会員親睦会 家族ふれあいたい会 

＜事業目的・趣旨＞ 

会員・家族の交流を促進する。 

＜開催時期・場所＞ 

   1.8.18（日） 渚園キャンプ場 

＜参加人数＞  

   51 名 

＜事業内容＞ 

会員とその家族等の参加でバーべキュー、 

   ゲームなどを行い、それぞれの親睦を深める。 

＜事業の効果＞ 

会員と家族との交流や委員会の垣根を越 

   えた会員相互の交流を通じて、ブロック全体 

の親睦が図られた。 

 

ウ 各委員会会員交流会  

＜事業目的・趣旨＞ 

    委員会間の交流を促進する。 

＜開催時期・場所＞ 

   1.12.6（金） 百里 

＜参加人数＞   

   45 名 

＜事業内容＞ 

会員相互の親睦を深める。 

＜事業の効果＞ 

日頃から交流のある方と新たに出会える

場になり、会員相互、関係団体との交流が

図られた。 

 

エ 新年懇親会 

＜事業目的・趣旨＞ 

    会員相互の親睦を図る。 

＜開催時期・場所＞ 

   2.1.17（金） ホテルクラウンパレス浜松 

＜参加人数＞  

   64 名 
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＜事業内容＞ 

新年を迎え会員間の情報交換を行うとと 

もに、会員相互の親睦を深める。 

＜事業の効果＞ 

各種団体の代表の方との交流や会員相互

の交流が図られた。 

 

2 事業研修委員会 

ア 技術見学会 

＜事業目的・趣旨＞ 

新施設、新旧技術、歴史的建造物を視察研

修(バスによる日帰りツアー)する。 

＜開催時期・場所＞ 

1.7.26(金)                       
創嘉興産（株）瓦工場、 

ミツカンミュージアム､半田赤レンガ建物 

＜参加人数＞ 

28 名 

＜事業内容＞ 

・創嘉興産(株)瓦工場：三洲いぶし瓦、 

生産工程の説明・見学 

・ミツカンミュージアム：醸造酢の歴史 

と製造工程及び建物の見学 

・半田赤レンガ建物：明治期に竣工した

近代化産業遺産認定地域遺産の見学 

＜事業の効果＞ 

建築士として必要な新旧技術、新知識を学 

ぶことができた。 

 

イ 各種講習会 

＜事業目的・趣旨＞ 

建築士を対象とした講習会を開催する。 

＜開催時期・場所＞ 

1.10.11(金) 

クリエイト浜松 21 講座室 

＜参加人数＞ 

17 名 

＜事業内容＞ 

ホームズ君を利用した「外皮計算と一次

エネルギー消費量算定の実習」の講習会を

開催した。 

＜事業の効果＞ 

ホームズ君体験版ソフトをインストール

した P C で実践に即した形式で行われ、建

築士としての知識向上、スキルアップが図

られた。 

 

ウ 建築探訪 

＜事業目的・趣旨＞ 

最新の高層建築、歴史的建造物、建築家設 

計の建物見学と、その土地の文化に接する、

一泊二日の視察研修を開催する。 

＜開催時期・場所＞ 

1.11.16(土)～17(日) 

１日目:神奈川県立近代美術館 

鎌倉文華館鶴岡ミュージアム 

２日目:横浜開港記念館、神奈川県庁 

横浜税関、御殿場旧岸邸 

＜参加人数＞ 

25 名 

＜事業内容＞ 

日本最古の公立美術館である「神奈川県

立近代美術館」、坂倉準三設計の日本を代表

するモダニズム建築の「鎌倉文華館鶴岡ミ

ュージアム」、大正・昭和の洋風建築横浜３

塔物語「横浜開港記念館、神奈川県庁、横

浜税関」、岸信介元首相の自邸、吉田五十八

設計の近代数寄屋建築の「御殿場・東山旧

岸邸」を見学した。 

＜事業の効果＞ 

最新の高層建築、歴史的建造物、建築家

設計の建物を見学し、建築士としての知識

の向上に努めた。また会員同士の親睦を深

めることができた。 

 

エ 女性部準備 

＜事業目的・趣旨＞ 

女性建築士の交流と知識の向上並びに女

性会員の増強を目的とする。 

＜開催時期・場所＞ 

1.12. 4(水) 遠鉄モール街ビル 

Any セミナースペース 

＜参加人数＞ 

24 名 

＜事業内容＞ 

建築士なら知っておきたい「インスタグラ

ム活用術」マーケティングセミナーと銘打ち、

SNSを活用し、建築・住宅業界に特化したマ

ーケティングを得意とする講師を招いての

講習会を行った。 

＜事業の効果＞ 

情報収集、比較、購買をネットで行う時 

代に、インスタグラムをはじめとしたSNSを

活用したマーケティングとネット時代を乗
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り切るための活用方法とトレンドの動向を

学び、参加者の意識の向上が図られた。 

 

3 青年企画委員会 

ア 浜松工業高校交流会 

＜事業目的・趣旨＞ 

    建築科生徒に、若手建築士との交流を通じ 

て、建築の仕事に関心を深めてもらう。 

  建築士の仕事の多様性を示し、様々な将 

 来が開けていることを知ってもらう。 

＜開催時期・場所＞ 

2.1.10（金） 浜松工業高校会議室 

対象：同校建築科 2年生 

＜参加者人数＞ 

青年企画委員会委員：13 名 

＜事業内容＞ 

建築士の仕事や建築に関することについ 

て、発表者 2名に合計約１時間発表してもら 

う。発表後、生徒と委員会員でグループに分 

かれて、グループワークで交流を深める。 

質疑応答を行い、グループワークで出た話 

の紹介や質問に委員会員が答える。 

＜事業の効果＞ 

建築士を目指す若者の育成のため、建築 

士及び建築士会のＰＲを行った。この中か

ら資格取得者が生まれ、新規会員となるこ

とを期待したい。 

 

イ 天竜高校交流会 

＜事業目的・趣旨＞ 

職業講和として交流会を行う。建築業界の 

社会事情や仕事の魅力を聞いてもらい、建  

設業について興味、関心を持ってもらう。 

そして、社会人としての責任や生活につい 

ての体験談を聞き、今後の進路選択の一助と 

してもらう。 

＜開催時期・場所＞ 

1.1.22（火） 天竜高等学校 教室 

対象：同校 1年次生 建築系列 

＜参加人数＞ 

青年企画委員会委員 2名 

事業委員会委員    1名 

＜事業内容＞ 

仕事に対する心構えややりがい、楽しみ、 

体験談などについて、参加者全員が発表す

る。また、質疑応答を行い質問に委員会委

員が答える。 

＜事業の効果＞ 

建築士を目指す若者の育成のため、建築 

士及び建築士会のＰＲを行った。この中か

ら資格取得者が生まれ、新規会員となるこ

とを期待したい。 

 

ウ 全国建築士フォーラム 

＜事業目的・趣旨＞ 

全国大会前日に開催される全国建築士フ 

   ォーラムへ参加し、全国の建築士会青年委員 

   の活動報告を聞くことにより、本会の今後の 

   活動の参考とする。 

＜開催時期・場所＞ 

 1.9.20  函館市 

＜参加人数＞ 

青年企画委員会委員 2名 

＜事業内容＞ 

①会場内で発表事例のパネル展示 

②各ブロック代表による全体発表 

③テーブルワークショップ（3 回） 

④投票及び表彰（アワード） 

＜事業の効果＞ 

他県の活動報告を受け、今後の青年企画委 

員会の活動の参考とすることができた。 

また、他県の青年企画委員との貴重な交流 

の場となり、交流を通じて建築士としての 

資質の向上に繋がった。 

 

エ 一級建築士製図課題建物見学研修会 

＜事業目的・趣旨＞ 

会員が減少傾向にある中で、これから資 

格をとる方への建築士会のアピールを目的 

とした研修会を開催する。 

一級建築士の製図課題に沿う建物を見学 

   することで、各自の試験合格への一助とし、 

   その後の入会へ繋げて行く。 

＜開催時期・場所＞ 

1.9.07（土） 

豊橋市美術博物館 

＜参加人数＞ 

参加者：17 名（受験者又は受験見込者） 

青年企画委員会委員：5名 

＜事業内容＞ 

令和元年度一級建築士試験「設計製図の

試験」の課題『 美術館の分館』 

施設の管理者へ依頼し、建物の見学研修 

会を行った。道中をバス移動とし、試験へ
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の心構え、体験談を委員から参加者へ話し

た。 

       建築士会の組織、活動についての説明を行 

い、建築士会への入会案内を行った。 

＜事業の効果＞ 

受験者への合格の一助となる研修会がで 

   きた。受験者との交流、入会への案内をし、 

   建築士会のアピールの場となった。 

 

オ 建築家講演会（中止） 

＜事業目的・趣旨＞ 

会員が減少傾向にある中で、対象を会員だ

けでなく一般の方、建築士を目指す学生を対

象として、建築家の講演会を開催することで、

会員増強の一助となることを期待する。 

＜開催時期・場所＞ 

2.2.22（土） 

K-MIX space-Ｋ 

＜募集人数＞ 

200 名 

＜事業内容＞ 

「木村吉成×松本尚子」建築家講演会 

テーマ：「構え」 

   ＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のた 

め中止した。 

 

4 広報情報委員会 

ア 西部ブロック活動報告まとめ 

＜事業目的・趣旨＞ 

ブロック事業、地区事業、委員会事業の 

   記録を次年度の活動やＰＲに活用していく。 

＜開催時期・場所＞ 

1.6.12（水） 西部ブロック事務局 

＜参加人数＞ 

7 名  

＜事業内容＞ 

各事業や西部ブロックのＰＲに活用する 

目的で、前年度の事業内容を纏めたパンフ 

レットを作成し、西部ブロック会員全員へ 

配布した。 

＜事業効果＞ 

活動状況が写真入りで解り易く、記録の保 

存に役立つことから、ブロックで行われる各 

種事業の際に資料として活用できた。 

 

 

 

イ 取材活動 (2回） 

＜事業目的・趣旨＞ 

建築士会の存在をアピールするための材 

   料として、地区会、委員会等が行う事業を記 

録する。 

＜開催時期・場所＞ 

第 1回 1.8.18(日) 

家族ふれあいたい会弁天島渚園 

第 2回  2.1.17(金) 

新技術講習会・新年懇親会(ホテ

ルクラウンパレス浜松) 

＜参加人数＞ 

第 1回 2 名 

第 2回 1 名 

＜事業内容＞ 

第１回 会員厚生委員会が主催する「家 

族ふれあいたい会」の様子を写  

真撮影して記録した。 

 

   第 2回 賛助会・会員厚生委員会が主催 

する新技術講習会・新年懇親会 

の様子を写真撮影して記録した。 

＜事業効果＞ 

今後予想される急激な会員減少に備える 

目的で、外部に建築士会の魅力を発信し、 

新たな会員の獲得に寄与することが期待で 

きる。 

 

5 まちづくり委員会 

ア けんちく夜会（第 6 回） 

＜事業目的・趣旨＞ 

委員会開催時に、自由なテーマ設定で 

人々が集う「けんちく夜会」を開催すること 

で、他の委員会や会員以外の方達との交流を 

図る。 

＜開催時期・場所＞ 

1.7.18（土）浜松市中区 黒板とキッチン 

＜参加人数＞ 

夜会参加者 20 名(会員 16 名、一般 4名) 

＜事業内容＞ 

「そうだ金子さんに聞いて見よう」 

ゲスト：金子敦史氏 

＜事業効果＞ 

金子さんは浜松市浜北区にある「伊豆石の 

蔵」を仕事場にしている。まちづくり委員 

会は、伊豆石の蔵の調査をここ数年進めて 

きたので、伊豆石を含め様々なお話を聞い 
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て意見交換し、建築士会員と一般の方との 

交流も深めることができた。 

 

イ 伊豆石の蔵 調査研究事業 

＜事業目的・趣旨＞ 

まちづくり委員会でかねてから調査を行 

っている「伊豆石の蔵」を多くの人達に知っ 

てもらうために、パネル展示を行う。 

＜開催時期・場所＞ 

31.4.7(土) 磐田市旧掛塚郵便局 

＜参加人数＞ 

会員 6名 

＜事業内容＞ 

磐田市掛塚地区の地域起しイベントで、パ 

ネル展示を行った。 

＜事業効果＞ 

展示した写真を通して、多くの人に建物の 

価値や魅力を伝えることができた。 

 

西部ブロック地区事業 

(1) 小笠地区 

 ・地区会 

 ＜事業目的・趣旨＞ 

会員相互の交流を図る。 

＜開催時期・場所＞ 

第 1回 1. 5.31(金) 掛川商工会議所 

第 2回  1.11.27(水) 静岡理工科大学 

建築学科棟 

    第 3回 2. 3. 4(水) 会員事務所 

＜参加人数＞ 

第 1 回 13 名(会員 13 名) 

第 2 回 15 名(会員 15 名) 

第 3 回  5 名(会員  5 名)  

＜事業内容＞ 

第 1回 令和元年度ブロック事業予定 

第 2回 ブロック事業､地区事業の報告 

第 3回 ブロック事業報告地区事業引継 

・予算報告 

＜事業の効果＞ 

会員相互の情報交換が図られた。 

・講習会 

＜事業目的・趣旨＞ 

建築士としての自己研鑽のための講習会

を開催し、行政との意見交換を行う。 

＜開催時期・場所＞ 

第１回 1. 5.31(金) 掛川商工会議所 

第 2回 1. 8.23(金) 掛川商工会議所 

第 3回 1.11.27(水）静岡理工科大学 

＜参加人数＞ 

第 1回 32 名(会員 22 名行政職員 8名 

         まちづくりｾﾝﾀｰ 2 名) 

第 2回  28 名(会員 24 名 

まちづくりｾﾝﾀｰ 4 名) 

第 3回 52 名(会員 46 名 

まちづくりｾﾝﾀｰ他 6 名)    

＜事業内容＞ 

第 1回 ①「行政との意見交換会」 

講師:袋井土木事務所 

課長 杉山広孝 氏 

             班長 井上 巧 氏 

                    掛川市担当者 2 名 

菊川市担当者 2名 

御前崎市担当者 2 名 

②ビル大臣認定防火設備の説明 

   講師：YKK AP 担当者 

 

        ③建築基準法関係の動向 

          講師:静岡県建築住宅まちづく

りセンター 

             常務理事 松永 繁樹 氏 

第 2回 許可について 

        講師：静岡県建築安全推進課 

           建築安全班 

班長  西澤 健太郎 氏 

早川 名津子 氏 

     ＊許可の内容 

      比較的許可の相談の多い以下の許可 

      〇法第 48 条(用途地域の建築制限) 

      〇法第 51 条(特殊建築物の位置) 

      〇法第 56 の 2(日影による中高層建築

物の高さの制限) 

第 3回 演題＜まちがつくる建築＞ 

講師 静岡理工科大学 

理工学部建築学科 

准教授 長尾 亜子氏 

(先生の言葉；建築とは関係性 

がデザインする。) 

＜事業の効果＞ 

    建築士として必要な知識の習得及び行政 

   担当者との意思疎通、情報共有が図られた。 
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・移動パネル展・無料建築相談 

  ＜事業目的・趣旨＞ 

      地元に根付いた建築士の仕事を、地元の住 

民に知ってもらうために、パネル展「ジモ 

トのシゴト」を開催する。 

＜開催時期・場所＞ 

パネル展 IN 掛川 

  1.7.23(火)～8.4(日) 掛川市立 

中央図書館 

パネル展 IIN 大須賀 

1.8.6(火)～8.18(日) 掛川市立 

大須賀図書館 

  パネル展 IN 御前崎 

    1.8.20(火)～9.1(火) 御前崎市立 

図書館 

パネル展 IN 大東 

   1.9.3(火)～9.15(日) 掛川市立 

大東図書館 

パネル展 IN 菊川 

   2.2.1(金)～2.29(木) 戸田書店ﾘﾌﾞﾚ 

(菊川市)ｷﾞｬﾗﾘｰ 

＜参加人数＞ 

パネル展示者数 50 名（5回合計） 

＜事業内容＞ 

  地元の建築士会会員による住宅・建築の 

 作品パネル展を行うとともに、掛川・御前 

崎・菊川の無料建築相談を期間中９日間実 

施した。 

＜事業効果＞ 

      地元の市民に、建築士を身近に感じてもら 

うとともに、建築士会のＰＲに繋がった。 

 

(2) 中遠地区 

・地区会   

＜事業目的・趣旨＞ 

会員相互の情報交換及び交流事業 

＜開催時期・場所＞ 

第 1回  1. 5.24（金）袋井土木事務所 

            3 階会議室 

第 2回  1. 8.18（日）渚園キャンプ場 

第 3回  1.11.14（木）宮本 

第 4回  1.11.27（水）静岡理工科大学 

第 5回  2. 2.19（水）磐田市井通交流 

センター 

＜参加人数＞ 

第 1回 13 名 

第 2回  7 名 

第 3回 11 名 

第 4回 13 名 

第 5回 13 名 

＜事業内容＞ 

第 1回 元年度ﾌﾞﾛｯｸ事業、地区事業予定 

第 2回 ﾌﾞﾛｯｸ事業､地区事業の報告及び 

参加依頼、第 2 回講習会企画 

第 3回 2・3 年度役員選出 

第 4回 ﾌﾞﾛｯｸ事業､地区事業の報告及び 

参加依頼、地区交流企画 

第 5回 ﾌﾞﾛｯｸ事業の報告､元年度地区事 

業活動報告総括、2年度事業予算 

＜事業の効果＞ 

会員相互の情報交換及び会の円滑な運営 

に資することができた。 

 ・講習会 

＜事業目的・趣旨＞ 

  第 1 回 地元の行政と地元の建築士との 

情報交換 

   第 2回  県内大学で唯一建築学科創設 3 

年の静岡理工科大学との交流 

第 3回  「新時代の新たな学校づくり」 

    の設計業務についての勉強会 

＜開催時期・場所＞ 

第 1回  1. 5.24（金）袋井土木事務所 

第 2回  1.11.27（水）静岡理工科大学 

第 3回  2. 2.19（水）磐田市井通交流 

センター 

＜参加者人数＞ 

第１回 18 名 

第 2回  52 名 

第 3回 16 名 

＜事業内容＞ 

   第 1回 ①「地区内行政からの建築行政 

         新情報や補助金制度」 

    講師：静岡県袋井土木事務所 

建築住宅課長 杉山 広孝 氏 

磐田市役所建築住宅課 

建築ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 石神 正康 氏 

       袋井市役所建築住宅課 

建築住宅係長 鈴木 将史 氏 

主任主査 柴田 武洋 氏 

森町役場定住推進課 

住まい支援係 澤 和宏 氏 
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       ②「令和元年度“住宅及び建築 

         基準法の最新情報”」 

講師：静岡県建築住宅まちづくり 

センター  

松永 繁樹 氏・二俣 智彦 氏 

 

第 2回  小笠・中遠地区合同企画「講習 

会・懇親会」開催 

①「まちがつくる建築」 

        講師：静岡理工科大学建築学科 

准教授 長尾 亜子 氏 

② 業務の紹介、高性能な住まいづ

くりのススメ」 

講師：静岡県建築住宅まちづく 

りセンター 

鈴木 令二 氏・柳 敏幸 氏 

第 3回「磐田市ながふじ学府小中一体校 

    (設計)勉強会」 

              講師：(株)久米設計 設計本部 

       主管  斉藤 政弘 氏 

上席主査 三浦 淑美 氏 

＜事業の効果＞ 

第 1 回 地元行政担当者との意思疎通・

情報交換ができた。 

第 2 回 昨年度からの継続事業として、

ブロック内の会員・賛助会員が大

勢参加し、講習会・懇親会を通じ

て建築士会活動を PR すると同時

に、大学との交流ができ良い成果

となった。 

第 3回 地区内での目玉工事において、 

   プロポーザルから基本設計に至る 

   最も興味深い流れを聞き、実務に 

   役立つ建築士として必要な新しい 

   知識の習得ができた。 

 

(3) 浜松地区 

・無料建築相談 

＜事業目的・趣旨＞ 

一般市民向けに気軽に建築相談できる 

場所を提供する。 

＜開催時期・場所＞ 

予約制で毎月第 2、4土曜日に西部ブロ 

ック事務局にて開催 (7 回) 

31.4.27 (土) 

1.5.11 (土） 

1.6. 8（土） 

1.8. 3（土） 

1.9.14（土） 

2.2. 8（土） 

2.3.14（土） 

＜相談員数 

各回 2名 

＜事業の効果＞ 

市民の安心・安全な生活に資すること 

ができた。 

・空き家ワンストップ相談会 

＜事業目的・趣旨＞ 

浜松市市民生活課から依頼された事業へ

参加する。 

＜開催時期・場所＞ 

1.9. 4 (水) 浜松市役所内 

2.1.19 (土) 浜松市役所内 

＜相談員数＞ 

1.9. 4（水） 2 名 

2.1.19 (土)  2 名 

＜事業の効果＞ 

市民の安心・安全な生活に資することが

できた。 

 

 

Ⅳ 事業参画団体関係 

ア (公社)日本建築士会連合会 

イ (公社)建築技術教育普及センター 

 ウ (一財）日本建築防災協会 

エ 建築士会東海北陸ブロック会 

オ (一財)静岡県建築住宅まちづくりセンター 

 カ (一社)静岡県建設産業団体連合会 

 キ 静岡県住宅・建築物耐震化推進協議会 

  ク  静岡県地震被災建築物応急危険度判定協議会 

 ケ 静岡県住宅振興協議会 

 コ 美しいしずおか景観推進協議会 

 サ 静岡県建築文化研究会 

 シ 中部建築賞協議会 

ス 静岡県災害対策士業連絡会 

セ 静岡県不動産流通活性化協議会 

ソ ふじのくに木使い推進会議 

 タ 静岡県防犯まちづくり協議会 

チ 静岡県地球温暖化防止県民会議 

ツ 静岡県男女共同参画推進会議 

テ 豊かな暮らし空間創生推進協議会 他 

 

 


