
令和 3 年度 中部ブロック事業報告書 
A 会議 
 
1 中部ブロック協議会（5 回） 

  静岡県建築士会所在 8 階会議室（リモート併用）にて開催した。 

第 1回 3.7.29（木)  参加者 17 名 

・常設委員会、地区報告 

・建築士全国大会について 

・令和 3 年度事業計画、事業予算について 

・令和４、5 年度役員人事について 

・「空き家に関するワンストップ相談会」相談員派遣について 

第 2回 3.9.16(木) 参加者 16 名 

 ・常設委員会、地区報告 

 ・全国大会静岡大会について 

 ・令和 4、5年度役員人事について 

第 3回 3.11.1(月) 参加者 18 名 

 ・常設委員会、地区報告 

 ・令和 4、5年度事業計画、予算案について 

 ・令和 4、5年度役員人事について 

第 4回 3.12.9(木) 参加者 15 名 

 ・常設委員会、地区報告 

 ・令和 4、5年度予算案について 

 ・令和 4、5年度役員人事について 

 ・ブロック報告会について 

第 5回 4.1.18(火) 参加者 15 名 

 ・常設委員会、地区報告 

 ・ブロック報告会について 

2 会員厚生委員会(4 回) 委員会会議 対面にて実施 

新型コロナウイルス感染症が落ち着いた時期に、報告会、懇親会を行う計画をする為、 

委員会を開催した。新型コロナウイルス感染拡大防止の為、すべての事業が中止となった。 

 第 1 回 3.10.15（金）  参加者 5 名 

第 2回 3.11. 8（月）  参加者 7 名 

第 3回 3.12. 8（水）  参加者 7 名 

第 4回 4. 1.11（火）  参加者 6 名 

3 事業研修委員会（11 回） 委員会会議 WEB（Zoom）、対面、を実施 

 第 1 回 3.4.2（金）     参加者 5名  WEB(Zoom) 

第 2回  3.5.7 (金)      参加者 5名  WEB(Zoom) 

第 3回 3.6.4（金）     参加者 5名  WEB(Zoom) 

第 4回 3.7.2（金）      参加者 5 名  WEB(Zoom) 

第 5回 3.8.6（金）     参加者 5名  WEB(Zoom) 

第 6回 3.9.3（金）     参加者 4名  WEB(Zoom) 

第 7回  3.10.1（金）     参加者 5名  WEB(Zoom) 



第 8回  3.11.12（金）    参加者 5 名  WEB(Zoom) 

第 9回  3.12.10（金）   参加者 6 名  対面 

第 10 回 4. 2. 4（金）    参加者 4 名  WEB(Zoom) 

  第 11 回 4. 3.12 (土)   参加者 4名  対面 

4 青年企画委員会（0 回） 

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) 

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（1回）委員会会議 WEB（Zoom）にて実施 

  第 1 回 3.11.8（月）  参加者 5 名 

7 地震関連委員会（1 回） 本会委員会会議への出席 対面にて実施 

   第 1 回 3.11.16 (火)  参加者 17 名 

 B 事業 

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への参加者制限のため 

事業を見合わせた。 

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。 

新型コロナウイルス感染症の影響より中止。 

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を行う。 

＜開催時期・場所＞ 

WEB  3.7.18（日）3.7.25（日） 

対面 3.8.2（日）3.8.8（日）3.8.22（日）3.9.5（日） 

＜参加人数＞ 

受講人数 3名 

＜事業内容＞ 

二級建築士製図試験受験者に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出来た。こうした取組みが会員拡大につながっていくと思う。 

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＞ 

    WEB 3.4.2（金）3.5.7（金）3.6.4（金）3.7.2（金）3.8.6（金）3.9.3（金） 

3.10.1（金）3.11.12（金）4.2.4（金） 

    対面 3.12.10（金）ふじのくに NPO 活動センター  4.3.12 (土) ペガサート 

＜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。オンラインというツールが増えるこ

とで活動の幅が広がるように思う。 

ウ リモート講習会「建築士会のしゃべり場」 

＜事業目的・趣旨＞ 

オンライン会議などでのコミュニケーションの取り方を学ぶ。 

＜開催時期・場所＞ 

  3.10.2（土） WEB・ペガサート 

＜参加人数＞ 

  14 名 

＜事業内容＞ 

  Zoom の使い方がわからなかったり、使い方を覚えるのが面倒だという人、対面とは違

ったコミュニケーションの取り方に違和感を感じる人、そんな方たちの為に「リモート

社会への対応」をテーマに Zoom の使い方にとどまらず、オンラインでのコミュニケー

ションについて専門の講師をお招きしての勉強会。 

＜事業効果＞ 

   オンラインとオフラインの違い、オンラインならではの会議の進め方など、今後の WEB

会議で使えるノウハウを学んだ。 

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＞ 

（公社）静岡県建築士会のホームページを通じて中部ブロックの事業について公開する。 

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＞ 

公益社団法人として積極的に情報提供していくことで、当建築士会への活動を理解し 

興味を持っていただくことができる。 

＜事業効果＞ 

    （公社）静岡県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）について告知することにより認知していただくことができる。また、承認

された事業（活動）について案内の掲載を行い（状況によっては外部からの）参加者を

募る。各地区及び各委員会にも協力いただき、事業終了後の掲載にも取り組み、報告す

る。ただし、今期は社会状況により各地区及び各委員会の事業（活動）が著しく制限さ

れてしまった。 

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 3.4.14（水） 静岡市役所 参加人数 7名  

  ・地震関連委員会   3.11.16(火)  第 2 大石ビル 8 階会議室   

担当副会長・理事・事務局員各 1 名、各地区地震関連委員 14名 参加者計 17名 

  ・SBS ラジオ出演     3.5.18（火） TOUKAI-0 事業について周知した。 

イ 耐震無料相談会 

＜事業目的・趣旨＞ 

 耐震補強の有用性を一般市民へ広報し、耐震補強へと誘導する。 

＜開催時期・場所＞ 

静岡市が指定した日時、場所 

静岡地区 計 8 回 

清水地区 計 4 回  

＜事業内容＞ 

 静岡市が広報応募した市民からの耐震相談を受けると共に、制度の説明を行う。 

＜事業効果＞ 

   耐震補強工事を進める市民を増加させることに寄与する。 

 

 



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 職人まつりへの参加 

＜事業目的・趣旨＞ 

一般者向けに技術等建築士会の活動を紹介する 

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  

・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。 

小学校学区単位における防犯講座など問題点を研究し参加者と共に勉強する。 

小学生及び父兄に耐震や防犯など建築に関わりある講座を実施し、建築士の知識の 

提供により地域とのつながりを深める。 

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＞ 

   建築士の知識を活用し、高齢者、障害者対応のリフォーム相談を行う。 

＜開催時期・場所＞ 

3.6.24（木）2件 

4.3.24（木）1件 

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＞ 

   社会福祉協議会の助成金審査に会員を派遣し、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、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。 

 市民の建築士認知効果もある。 

・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＞ 

 3.4.6（火）、3.6.1（火）、3.7.6（火）、3.8.3（火）、3.12.7（火） 

第１火曜日 13：30～ 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＞ 

 3.5.18（火）、3.5.26（水）、3.8.30（月）、3.9.17（金） 

清水区役所 他 5 回 静岡市役所にて実施 

＜参加人数＞ 

各回 2名～4 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・参加人数・場所＞ 

3.8.30（月） 8名 

3.11.30（火） 6名 

入江生涯学習交流館 

＜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により後世への継承ができる 

・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 

（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。 

＜開催時期・場所＞ 

  R3.11.17（水）オンライン 

＜参加人数＞ 

  ４名 

＜事業内容＞ 

  株式会社クマリフトによる「荷物用エレベーターの知識について」をオンラインにて 

セミナー形式で行った。 

＜事業効果＞ 

  普段扱うことの少ない荷物用エレベーターの話、乗用エレベーターとの違いなどを 

知ることが出来た。 

・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＞ 

3.6.17（木）、3.7.8（木）、3.8.26（木）、3.10.14（木） 計 4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＞ 

   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＞  

   葵区役所１階地域総務課市民相談室 

   今年度は市民から建築相談の申込がなかった。 

・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） 

 ・3.4.28（水） 5名 

 ・3.6.23（水） 6名 

 ・3.8.26（木） 8名 

 ・3.10.28（木） 7名 

 ・3.11.25（木） 7名 

・3.12.16（木） 7 名 

・4.2.24 (木)  6 名 

＜事業内容＞ 

   地区会議全 7回をすべて WEB 会議（Zoom）で行った。 

事業提案・企画・実施等地区で議論 

＜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&ＩＴ推進ができた。 

その他事業企画までできたが実行できなかった事業がいくつかあり残念だった。 

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＞ 

  e メールでの配信 地区会全 7 回を終了後議事録の発送。 

＜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。 

 ・新年会 

＜事業目的・趣旨＞ 

  地区懇親親睦 

＜開催時期・場所・参加人数＞ 

  4.1.28（金）中止 

＜事業内容＞ 

  対面での懇親会を企画、Zoom を使った WEB 懇親会に変更。他団体代表との交流。 

＜事業効果＞ 

 地区内の親睦をはかる目的で企画したが中止となり残念。 

・WEB 講習会 

 ＜事業目的・趣旨＞ 

   WEB 講習・会議の推進 

 ＜開催時期・場所・参加人数＞ 

 場所は全て Zoom  参加者は一般も含む  中止 

 ＜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＞ 

   会員の資質向上のための講習会を企画したが中止となり残念 

（4）榛原地区 

・地区講習会 

＜事業目的・趣旨＞ 

     昨今の建築基準法の動向を理解する。 

新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

・地区会 

＜事業目的・趣旨＞ 

    今年度事業について 

＜開催時期・場所＞  

第 1回 3.10.20 （水）参加者 14 名 

静波防災センター１階会議室 

＜事業内容＞ 

    各委員会報告と次期役員及び委員について  

＜事業効果＞ 

   来年度の役員と委員を決定した。 


