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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（8回） 

第 1回 2.6.5(金) 参加者 14 名 

 ・常設委員会、各地区事業執行報告、予定 

 ・令和 2年度東部ブロック事業 

 ・新入会員の承認 

第 2回 2.7.10(金) 参加者 16 名 

  ・常設委員会、各地区事業執行報告、予定 

  ・「空き家に関するﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ広域相談会」派遣ﾒ

ﾝﾊﾞｰについて 

  ・「自然災害対策事業」実施にあたり委員の推

薦について 

  ・「会員増強及び建築士育成事業」実施にあた

り委員の推薦について 

  ・ＷＥＢ会議の試行について 

  ・静岡県建築住宅まちづくりセンター職員ｵﾌﾞ

ｻﾞｰﾊﾞｰ出席について  

 第 3 回 2.9.11(金) 参加者 18 名 

  ・常設委員会、各地区事業執行報告、予定 

  ・「会員増強及び建築士育成」「自然災害対策」

特別委員会について 

  ・新入会員の承認 

 第 4 回 2.10.9(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年度東部ﾌﾞﾛｯｸ協議会事業予算につい

て 

第 5回 2.11.13(金) 参加者 17 名 

  ・常設委員会、各地区事業執行報告、予定 

  ・令和３年度東部ブロック予算 

  ・組織検討委員会委員選出について 

  ・東海北陸ブロック青年建築士協議会静岡大会

実行委員選出について 

 第 6 回 2.12.11(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年度事業予算修正について 

第 7回 3.2.12(金) 参加者 18 名 

 ・常設委員会、各地区事業執行報告、予定 

 ・令和 3.4 年度倫理委員会委員の推薦につい

て 

 ・新入会員の承認 

第 8回 3.3.12(金) 参加者 17 名 

  ・常設委員会、各地区事業執行報告、予定 

2 会員厚生委員会（6 回） 

委員会会議 

（10/28、11/27、12/14、1/19、2/4、3/10） 

3 事業研修委員会（10 回） 

委員会会議 

（6/17、7/21、8/25、9/23、10/13、11/18、12/3、 

12/21、2/1、2/24） 

4 青年企画委員会（8 回） 

委員会会議 

（6/13、7/18、8/29、10/15、11/12、1/29、2/12、

3/5） 

5 景観整備機構・まちづくり委員会(0 回) 

委員会会議 

 6 地震関連委員会（0 回） 

  委員会会議 

 

ｂ 中部ブロック 

1 中部ブロック協議会（3回） 

第 1回 2.7.16(木)  参加者 17 名 

・常設委員会、地区報告 

・静岡県主催「空き家に関するワンストップ

相談会」について 

・各種特別事業担当委員選定について 

・WEB 会議について 

・青年企画委員会について 

第 2回 2.9.17(木) 参加者 13 名 

 ・常設委員会、地区報告 

・「会員増強及び建築士育成事業」「自然災害

対策事業」について 

・既存住宅状況調査技術者講習管理員の選定

について 

・本年度ブロック事業について 

第 3回 2.11.12(木) 参加者 16 名 

 ・常設委員会、地区報告 

 ・来年度ブロック事業計画、事業予算につい

て 

 ・青年委検討委員会について 

 ・WEB 会議参加協力費について 

・R3.1.28（木）既存住宅状況調査技術者講習

管理員の選定について 

・会長特命「組織検討委員会」委員選定につ

いて 

2 会員厚生委員会(0 回) 

委員会会議 

新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

3 事業研修委員会（12 回） 

委員会会議 WEB（Zoom） 

  （4/10、5/1、6/5、7/3、8/7、9/4、10/2、11/6、

12/4、1/8、2/9、3/5） 

4 青年企画委員会（0 回） 
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委員会会議 

当面の間、中部ブロックは委員会活動休止 

5 広報情報委員会(0 回) 

委員会会議 

新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

6 景観整備機構・まちづくり委員会（2 回） 

委員会会議 WEB（Zoom） 

 （9/11、9/30） 

7 地震関連委員会（1 回） 

県応急危険度判定士講習会打合せ 

（11/26） 

 

ｃ 西部ブロック 

1 西部ブロック協議会 （10 回） 

第 1回  2.6.5（金）zoom 開催 参加者 21 名 

・6/11（木）本会総会について 

・新型コロナウイルス感染対策ガイドライン

について 

・コロナ禍における事務局の運用及び WEB 会

議について 

・浜松地区無料建築相談についての報告 

・浜松市空き家ワンストップ相談会相談員の

選出について 

第 2回 2.7.3（金）zoom 開催 参加者 20 名 

 ・6/11 本会総会の報告 

 ・ブロック事業報告書郵送料精算書の承認 

・令和元年度西部ブロック事業報告パンフレ

ット精算書の承認 

・入退会者の承認 

第 3回 2.8.7（金）zoom 開催 参加者 19 名 

 ・本会特別委員会設置について（会員増強及

び建築士育成特別委員会・自然災害対策特

別委員会 

・浜松市空き家ワンストップ相談会相談員の

決定 

第 4回 2.9.4（金） 参加者 16 名 

  ・「会員増強及び建築士育成特別委員会」委員 

「自然災害対策特別委員会」委員の選任につ

いて 

  ・建築士会西部ブロック Facebook 立ち上げに

ついて承認 

  ・入会者の承認 

 第 5 回 2.10.2（金）参加者 14 名 

・移動パネル展ちっちゃな文化展と IN 菊川 

 予算書の承認 

・移動パネル展 4図書館巡り精算書の承認 

・退会者の承認 

 第 6 回 2.11.6（金）参加者 19 名 

・来年度予算について 

  ・事業研修委員会 WEB セミナー開催 

・青年企画委員会「建築設計上でのトラブル

の対処法等の講演会」精算書の承認 

・浜松市第 2 回空き家ワンストップ相談会の

委員の選任について 

・退会者の承認 

 第 7 回 2.12.4（金）参加者 16 名 

  ・令和元年度・2 年度ブロック報告会（zoom

開催）について 

  ・省エネ説明義務化について地区ごとの講習会

を検討 

 第 8 回 3.1.15（金）参加者 22 名 

  ・ブロック報告会予算書の承認 

  ・令和 3年度予算について 

  ・押印手続きの見直しについて 

  ・天竜高校交流会予算書の承認 

  ・掛川市の耐震促進事業について 

第 9回 3.2.5（金）参加者 16 名 

  ・静岡理工科大学の協賛金について 

  ・令和 3・4 年度倫理委員会委員の推薦につい

て 

  ・令和 2年度事業の精算と残事業の確認 

  ・天竜高校交流会実施 

  ・小笠地区会について 

第 10 回 3.3.12（金）参加者 17 名 

・ブロック報告会の報告と今後の課題について 

・ブロック事業の精算について 

・天竜高校交流会精算書の承認 

・令和 2 年度ブロック事業報告パンフレット

作成について予算書の承認 

・移動パネル展 IN 菊川精算書の承認 

・移動パネル展パネル購入予算書の承認 

・改正建築物省エネ法講習会予算書の承認 

  ・退会者の承認 

2 会員厚生委員会（6回） 

  委員会会議 zoom 開催 

 （7/30、8/27、9/24、10/22、11/26、12/17） 

3 事業研修委員会（2 回） 

委員会会議 zoom 開催 

 （8/3、11/19） 

4 青年企画委員会 (3 回) 

委員会会議 zoom 開催 

 （7/8、10/15、11/26）  

5 広報情報委員会 (0 回) 

委員会会議 
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6 景観整備機構・まちづくり委員会 (0 回) 

委員会会議 

7 賛助会委員会 (0 回) 

  委員会会議 

 

 

Ｂ 事業 

ａ 東部ブロック 

1 会員厚生委員会 

ア 東部ブロック会員交流会（見学会）（中止） 

＜事業目的・趣旨＞ 

   会員間の親睦を深める。 

＜開催時期・場所＞ 

  ２.７上旬  静岡県東部周辺 

＜参加予定人数＞ 

30 名 

＜事業内容＞ 

施設・史跡・環境等の見学 

＜事業効果＞ 

   新コロナウイルス感染防止のため中止 

 

 イ 東部ブロック会員交流勉強会（中止） 

＜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＞ 

    2.12 上旬  三島市内 

＜参加予定人数＞ 

   25 名 

＜事業内容＞ 

  建築士勉強会 

＜事業効果＞ 

  新コロナウイルス感染防止のため中止 

 

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＞ 

  知識をもとに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＞ 

    3.3.27～28（土、日） 新潟県               

＜参加人数＞ 

 15 名 

＜事業内容＞ 

    研修見学会  北方文化博物館 

沼垂テラス商店街 

弥彦神社 魚沼の里 

＜事業効果＞ 

    建築士会会員の特性として、日常は建築士

として個人での活動をすることが多い。それ

でも建築士会としての社会的な役割を果た

すための事業をすることには、その個々の力

を合わせて行う必要がある。一泊二日を同じ

空間を共有することで、普段の仕事の時とは

違った触れ合いを持つことが出来る。その関

係性をもって建築士会の事業を遂行してい

くことが大きな力となる。また、建築をﾃｰﾏ

とした施設見学は建築士としての別な見解

を知ることができ、自身の知識の向上に役立

つ。研修旅行を終えてみて、コロナ渦の一年

間、会員相互の触れ合いの時間が不足してい

たのではないかと改めて感じたほど会員同

士が関係性を深め合うことが出来た。 

 

3 青年企画委員会 

ア 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＞ 

    3.1～3 東部ブロック管内市町中学校 

 ＜参加人数＞ 

    東部ブロック管内中学校約 105 校 

＜事業内容＞ 

一般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し本当の意味で

建築士会が地域に必要な団体へ昇華させ、

建築士の待遇と会員増強を目指す。 

 ＜事業効果＞ 

    身近に利用できるクリアファイルを媒体       

   として県内東部の中学生を対象に、ものづく 
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りの楽しさ、なぜ建築士になったのか、建築

士の仕事とはの 3 つのテーマに分けて我々

建築士の魅力と仕事内容を伝えるきっかけ

となりました。クリアファイル配布後には、

今後のケンチクフェスタの内容と開催日程

についての問い合わせや各学校関係者及び

教育委員会からのお礼の言葉、ＳＮＳへの閲

覧数増加などの効果がありました。建築士広

報活動事業の必要性と継続性が、引き続き求

められているものとなりました。 

 

4 景観整備機構・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研究し、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＞ 

 静岡県東部地域及び県内 

＜事業内容＞ 

各地域に出向き、その場所でのまちづく

りの手法や特色を調査する。 

＜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（中止） 

＜事業目的・趣旨＞ 

   会員及び会員の家族、職員等との親睦や

感謝を目的に実施する 

＜開催時期・場所＞ 

   2.7.5(土)  西伊豆町 

＜参加者予定人数＞ 

   40 名 

＜事業内容＞ 

 子供や入会予定者が参加し親睦を深める 

＜事業効果＞ 

   新コロナウイルス感染防止のため中止 

 

・新年会（中止） 

＜事業目的・趣旨＞ 

    会員相互の親睦を目的に、情報交換も兼ね

る。 

＜開催時期・場所＞ 

３.１下旬 賀茂地区 

  ＜参加予定人数＞ 

10 名 

＜事業内容＞ 

意見情報交換会と親睦を深める 

＜事業効果＞ 

  新コロナウイルス感染防止のため中止 

 

(2) 伊東地区 

・三地区他団体合同研修会(伊東・熱海・三島) (研

修内容は三島地区に記載) 

・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建築士会が

参加することによって、行政との意見交換

や建設関連の他業界と意見交換を目的とし

ます。 

＜開催時期・場所＞ 

2.6.2～19（火～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＞ 

 本年はコロナの影響で、総会は郵送によ

る書面議決となり情報交換は開催できませ

んでしたが、伊東地区内の建設関係他団体

の代表者、行政担当者とのつながりをもう

事ができ有意義な効果が有った。 

・伊東市技能祭 2020(中止) 

 ＜事業目的・趣旨＞ 

    伊東市職業訓練校へ伊東市からの要請で

建築士会より講師を派遣する。 

 ＜開催時期・場所＞ 

    2.9 上旬 伊東市役所 

  ＜参加予定人数＞ 

    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＞ 

    新コロナウイルス感染防止のため中止 

・意見交換会（中止） 

＜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 中旬 伊東市 
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＜参加予定人数＞ 

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＞ 

新コロナウイルス感染防止のため中止 

 

 (3) 熱海地区 

・建築相談・応急危険度判定士訓練（中止） 

＜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 2.8.30（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は新コロナウイルス

感染防止のため中止 

・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) 

・意見交換会(中止) 

  ＜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＞ 

    2.3 熱海市 

  ＜参加予定人数＞ 

    10 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＞ 

    新コロナウイルス感染防止のため中止 

 

(4) 三島地区 

・三地区他団体合同研修会(伊東・熱海・三島地区) 

（中止）(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＞ 

2.4.16（木）小山町 

＜参加予定人数＞ 

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＞ 

  新コロナウイルス感染防止のため中止 

・第 1 回意見交換会（中止） 

＜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＞ 

2.7 下旬 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＞ 

  新コロナウイルス感染防止のため中止 

・建築展（中止） 

＜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＞ 

2.7.21（中止決定通知） 

＜参加予定人数＞ 

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＞ 

   新コロナウイルス感染防止のため中止 

・第 2 回意見交換会（中止） 

＜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＞ 

2.11 頃 三島市 

＜参加予定人数＞ 

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 
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＜事業効果＞ 

  新コロナウイルス感染防止のため中止 

・第 3 回意見交換会及び新年会（中止） 

＜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＞ 

3.1.下旬 伊豆市 

＜参加予定人数＞ 

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。 

＜事業効果＞ 

新コロナウイルス感染防止のため中止 

 

(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 3件 

・春の会（地区事業報告会）（中止） 

＜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＞ 

    2.5 中旬 沼津市 

＜参加予定人数＞ 

    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＞ 

    新コロナウイルス感染防止のため中止 

 

 (6) 裾野地区 

・会員交流納涼会(中止) 

＜事業目的・趣旨＞ 

  情報交換、会員相互の親睦 

＜開催時期・場所＞ 

    ２.8 下旬 裾野市 

＜参加予定人数＞ 

   7 名 

＜事業内容＞ 

  会員同士の親睦事業 

＜事業効果＞ 

新コロナウイルス感染防止のため中止 

・新年会（中止） 

＜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＞ 

   3.1 下旬 裾野市内 

＜参加予定人数＞ 

    10 名 

＜事業内容＞ 

    会員同士の親睦 

＜事業効果＞ 

   新コロナウイルス感染防止のため中止・

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 20 日(中止)・6 月 22 日・8月 20 日・ 

10 月 20 日・12 月 21 日・2 月 22 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＞ 

    全体では 27 件の相談でしたが、建築士会  

は相談がなかった。しかし、市への空き家に

ついての相談が徐々に増えている傾向があ

る。空き家については、全国的にも問題とな

っており、今後相談が増えることも予想され
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る。 

 

(7) 御殿場地区 

・三会合同研修会（中止） 

 ＜事業目的・趣旨＞ 

    業務の円滑及びスキル向上 

  ＜開催時期・場所＞ 

    2.7 頃  御殿場市民会館 

  ＜参加予定人数＞ 

    30 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＞ 

    新コロナウイルス感染防止のため中止 

・地区意見交換会 

＜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＞ 

    3.3.17（水） 御殿場市 

＜参加人数＞ 

 10 名 

＜事業内容＞ 

地区会員と共に今年度の反省点や新年度 

への展望、地域発展の為につく会としてで

きる事やるべきこと、出席者の奇譚のない

意見交換を行う。 

＜事業効果＞ 

    令和２年度の活動報告会として会員に報

告することが出来た。又、各専門委員会所属

のいいにょり現状報告をして頂き委員以外

の方にも誰がどんな活動をしているのか相

互利害ができ、御殿場市小山町商工会議所等

からケ円地区視界に対しての要望や活動協

力、応急危険度判定士への期待等協議事項が

共有できた。 

 

(8) 富士地区 

・富士市キッズジョブ事業（中止） 

＜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＞ 

2.8.15～16（土、日） ふじさんメッセ 

＜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＞ 

  新コロナウイルス感染防止のため中止 

・会員意見交換会交流会（中止） 

＜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＞ 

    3.1 下旬 富士宮市 

＜参加予定人数＞ 

  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。 

＜事業効果＞ 

新コロナウイルス感染防止のため中止 

・法令技術講習会（中止） 

＜事業目的・趣旨＞ 

  建築関連法令の改正点や行政ｻｲﾄﾞ等から

の要望事項等に関する講習会を開催するこ

とで、業務に関する有用情報の伝達機会を

設け、会員資質の向上を目指す。 

＜開催時期・場所＞ 

 2.10 中旬 富士市 

＜参加予定人数＞ 

 50 名 

＜事業内容＞ 

   行政関係者等から講師を招き、建築関連

法令の改正点などを中心に会員対象の講演

会を開催する 

＜事業効果＞ 

    新コロナウイルス感染防止のため中止 

・まちづくり研修見学会（中止） 

＜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 

ことによる会員の資質の向上、並びに「ま 
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ちづくり」への参画可能な人材育成を目指 

す。 

＜開催時期・開催場所＞ 

2.10 下旬  

＜参加予定人数＞ 

20 名 

＜事業内容＞ 

まちづくり全般に関する勉強会の開催、

文化的建造物に関する調査・研究、見学会、

市民参加型事業等々「まちづくり」関連し

た様々な事業を企画実施 

＜事業効果＞ 

    新コロナウイルス感染防止のため中止 

 

ｂ 中部ブロック  

1 会員厚生委員会 

ア 全国大会広島大会 

＜事業目的・趣旨＞ 

広島県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。 

    新型コロナウイルス感染症の影響により 

  全国大会広島大会が次年度に繰り延べ延期 

 

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。 

新型コロナウイルス感染症の影響により 

中止 

 

ウ ブロック報告会 

＜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。 

新型コロナウイルス感染症の影響により 

中止。代替案として、HP での報告。 

 

2 事業研修委員会 

ア 二級建築士製図試験対策講座 

＜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＞ 

  WEB(zoom)7.19（日）、7.26（日）、8.2（日）、

8.9（日）、8.23（日）、8.30（日）、9.6（日） 

計 7回 

＜参加人数＞ 

受講人数 4名(内合格者 1 名) 

＜事業内容＞ 

二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、二級建 

築士の育成を行う。 

＜事業効果＞ 

   受験生と講師という信頼関係を構築し 

  建築士会をＰＲすることが出来た。こうし

た取組みにより会員拡大が期待できる。 

 

イ WEB 会議推進事業 

＜事業目的・趣旨＞ 

新型コロナウイルス感染防止の為、WEB

会議を推進する。 

＜開催時期・場所＞ 

    4.10（金）、5.1（金）、6.5（金）、7.3（金）、

8.7（金）、9.4（金）、10.2（金）、11.6（金）、 

    12.4（金）、1.8（金）、2.9（火）、3.5（金） 

＜参加人数＞ 

    各回 5 名～7名 

＜事業内容＞ 

    本年度事業の打ち合わせ 

＜事業効果＞ 

   今まで会場に集まってやっていた委員会

が、自宅などから参加できる便利さを実

感した。移動時間が無くなるのは参加の

負担減になる。慣れるまで一つの事を決

めるのに時間がかかる感じがあったが、

慣れてしまうと問題ないように思える。 

3 青年企画委員会 

 当面の間、中部ブロックは委員会活動中止 

 

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

ことで活動内容をより周知していく。 

＜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)について告知を行う。 

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 
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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いただく。 

 

5 景観整備機構・まちづくり委員会 

ア 研修見学会 

＜事業目的・趣旨＞ 

文化財や伝建地区、話題となっている地

域等を見学に行き、まちづくりの視点から

学び、各々の仕事や研究に生かせる機会と

する。 

新型コロナウイルス感染症の影響により 

中止 

 

イ 市民講座 

＜事業目的・趣旨＞ 

一般市民及び建築の学生と共通の題材を 

   勉強することで、交流及び相互研鑽となる。 

新型コロナウイルス感染症の影響により 

中止 

 

ウ 地域貢献活動発表会のサポート 

＜事業目的・趣旨＞ 

  本会景観整備機構まちづくり委員会開催 

 予定の地域貢献活動支援団体の発表の補助 

 をする。 

新型コロナウイルス感染症の影響により 

中止 

 

エ 地元地域改善活動 

＜事業目的・趣旨＞ 

  地元地域を調査して課題を見つけ、解決 

を後押しする。 

新型コロナウイルス感染症の影響により 

中止 

 

6 地震関連委員会 

ア  会議等 

 ・TOUKAI-0 説明会 

2.4.16（木）15：30～ 静岡市役所  

参加人数 2名 

・静岡市応急危険度判定士訓練 

2.8.1（火）8：30～11：30 参加人数 4名 

・静岡市応急危険度判定士情報伝達訓練 

2.8.2（水）8：30～11：30 参加人数 21 名 

・静岡市応急危険度判定士派遣方法話し合い 

2.9.15（火）13：00～15：00 静岡市役所  

参加人数 2名 

・静岡市応急危険度判定士組織再編話し合い 

2.11.5（木）10：00～12：00 静岡市役所 

参加人数 2名 

・県応急危険度判定士講習会打合せ 

  2.11.26（木）14：30～16：30  

 

イ 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 11 回 

清水地区 計  2 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 みなとかっぽれ総踊り参加 

＜事業目的・趣旨＞ 

清水地区会員相互の親睦、市民との交流 

及び建築士会の紹介 

 新型コロナウイルス感染症の影響により 

中止 

・清水建築産業組合 第 29 回職人まつり参加 

＜事業目的・趣旨＞ 

他団体・市民との交流を図るとともに、 

建築士会の活動等の紹介及び耐震事業のＰ 

Ｒを行う。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により 

中止  

・しみず ふくしのまつり参加 

  ＜事業目的・趣旨＞ 

    他団体・市民との交流を図る。 

福祉活動の団体のイベントに参加し、建築 

士としてその分野での可能性を考える。 

新型コロナウイルス感染症の影響により 

中止  
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・まち育て講座 

＜事業目的・趣旨＞ 

地域ごとの様々な問題点を地域住民と建 

築士会とで協力し研修する。 

    新型コロナウイルス感染症の影響により 

中止 

・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＞ 

2.9.24（木）、2.10.8（木）、2.11.12（木） 

3.2.25（木） 

清水社会福祉会館はーとぴあ清水 

＜参加人数＞ 

各回 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。 

 市民への建築士の認知効果もある。 

・建築相談（清水区役所） 

＜事業目的・趣旨＞ 

   清水区役所建築相談会に相談員を派遣し、

行政の活動に参加する。 

＜開催時期・場所＞ 

 2.9.23（水）、2.12.1（火）、3.2.2（火）、

3.3.2（火） 

 清水区役所 

＜参加人数＞ 

各回 1名  

＜事業内容＞ 

   毎月 1 回清水区役所建築相談会に相談員

を派遣する。 

＜事業効果＞ 

市民の建築士への認知効果 

市役所事業への参加 

・建築相談（清水地区耐震相談会） 

＜事業目的・趣旨＞ 

   耐震診断相談を行い、市民の相談や各事

業に参加する。 

＜開催時期・場所＞ 

2.9.16（水）、2.12.19（土） 

清水区役所 

＜参加人数＞ 

各回 2 名～3 名  

＜事業内容＞ 

   市役所の耐震相談会に耐震相談士を派遣

し、地域貢献する。 

＜事業効果＞ 

市民の建築士、耐震相談士への認知効果 

市役所事業への参加 

・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や文化を研

究する。 

＜開催時期・場所＞ 

2.12.9（水）入江生涯学習交流館 

＜参加人数＞ 

10 名 

＜事業内容＞ 

  清水木遣りの保存、現存する古民家の調査等 

＜事業効果＞ 

   清水地区の建築に関する様々な歴史や文

化を研究することで自己研鑽を図ること

が出来た。 

・清水地区施設見学会 

＜事業目的・趣旨＞ 

   様々な建築物や町並みを視察することに

より建築士としての自己研鑽を図る。 

＜事業内容＞ 

   国内にある様々な建築物や町並みをバス

等利用して視察する。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

 ・清水地区技術講習会 

＜事業目的・趣旨＞ 

   建築技術の研修により自己研鑽を図る。 

＜事業内容＞ 

1. 清水地区の伝統建築それに関する勉強会 

2. 法改正及び新技術の勉強会 

3. その他の研修会 

 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

・清水地区懇親会 

＜事業目的・趣旨＞ 

   直接顔が見える事業により地区会員相互

の親睦を深める。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 
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（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。既会 

員との距離を縮め事業に参加しやすくする。 

  新型コロナウイルス感染予防のため中止 

・技術研修事業（地区技術研修会） 

＜事業目的・趣旨＞ 

   会員の自己研鑽と会員相互の懇親を図る。 

新型コロナウイルス感染症の影響により 

中止 

・技術研修事業（視察見学会） 

＜事業目的・趣旨＞ 

様々な建築物や街並みを視察することに 

より建築士としての自己研鑽を図る。 

新型コロナウイルス感染症の影響により 

中止 

・講師等の派遣 

新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

宇津ノ谷ふるさと祭り 

宇津ノ谷まちづくり協議会 

宇津ノ谷味覚祭り 

静岡大工組合 総会及び太子講 

静岡大工組合 大工組合祭り 

・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＞ 

6/25(木) 7/16(木) 7/30(木) 8/6 (木) 

9/17(木) 11/5(木)1/21(木) 3/25（木） 

計 8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＞  

  2.8.18（火）、2.11.17（火）、2.12.15（火）、

3.1.19（火）、3.2.2.（火）、3.3.16（火） 

   葵区役所１階地域総務課市民相談室 

＜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＞ 

   適切なアドバイスを行い、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(地区懇親会) 

＜事業目的・趣旨＞ 

   静岡地区会員の交流を図る。直接会うこ

とで顔が見え、相互の親睦を深める。 

  新型コロナウイルス感染症の影響により 

中止 

・市民講座 

＜事業目的・趣旨＞ 

一般を対象とした講座を開き、建築士会 

の活動の啓発を図る。 

新型コロナウイルス感染症の影響により 

中止 

 

（3）志太地区 

・地区顔合わせ会・全体顔合わせ会・新年会 

＜事業目的・趣旨＞ 

    地区懇親親睦及び WEB 会議の推進、他団体

との交流 

＜開催時期・参加人数・場所＞ 

    WEB（Zoom） 

 ・地区顔合わせ会  2.5.15（金） 7名 

 ・全体 WEB 顔合わせ会 2.7.31(金)  6 名 

 （榛原地区長 小澤氏参加） 

 ・新年会      3.1.27（水） 8名 

（静岡県ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ協会北山会長を招待） 

＜事業内容＞ 

Zoom を使った WEB 懇親会、他団体代表と

の交流 

＜事業効果＞ 

  地区会員同士の親睦を深めることができ

た。他団体との交流・親睦を深め今後の共

同・共催の提案もできた。WEB 会議の推進に

つながった。 

・「地区だより」の発行・地区会議事録の配布 

＜事業目的・趣旨＞ 

建築士会の動向・地区事業の周知及び地

区会員の連携 

＜開催時期・場所・参加人数＞ 
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  E メールでの配信 

 6 月号、７月号、8月号「地区だより」発行。 

 地区会全 12 回と WEB 検討ﾃｽﾄを終了後、議

事録の配信 

＜事業内容＞ 

地区会員に eメールにて配信 

＜事業効果＞ 

地区会員に建築士会の動向・地区事業の周

知及び会員の連携を高めることができた。 

・「改正省エネ法」WEB 講習全 3 回 

＜事業目的・趣旨＞ 

  改正省エネ法の周知、理解及び WEB 講

習・会議の推進 

＜開催時期・場所・参加人数＞ 

 WEB（Zoom）参加者は一般も含む 

第１回「省エネ適合性判定拡大・モデル建物法・ 

計画書記載方法と軽微変更の解説」 

2.12.15（火）参加者 73 名 

第 2回「省エネ説明義務制度・小規模版モデル建物 

法・モデル住宅法の解説」 

3.1.20（水）参加者 86 名 

第 3回「戸建住宅・共同住宅（標準計算ルート） 

の解説」 

3.2.25（木）参加者 86 名 

＜事業内容＞ 

改正省エネ法の WEB 講習、講習内容の動画配信 

＜事業効果＞ 

建築士の資質向上・コロナ感染予防対策

及び IT 推進ができた。 

・「WallStat」WEB 講習全 2回 

＜事業目的・趣旨＞ 

WallStat の周知、理解及び WEB 講習・会

議の推進 

＜開催時期・場所・参加人数＞ 

WEB（Zoom）参加者は一般も含む 

第 1回「WallStat とは？」基礎講習 

3.2.13（土）参加者 64 名 

第 2回「実践講習」 

3.3.13（土）参加者 38 名 

 

＜事業内容＞ 

  「WallStat」の WEB 講習 

＜事業効果＞ 

建築士の資質向上・コロナ感染予防対策

及び IT 推進ができた。 

・地区会 

＜事業目的・趣旨＞ 

    地区事業推進 

＜開催時期・参加人数・場所＞  

WEB（zoom） 

WEB 会議の検討及びﾃｽﾄ 

2.4.13（月）、14（火）  4 名 

第 1回  2.4.30(木)     6 名 

   第 2 回  2.5.29（金）   7 名 

第 3回  2.6.24(水)    9 名 

第 4回  2.7.28(火)     6 名 

第 5回  2.8.26(水)     6 名 

   第 6 回  2.9.29(火)    6 名 

  第 7 回  2.10.27(火)    5 名 

第 8回  2.11.26（木）   7 名 

第 9回  2.12.17（木）   7 名 

第 10 回 3.1.27（水）  9 名 

第 11 回 3.2.24（水）  7 名 

第 12 回 3.3.17（水）  6 名 

＜事業内容＞ 

   地区会議全 12 回と WEB 検討ﾃｽﾄ 2 回をす

べて WEB 会議（zoom）で行った。 

＜事業効果＞ 

   地区事業を活発に推進することができた。

コロナ感染予防対策と IT 推進ができた。 

 

（4）榛原地区 

・地区講習会（1 回） 

＜事業目的・趣旨＞ 

    昨今の建築基準法の動向を理解する。 

＜開催時期・場所＞ 

第 1回 2.11.27(金) 静波防災センター 

＜参加人数＞ 

第 1回 18 名 

＜事業内容＞ 

まちづくりセンター筒井氏による講習 

＜事業効果＞ 

昨今の建築基準法動向を理解し、また来

年度の省エネ説明制度について理解した。 

・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  2.8.6(木)  17 名 

静波防災センター１階会議室 

  第 2 回  2.9.2(水)   6 名 

 WEB（Zoom） 
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   第 3 回 3.2.17（水） 15 名 

静波防災センター１階会議室  

＜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＞ 

・コロナ対策下での年間行事を確認した。 

・Zoom を使用することで、対面式でなくて

も会議が可能であることを確認した。 

・来年度役員の人事を確定した。 

 

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＞ 

   8 月 26 日（Zoom 開催） 

＜参加人数＞  

   正会員 6 名 賛助会員 2 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 ブロック事業報告会 

＜事業目的・趣旨＞ 

    ブロック事業の報告及び建築関連の講習

会にて知識を深める。 

＜開催時期・場所＞ 

   3.3.5（金） Zoom 開催 

 

＜参加人数＞  

   41 名 

＜事業内容＞ 

令和元年度・2年度のブロック事業の報告

と 2種類の建築関連講習会 

＜事業の効果＞ 

会員へのブロック事業の報告ができた。 

建築関連の講習会にて新しい知識を学ぶ

ことができた。 

 

2 事業研修委員会 

ア ＷＥＢセミナー 

＜事業目的・趣旨＞ 

会員の幅広い資質向上を図る 

＜開催時期・場所＞ 

2.11.13（金） Zoom 

＜参加人数＞ 

 概ね35名 

＜事業内容＞ 

 静岡県全体を対象としたZoomによる勉強

会で、会員のスキルアップに繋がる内容

を配信する。 

＜事業の効果＞ 

 時代の流れに対応したリモートでの勉強    

会に慣れる事や、現在の建築業界が顧客

にどう映っているかなどが再認識出来た

のではないかと思う。 

 

3 青年企画委員会 

ア 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＞ 

3．1．19（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 3名 

本会青年企画委員    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。 

 

イ 建築設計・監理上でのトラブルの対処方法

等講習会 

＜事業目的・趣旨＞ 
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設計及び監理上のトラブルから法的責任

を問われるケースがあります。その場合の対

処や事前に回避する方法を学ぶ講習会です。

そのプロセス、トラブル時の対処法及びトラ

ブルの回避法を学ぶ。 

＜開催時期・場所＞ 

Zoomにて開催 

＜参加人数＞ 

63 名 

＜事業内容＞ 

Zoom にて非対面型の講習会を企画し、昨建

築士が問われる法的責任に関する知識を得

ることによる会員の資質を向上することが

期待できる。 

＜事業効果＞ 

社会的な立場や、報酬よりも建築士が置か

れてる法的に責任が非常に大きいことがわ

かり、今後の業務の進め方や契約書や重要

事項の締結の仕方などの重要さを確認でき

たことにより会員の資質向上などができた。 

 

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。 

＜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 フェイスブックグループページの立ち上げ 

＜事業目的・趣旨＞ 

既存のグループがあったが管理が不明確

になっていたので新たに立ち上げた。 

＜事業効果＞ 

費用をかけずに会員に活動の紹介ができ 

る。 

 

5 景観整備機構・まちづくり委員会 

 ・空き家ワンストップ相談会 

（浜松地区協力） 

＜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＞ 

3.1.27 (水) 浜松市役所内 

＜相談員数＞ 

 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。 

  ・コロナ禍イベント準備会 

＜事業目的・趣旨＞ 

コロナ影響によりイベント等開催ができ 

ない中、どんな活動をしていくかの検討会 

＜開催時期・場所＞ 

2.11 月～3.3 月まで随時 

FB メッセンジャーにて実施 

＜参加人数＞ 

3 名  

＜事業内容＞ 

情報収集、Zoom 以外の WEB ツール、ネッ 

トラジオ配信技術の検討などを役員で協議、

実施。 

＜事業効果＞ 

今年度は、検討、情報収集、各ツールの試 

用のみ。次年度実施に向け、素材収集ができ 

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 2.10.12(月) 

 zoom による遠隔会議 

第 2回  3.03.09(火) 菊川市商工会 

＜参加人数＞ 

第 1回 9 名(会員 9名) 

第 2回 25 名(会員 25 名) 

＜事業内容＞ 

第 1回 令和 2 年度ブロック事業予定報告 

第 2回 ブロック事業､地区事業の報告 

    「改正建築物省エネ法の説明義務制度」に

ついての情報交換。 

＜事業の効果＞ 

会員相互の情報交換が図られた。 

・講習会 
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＜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 2.10.12(月) Zoom による遠隔会議 

第 2回  3.03.09(火) 菊川市商工会 

＜参加人数＞ 

第 1回 9 名(会員 9名) 

第 2回  27 名(会員 25 名・他地区会員 2名・ 

まちづくりｾﾝﾀｰ 3 名) 

 ＜事業内容＞ 

第 1回 コロナ禍の中、ＷＥＢ会議ツールの 

「Zoom」を使いこなせるようになる事を目的と 

して、実際に使って相互の情報交換を行った。 

第 2回 ①「最近の建築住宅業界の情勢・注 

意点」 

        講師：まちづくりセンター 

袋井支所長 筒井氏 

    ②「グリーン住宅ポイント制度等」 

について 

講師：まちづくりセンター 

袋井支所 二俣氏 

    ③「改正建築物省エネ法の説明義

務制度」について 

        講師：まちづくりセンター 

 省エネ科課 山田氏 

＜事業の効果＞ 

建築士として必要な知識の習得及びまちづ 

くりセンターとの意思疎通、情報共有が図られ 

た。 

・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、地元の皆様 

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 

    2.7.9(木)～8.1(土)  

掛川市立中央図書館 

パネル展 IN 大東 

2.8.4(火)～8.16(日)  

掛川市立大東図書館 

パネル展 IN 御前崎 

    2.8.19(水)～8.30(日)  

御前崎市立図書館 

パネル展 IN 大須賀 

    2.9.1(火)～9.13(日)  

掛川市立大須賀図書館 

パネル展 IN 菊川 

    3.2.1(金)～2.28(木)  

戸田書店（ﾘﾌﾞﾚ菊川市)内ｷﾞｬﾗﾘｰ 

＜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 

  パネル展を行った。 

同時開催を行っていた、無料建築相談会はコ 

  ロナ禍の中、中止をした。 

＜事業効果＞ 

建築士の作品パネルを見て頂きながら、地元 

の市民に建築士を身近に感じてもらった。又建 

築士会のＰＲにも繋がった。 

 

(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  2. 8.21（金）ＷＥＢ 

第 2回  2.10.30（金）ＷＥＢ 

＜参加人数＞ 

第 1回  6 名 

第 2回  4 名 

＜事業内容＞ 

第 1回 ﾌﾞﾛｯｸ事業、地区事業予定と報告 

第 2回 ﾌﾞﾛｯｸ事業､地区事業の報告 

＜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 会員に改正省エネ法の理解と周 

知を図る 

＜開催時期・場所＞ 

第 1回  3. 3.31（水）袋井南コミュニテ 

ィセンター 

＜参加者人数＞ 

第１回 16 名（予定） 

＜事業内容＞ 

   第 1回 「改正省エネ法講習会」 

      講師：まちづくりセンター 

袋井支所 筒井所長 

建築住宅課長 杉山広孝 氏 

＜事業の効果＞ 
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第 1回 改正省エネ法について実務に役 

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＞ 

電話及び西部ブロック事務局にて開催 

 2.8.17 (月)、2.8.28 (金） 

2.9.14（月）、3.2.25（木） 

3.3. 4（木） 計 5回開催 

＜相談員数 

各回 1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＞ 

2.8.26 (水) 浜松市役所内 

3.1.27 (水) 浜松市役所内 

＜相談員数＞ 

2.8.26（水） 2 名 

3.1.27 (水)  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 

 

 


