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平成３０年度事業報告（案）  

一般社団法人 兵庫県建築士事務所協会 

                      会 長  柏 本  保 

 

本年度は、当初予算において収支が 570万円以上のマイナスが見込まれる財政状況のもと、兵庫県知

事からは“建築士法第 26条の 3第 3項において準用する同法第 10条の 13”の規定に基づく報告を求

められるという危機的な状況にありました。このような中、平成 30年 7月 11日付で財政健全化検討委

員会を立ち上げ収支改善計画に取り組みました。その中で、支部事業活動費の減額、事務局職員の人件

費削減の他、広報誌等の発刊物の部数削減や会議のペーパーレス化等々による事務経費削減も行いまし

た。その一方で収支差額の赤字解消に向け広報誌やバナー広告による広告収入の増額にも努めました。

しかし、現行の年会費では今後の本会の財政需要を満たすことは不可能であり、本会の運営を継続して

いくために、昭和 57年度以降据え置いてまいりました年会費の改定を平成 31年 1月 16日の理事会に

て決議し、来年度以降の会費の値上げに踏み切るという苦渋の決断となりました。 

こうした中、兵庫県の指定事務所登録機関として安定した建築士事務所登録業務の遂行の為に、各種

規程の見直しにも取り組むことにより、事務局体制の整備及び協会運営の基盤の安定化が図れました。

また、法定講習、開設者研修会をはじめとする講習会・研修会については、ほぼ当初の計画通り実施で

きました。その他、建築士法に基づく法定団体として兵庫県をはじめ関係官庁、日事連、単位会等と連

携して建築士事務所の健全な発展に向けた事業活動を展開しました。 

今後については、会員の高齢化の波が確実に押し寄せる中、青年部・女性部会を中心として次世代へ

の活動の輪を広げるための取り組みを強め、より多くの建築士事務所が本会に参画するための会員拡大

が必要と認識しており、来年度は会員拡大委員会を中心とし各支部との連携をさらに密にし、会員の拡

大・増強に期待いたします。 

なお、平成 31年 3月 16日(土)、兵庫県公館で、本協会が「県政に貢献のあった団体」として県政

150周年記念知事表彰を受賞いたしました。本協会は、今後も法定団体として、会員の皆様と共に、よ

り一層地域社会に密着した活動の取り組みを推進して参ります。 

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 

   （一社）日本建築士事務所協会連合会の全国大会（東京開催）への協力・参加者 12名、青年

話創会への参加、近畿ブロック協議会例会（大阪大会）への参加 15名、日事連の京都会・福岡

会・愛媛会との意見交換会の実施、日本綿業倶楽部の見学会の実施。また、兵庫県建築指導課と

の意見交換会の開催。財政健全化検討委員会による収支改善計画の取り組み。会計処理規程、職

員給与規程等々の改正をはじめとした諸規程の見直し。会員名簿の発行。 

・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を実施。また、開設者・管理建築士のための建

築士事務者の管理研修会を県下 3か所にて開催。その他、法定講習会である管理建築士講習を 2

回、建築士定期講習を 3回実施。 

・業務技術部 

   兵庫県の補助事業であるインスペクション普及啓発セミナーを県下 3か所において開催。既存

住宅状況調査技術者講習を開催。 

・広報渉外部 

   広報誌「くすのき」145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、建築設計関連団体との交流連携。建築士事務所キャンペーンの活動支援、賛

助会員との意見交換会の他、お悩みパーフェクト無料相談会の開催。新たに兵庫県営繕課との意

見交換会の開催。 

[委 員 会] 

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 

指導倫理委員会・・・・・・・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 5/24

理事会 7 4/19 5/24 7/11 9/5 10/17 1/16 3/20

4/16 5/9 6/6 7/4 8/8 9/5 10/10 11/5

12/3 1/9 2/6 3/6

県との意見交換会 3 7/20 11/5 3/18

賛助会との意見交換会・報告会 3 5/22 10/17 2/13

監事監査 2 4/16 10/10

支部長会 5 7/11 9/5 10/17 2/13 3/20

相談役会 2 4/16 9/5

総務財務部会 7 4/25 5/9 7/4 8/2 10/3 12/26 2/27

教育情報部会(くすのき建築文化賞ｺﾝｸｰﾙ審査会を含む) 5 5/22 6/7 11/6 12/12 3/27

業務技術部会 1 6/21

広報渉外部会 6 6/26 8/6 9/3 10/12 11/22 1/24

4/25 5/9 6/18 7/20 8/30 9/19 11/9 11/10

12/7 12/17 1/25 2/15 2/27 3/22

役員候補者選定委員会 1 1/23

苦情解決委員会 1 10/23

指導倫理委員会 2 12/14 1/18

財政健全化検討委員会 1 7/19

建築物耐震判定委員会 6 4/23 7/23 11/19 12/20 1/21 3/22

耐震判定ヒヤリング 6 4/7 6/2 10/6 12/1 12/22 3/2

建築物耐震審査検討委員会 6 4/17 7/10 11/12 12/13 1/11 3/12

日事連総会 1 6/26

全国会長会議 2 6/26 12/5

広報渉外委員会(Web会議を含む) 3 4/25 10/30 2/26

災害対策特別委員会 3 9/20 11/14 2/13

全国大会（東京開催） 1 10/5

青年話創会 1 10/5

事務局連絡会議 1 7/6

近畿ブロック協議会単位会定例会議 3 7/9 11/30 3/8

近畿ブロック協議会例会（大阪会） 1 9/7

法定講習（管理建築士講習・建築士定期講習） 4 6/15 9/12 11/28 2/20

既存住宅状況調査技術者講習（新規講習） 1 11/20

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 10/24 11/1 11/14

適合証明技術者業務講習 1 8/22

インスペクション普及啓発セミナー 3 1/19 2/16 3/9

兵庫県自由業団体連絡協議会（相談会を含む） 4 6/12 9/5 9/29 11/9

ひょうご空き家対策フォーラム(研修会を含む) 6 6/27 9/18 11/9 11/13 11/19 12/18

その他会議 5/23 6/4 7/12 8/3 8/9 8/27 8/29 9/14

11/9 12/10 12/12 12/21 1/10 1/14 1/16 1/24

2/12 2/28 3/16

会議等開催数合計 149

19

月　日

常任理事会 12

青年部・女性部合同委員会
(単位会、見学会等を含む)

15

会 議 等 報 告
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■第46回通常総会

開催日 平成30年5月24日（木）

会  場 兵庫県私学会館 3階　302・303号室

出席者72人　表決委任者201人 計273人　(会員数414人）

議決された事項

・平成29年度事業報告に関し承認を求める件

・平成29年度一般会計収支決算報告に関し承認を求める件

・平成29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29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

・平成30・31年度 役員選任の件

■平成30年4月19日（木）　第33回(平成30年度)理事会

・前回理事会（H30.3.20開催）議事録の承認について

・会長声明文(通常総会議案書同封)について

・平成30年度 通常総会について

・平成30・31年度役員候補者の推薦について

・平成30・31年度役員部員業務分担について

・正会員入会申込について

・各部、委員会事業報告

■平成30年5月24日（木）　第34回(平成30年度)理事会

・平成30・31年度 会長及び常務理事、常任理事等の選定について

■平成30年7月11日（木）　第35回(平成30年度)理事会

・前回理事会（H30.4.19開催）議事録の承認について

・職員給与規程の改正について

・第42回建築士事務所全国大会(東京開催)への参加・協力について

・賛助会員入会申込について

・適合証明技術者新規・更新登録申請受付について

・平成30年度ひょうご空き家対策フォーラム協賛金について

・平成30年度県政150周年記念県民連携事業について

・平成30年度広報誌「くすのき」の発刊について

・平成30年度「無料お悩みパーフェクト相談会」分担金について

・各部、委員会事業報告

・平成30年度 第46回通常総会議案書について

・協会財政健全化と安定経営の推進について
　財政健全化検討委員会の設置について

・平成30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」開催について

通 常 総 会

臨 時 総 会

通 常 総 会

臨 時 総 会
理 事 会
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■平成30年9月5日（水）　平成30年度臨時理事会

・前回理事会（H30.7.11開催）議事録の承認について

・支部事業活動費の削減について

・西日本豪雨災害見舞金について

・各部、委員会事業報告

■平成30年10月17日（水）　第36回(平成30年度)理事会

・前回臨時理事会（H30.9.5開催）議事録の承認について

・会費一時金の徴収(12,000円)並びに会費の改定について

・会計処理規程の改正について

・積立金に関する規程制定について

・北海道胆振東部地震見舞い金について

・各部、委員会事業報告

■平成31年1月16日（水）　第37回(平成30年度)理事会

・前回理事会（H30.10.17開催）議事録の承認について

・会費の改定について

・くすのき建築文化賞基金規約改定について

・会計処理規程の改正について

・積立金に関する規程制定について

・第13回くすのき建築文化賞コンクール収支予算案について

・各部、委員会事業報告

■平成31年3月20日（水）　第38回(平成30年度)理事会

・前回理事会（H31.1.16開催）議事録の承認について

・来年度収支予算案について

・定款細則の改定について

・役員選任に係る諸規程の改正について

・各部、委員会事業報告

・「一般社団法人兵庫県建築士事務所協会事務規則」並びに
　「委員会・部会の所管に関する要綱」の制定について

・「くすのき建築文化賞コンクール基金管理・運営要綱」の
　制定並びに「くすのき建築文化賞コンクール実施要領」
　の改正について

・くすのき建築文化賞コンクール運営要領(審査基準)の
　改定について

・「一般社団法人兵庫県建築士事務所協会事務規則」並びに
　「委員会・部会の所管に関する要綱」の制定について

・平成30年度インスペクション普及啓発セミナー
　収支予算案について

・来年度事業計画並びに各部・各委員会活動方針案
　について
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■平成30年4月16日（月）　第71回(平成30年度)常任理事会

協議事項

協議第1号　平成30年度第46回通常総会議案書案について

協議第2号　平成30年度第46回通常総会について

協議第3号　会長声明文(通常総会議案書同封)について

協議第4号　平成30・31年度役員候補者の推薦について

協議第5号　平成30・31年度役員部員業務分担について

協議第7号　会員移動報告と会費の扱いについて

協議第8号　平成30年度法定講習の実施について

協議第9号　既存住宅状況調査に係る相談窓口設置について

協議第10号　平成30年度既存住宅状況調査技術者講習について

協議第11号　平成30年度インスペクション普及支援事業申請について

報告事項

報告第2号　平成30年度日事連建築賞について

報告第3号　平成29年度第4回広報渉外部会議事録について

報告第4号　平成29年度インスペクション普及支援事業実績報告について

■平成30年5月9日（水）　第72回(平成30年度)常任理事会

協議事項

協議第1号　平成30年度第46回通常総会開催について

協議第2号　平成30年度退任役員記念品料の支払いについて

協議第3号　平成30・31年度役員部員業務分担(5月8日現在)について

報告事項

報告第2号　既存住宅状況調査技術者団体賠償責任保険制度について

報告第3号　平成30年度お悩みパーフェクト相談会打ち合わせ会について

その他

・賛助会との打ち合わせ会について

協議第4号　平成30年度開設者・管理建築士のための建築士事務所の
　　　　　 管理研修会について

協議第5号　平成30年度日事連建築賞について

協議第6号　平成30年度法定講習の実施について

協議第7号　平成30年度インスペクション普及支援事業応募申込について

協議第8号　ひょうご住まいづくり協議会幹事について

協議第9号　既存住宅状況調査に係る相談窓口設置について
協議第10号　会誌「日事連」連載「住宅・省エネレポート」
　　　　　  執筆依頼について

報告第1号　平成30年度第1回総務財務部、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1号　支部事業活動報告(明石支部、柏原支部、龍野支部、阪神支部)
　　　　　 について

協議第6号　平成30・31年度日事連常置委員会委員候補者の
　　　　　 推薦について

協議第12号　平成30年度お悩みパーフェクト相談会打ち合わせ会
　　　　　　日程調整について

常任理事会
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■平成29年6月6日（水）　第73回(平成30年度)常任理事会

協議事項

協議第1号　財政健全化に向けた今後の取り組みについて

協議第2号　平成30年度県政150周年記念県民連携事業について

協議第3号　貝原俊民美しい兵庫づくり賞について

協議第4号　広報誌「くすのき」掲載内容と発行回数の見直しについて

報告事項

報告第1号　平成30年度第46回通常総会開催報告について

報告第2号　平成30年度法定講習担当割当について

報告第3号　平成30年度適合証明技術者新規・更新登録について

報告第5号　平成30年度日事連建築賞第2次審査推薦作品について

報告第7号　既存住宅状況調査技術者団体賠償責任保険制度について

報告第9号　柏本会長就任インタビューについて

■平成30年7月4日（水）　第74回(平成30年度)常任理事会

協議事項

協議第1号　兵庫県建築指導課からの報告要請について

協議第2号　協会財政健全化と安定経営の推進について

協議第3号　職員給与の改正について

協議第4号　第42回建築士事務所全国大会(東京開催)への協力について

協議第7号　平成30年度ひょうご空き家対策フォーラム協賛金について

協議第8号　平成30年度県政150周年記念県民連携事業について

報告事項

報告第1号　平成30、31年度役員並びに部員業務分担表について

報告第3号　「第3回貝原俊民美しい兵庫づくり賞」の推薦について

報告第4号　平成30年度第2回教育情報部会議事録について

報告第5号　平成30年度第1回業務技術部会議事録について

報告第7号　平成30年度第1回広報渉外部会議事録について

報告第8号　平成30年度お悩みパーフェクト相談会について

その他

・神戸支部幹事会会場について

協議第6号　平成30年度適合証明技術者新規・更新登録受付への
　　　　　 協力について

報告第2号　平成30年度第46回通常総会開催報告について

報告第6号　平成30年度インスペクション普及支援事業採択通知
　　　　　 について

協議第5号　平成30年度開設者・管理建築士のための建築士事務所の
　　　　　 管理研修会収支予算案について

報告第4号　平成30年度開設者・管理建築士のための建築士事務所の
　　　　　 管理研修会について

報告第6号　平成30年度インスペクション普及支援事業採択通知
　　　　　 について

報告第8号　日事連平成29年度建築士事務所キャンペーン、共同要望
　　　　　 運動等報告について
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■平成30年8月8日（水）　(平成30年度)臨時常任理事会

協議事項

協議第1号　支部事業活動費の削減について

協議第2号　収支改善計画(8月2日県提出分)について

協議第3号　西日本豪雨災害見舞金について

協議第4号　平成30年度既存住宅状況調査技術者講習の開催について

報告事項

報告第1号　平成30年度第4回総務財務部会(電子会議)議事録について

報告第2号　会員資格の停止と入会取り消しについて

報告第3号　平成30年度近畿ブロック協議会例会(大阪大会)参加について

協議第4号　支部事業活動報告(三田支部、姫路支部)について

報告第6号　第1回財政健全化検討委員会議事録について

■平成30年9月5日（水）　第75回(平成30年度)常任理事会

協議事項

協議第1号　財政健全化に係る取り組みについて

報告事項

報告第2号　第4回青年部・女性部合同委員会議事録について

報告第3号　平成30年度インスペクション普及啓発セミナーについて

報告第4号　改正建築基準法講習会について

報告第5号　平成30年度県政150周年記念県民連携事業について

■平成30年10月10日（水）　第76回(平成30年度)常任理事会

協議事項

協議第1号　諸規定、規約、細則等の整備について

協議第2号　北海道胆振東部地震見舞い金について

報告事項

報告第1号　平成30・31年度会員名簿発行について

報告第2号　第5回総務財務部会議事録について

報告第3号　第5回青年部・女性部合同委員会議事録について

報告第4号　支部事業活動報告(神戸支部)について

報告第5号　平成30年度「適合証明技術者業務講習」収支報告について

報告第8号　平成30年度県政150周年記念県民連携事業について

報告第10号　平成30年度広報誌くすのき並びに会員名簿広告募集について

報告第11号　会誌「日事連」平成31年1月号寄稿依頼について

報告第12号　広報誌くすのき担当表について

報告第13号　第3回広報渉外部会議事録について

協議第5号　平成30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
　　　　　 受講案内の発送について

協議第1号　平成30・31年度会員名簿並びに平成30年度広報誌「くすのき」
　　　　　 発行に係る3社見積結果について

協議第6号　平成30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
協議第7号　平成30年度インスペクション普及啓発セミナー進捗状況
　　　　　 パネラー依頼、後援名義使用承認依頼、レジメ、チラシ等について

協議第9号　ひょうご空き家対策フォーラム空き家相談マニュアル研修会の開催
　　　　　 （空き家相談員の推薦)について
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■平成30年11月5日（月）　第77回(平成30年度)常任理事会

協議事項

協議第1号　第2回兵庫県との意見交換会について

協議第2号　協会財政健全化について

協議第3号　交通費申請業務について

協議第4号　平成30年度広告申込について

報告事項

報告第1号　支部事業活動報告(但馬支部、阪神支部)について

報告第2号　平成30年度インスペクション普及啓発セミナーについて

報告第3号　空き家相談マニュアル研修会について

報告第4号　平成30年度広報誌くすのき作業状況について

報告第5号　賛助会との交流会について

■平成30年12月3日（月）　第78回(平成30年度)常任理事会

協議事項

協議第1号　平成30年度10月末時点予算執行状況について

協議第2号　第13回くすのき建築文化賞コンクール予算案について

報告事項

報告第1号　平成30年度広告申込について

報告第2号　支部事業活動報告(姫路支部)について

報告第3号　くすのき建築文化賞コンクールポスター見積結果について

報告第4号　平成30年度第3回教育情報部会議事録について

報告第5号　平成30年度インスペクション普及啓発セミナーチラシについて

報告第6号　「ひょうご空き家・拡大無料相談会」相談員の推薦について

報告第7号　平成30年度広報誌くすのき作業状況について

報告第8号　平成30年度第4回広報渉外部会議事録について

■平成31年1月9日（月）　第79回(平成30年度)常任理事会

協議事項

協議第1号　平成31年度予算の試算について(会費値上げについて)

協議第3号　くすのき建築文化賞基金規約改定について

報告事項

報告第1号　会費未納者(会員資格喪失を含む)について

報告第2号　平成30年度第6回総務財務部会議事録について

報告第3号　平成30年度青年部・女性部合同委員会活動報告について

報告第4号　支部事業活動報告(神戸支部、但馬支部)について

報告第6号　平成30年度第4回教育情報部会議事録について

報告第7号　平成30年度既存住宅状況調査技術者講習収支報告について

報告第8号　ひょうご空き家対策フォーラム第6回運営委員会報告について

報告第9号　改正業務報酬基準に係る説明会について

報告第10号 平成30年度広報誌くすのき編集作業進行状況について

協議第2号　くすのき建築文化賞コンクール運営要領(審査基準)の改定
　　　　　 について

協議第4号　平成30年度インスペクション普及啓発セミナー収支予算案
　　　　　 について

協議第5号　平成30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
　　　　　 収支報告について
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その他

・兵庫県営繕課との設計業務に関する意見交換会について

■平成31年2月6日（水）　第80回(平成30年度)常任理事会

協議事項

協議第1号　第3四半期収支報告と今後の協会運営について

協議第3号　役員選任に係る諸規程の改正について

協議第5号　平成31年度主な会議日程案について

協議第6号　加古川支部規約の改正について

協議第7号　本会会員に関する苦情解決業務に係る調査報告について

報告事項

報告第1号　平成30年度第8回青年部・女性部合同委員会議事録について

報告第2号　支部事業活動報告(明石支部)について

報告第3号　ひょうご空き家・拡大無料相談会結果報告について

報告第4号　インスペクション普及啓発セミナー実施報告について

報告第5号　平成30年度第6回広報渉外部会議事録について

報告第6号　広報誌「くすのき」145号の発刊について

その他

■平成31年3月6日（水）　第81回(平成30年度)常任理事会

協議事項

協議第1号　来年度予算案について

協議第3号　定款細則の改正について

協議第4号　平成30年度支部事業活動報告(神戸支部)について

協議第5号　来年度教育情報部講習会・研修会担当割当案について

協議第6号　告示98号による改正業務報酬基準講習会案について

協議第7号　広報誌「くすのき」145号の配付先について

報告事項

報告第1号　一般社団法人兵庫県建築士事務所協会事務規則再提出について

報告第5号　平成30年度第8回青年部・女性部合同委員会議事録について

報告第6号　大阪会若手部会設立記念式典「大坂の陣」参加報告について

報告第7号　ヨドコウ迎賓館＆淀川製鋼所大阪工場見学会開催について

報告第9号　第13回くすのき建築文化賞コンクール選考委員会について

報告第10号 インスペクション普及啓発セミナー実施報告について

報告第11号 広報誌「くすのき」発刊に伴う支出明細について

報告第3号　会員拡大委員会の設置について

報告第4号　平成30年度第7回総務財務部会議事録について

報告第8号　支部事業活動報告(赤穂支部、加古川支部、神戸支部、
　　　　　 北はりま支部)について

協議第2号　年会費に関するお知らせ文案(臨時支部長会説明資料)について

協議第4号　平成31年度各部・委員会事業計画案について

・指定住宅紛争処理機関「兵庫県弁護士会住宅紛争審査会」紛争処理委員候補者
　推薦について

協議第2号　来年度事業計画案について

報告第2号　平成30年度後期会費未納者について

・指定住宅紛争処理機関「兵庫県弁護士会住宅紛争審査会」紛争処理委員候補者
　推薦依頼について
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月　　日 会　　議　　名 出　席　者 場　　　所

平成30年4月16日 第 71 回 (平成30年度)常任理事会 10 古河ビル 402号室

5月9日 第 72 回 (平成30年度)常任理事会 13 古河ビル 402号室

6月6日 第 73 回 (平成30年度)常任理事会 11 古河ビル 402号室

7月4日 第 74 回 (平成30年度)常任理事会 12 古河ビル 402号室

8月8日 (平成30年度)臨時常任理事会 11 古河ビル 402号室

9月5日 第 75 回 (平成30年度)常任理事会 12 古河ビル 402号室

10月10日 第 76 回 (平成30年度)常任理事会 11 古河ビル 402号室

11月5日 第 77 回 (平成30年度)常任理事会 10 古河ビル 402号室

12月3日 第 78 回 (平成30年度)常任理事会 10 古河ビル 402号室

平成31年1月9日 第 79 回 (平成30年度)常任理事会 11 古河ビル 402号室

2月6日 第 80 回 (平成30年度)常任理事会 11 古河ビル 402号室

3月6日 第 81 回 (平成30年度)常任理事会 11 古河ビル 402号室

平成30年7月20日 第 1 回 県との意見交換会 15 古河ビル 402号室

11月5日 第 2 回 県との意見交換会 14 古河ビル 402号室

平成31年3月18日 第 1 回 県との意見交換会(営繕課) 23 古河ビル 402・403号室

1．通常総会開催の準備、議案書作成、運営

2．諸規程の見直し（部会及び委員会の運営に係る報酬表改正、就業規則並びに

 育児・介護休業等に関する規則改正及び労使協定の締結）及び役員選任規程、

 同運用細則、役員候補者選考選挙管理細則の改正に向けた検討を行った。

3．綿業会館見学会（第4回青年部・女性部合同委員会）

日　　時　　平成30年7月20日（金）

場　　所　　日本綿業倶楽部

参加者数 11人

4．(一社)日本建築士事務所協会連合会 青年話創会への参加

日　　時　　平成30年10月5日（金）

場　　所　　TKP新橋カンファレンスセンター　ホール2A

参加者数 3人

5．(一社)日本建築士事務所協会連合会 全国大会（東京開催）への参加

日　　時　　平成30年10月5日（金）

場　　所　　帝国ホテル　富士の間

参加者数 13人

6．福岡会・愛媛会・京都会との交流研修会

日　　時　　平成30年11月9日（金）～10日(土)

場　　所　　福岡市内各所

参加者数 4人

7．京都会・東京会との交流研修会

日　　時　　平成30年12月7日（金）

場　　所　　ホテル京阪 京都グランデ　富士の間

参加者数 3人

8．大阪会 若手部会設立記念「大坂の陣」参加

日　　時　　平成31年2月15日（金）

場　　所　　大阪府建築健保会館　6階ホール

参加者数 3人

事　　業　　報　　告

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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9．京都会　地盤についての勉強会参加

日　　時　　平成31年2月27日（水）

場　　所　　Kyoto de meeting

参加者数 3人

10．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

平成30年4月16日 監査　平成29年度収支報告 10 古河ビル 402号室

4月25日 第 1 回 総務財務部会 16 兵庫県私学会館

4月25日 第 1 回 青年部・女性部合同委員会 16 兵庫県私学会館

5月9日 第 2 回 総務財務部会 17 古河ビル 402号室

5月9日 第 2 回 青年部・女性部合同委員会 17 古河ビル 402号室

6月18日 第 3 回 青年部・女性部合同委員会 7 古河ビル 402号室

7月4日 第 3 回 総務財務部会 13 古河ビル 402号室

7月20日 第 4 回 青年部・女性部合同委員会 9 日本綿業倶楽部

8月2日 第 4 回 総務財務部会（電子会議） 10

8月30日 第 5 回 青年部・女性部合同委員会 8 古河ビル 402号室

9月19日 第 6 回 青年部・女性部合同委員会 8 古河ビル 402号室

10月3日 第 5 回 総務財務部会 13 古河ビル 402号室

10月10日 監査　平成30年度上半期収支報告 10 古河ビル 402号室

10月23日 第 7 回 青年部・女性部合同委員会 9 古河ビル 402号室

12月17日 第 8 回 青年部・女性部合同委員会 13 古河ビル 402号室

12月26日 第 6 回 総務財務部会 8 古河ビル 402号室

平成31年1月25日 第 9 回 青年部・女性部合同委員会 7 古河ビル 402号室

2月27日 第 7 回 総務財務部会 8 古河ビル 402号室

3月22日 第 10 回 青年部・女性部合同委員会 11 古河ビル 402号室

【法定講習】

1．平成30年度 一級/二級/木造建築士定期講習

第1四半期

日　時　　平成30年6月15（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　　129人

第3四半期

日　時　　平成30年11月28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　　92人

2．平成30年度 管理建築士講習

第2四半期

日　時　　平成30年9月12日（水）　9：40～17：20

場　所　　兵庫県林業会館 3F 304号室

受講者数　　8人

第4四半期

日　時　　平成31年2月20日（水）　9：40～17：20

場　所　　古河ビル 4F 402号室

受講者数　　8人

開催数

教育情報部
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【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　　平成30年10月24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　　70人

第二会場（姫路）

日　時　　平成30年11月1日（木）　9：30～16：30

場　所　　姫路商工会議所 6F 605ホール

受講者数　　 59人

第三会場（神戸）

日　時　　平成30年11月14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　　 57人

4．適合証明技術者業務講習

日　時　　平成30年8月22日（水）　13：00～17：15

場　所　　兵庫県中央労働センター 2F 大ホール

受講者数　　 99人

月　　日 会　　議　　名 出　席　者 場　　　所

平成30年5月22日 第 1 回 教育情報部会 12 古河ビル 402号室

6月7日 第 2 回 教育情報部会 8 古河ビル 402号室

11月6日 第 3 回 教育情報部会 8 古河ビル 402号室

12月12日 第 4 回 教育情報部会 7 古河ビル 402号室

3月27日 第 5 回 教育情報部会 9 古河ビル 402号室

日　時　　平成30年11月20日（火）　9：30～17：00

場　所　　古河ビル 4F 402号室

受講者数　　11人

2．インスペクション普及啓発セミナー

日　時　　平成31年1月19日（土）　10：00～12：00

場　所　　大阪ガスディリバ姫路

受講者数　　8人

日　時　　平成31年2月16日（土）　9：30～11：30

場　所　　明石市民会館　アワーズホール

受講者数　　16人

日　時　　平成31年3月9日（土）　10：00～12：00

場　所　　神戸市勤労会館　4F　405号室

受講者数　　23人

月　　日 会　　議　　名 出　席　者 場　　　所

平成30年6月21日 第 1 回 技術部会 9 古河ビル 402号室

開催数

開催数

1．既存住宅状況調査技術者講習

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145号発行

 3．建築士事務所キャンペーン
「赤穂支部」 ①

「明石支部」 ① 「法の日」明石支部六士会無料相談会、平成30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

「淡路支部」 ① 住宅無料相談会、平成30年7月25日、8月22日　洲本市土木事務所

② 住宅無料相談会、平成30年10月27日、28日　洲本市文化体育館

③ 総合震災訓練、平成31年1月17日　兵庫県立淡路高等学校

「加古川支部」 ① 播磨町、稲美町からの要請による住宅無料相談会、平成30年4月29日、稲美町運動公園

② 播磨町、稲美町からの要請による住宅無料相談会、平成30年5月3日、稲美町運動公園

「柏原支部」 ① 住宅無料相談会、地盤液状化モデル実験公開、平成30年10月28日　丹波の森公苑

「神戸支部」 ①

②

③

「三田支部」 ①

②

「龍野支部」 ① 無料住宅相談、耐震診断相談、パンフレットの配布、平成30年11月3日、たつの市民フェスタ

「但馬支部」 ① 住宅無料相談会、平成30年11月17日、18日　新温泉町カニ祭りイベント会場

「阪神支部」 ① 西宮市建築・リフォーム相談業務、平成30年4月4日～平成31年3月27日 西宮市役所市民相談コーナー

「姫路支部」 ①

「北はりま支部」 ①

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30年9月29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30年11月9日（金）

場　　所　　神戸オリエンタルホテル

当 番 会　　兵庫県司法書士会

月　　日 会　　議　　名 出　席　者 場　　　所

平成30年6月12日 自由業団体連絡協議会 合同無料相談会 打ち合わせ会 2 兵庫県司法書士会　地下ホール

6月26日 第 1 回 広報渉外部会 8 古河ビル 402号室

8月6日 第 2 回 広報渉外部会 12 古河ビル 402号室

9月3日 第 3 回 広報渉外部会 5 古河ビル 402号室

9月5日 自由業団体連絡協議会 合同無料相談会 打ち合わせ会 2 兵庫県司法書士会　地下ホール

8月22日 自由業団体連絡協議会 2 オリエンタルホテル神戸

10月12日 第 4 回 広報渉外部会 5 古河ビル 402号室

11月22日 第 5 回 広報渉外部会 6 古河ビル 402号室

平成31年1月24日 第 6 回 広報渉外部会 7 古河ビル 402号室

開催数

住宅無料相談、耐震診断相談、平成31年2月16日、赤穂市民会館

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30年4月7日、都賀川公園・灘区民センター

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30年10月13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、耐震補強・大規模修繕パネル展示、各種パンフレットの配布等

平成31年3月23日、神戸市須磨区板宿本通商店街の一画

住宅無料相談会、簡易耐震診断啓発活動等、平成30年8月4日、三田まつり特設会場

住宅無料相談会、毎月第4金曜日　三田市役所1階ロビー

無料住宅相談、耐震模型展示、各種パンフレットの配布等、平成30年11月3日、イーグレ姫路

三木市なんでも相談、平成30年4月1日～平成31年3月31日、三木市役所、西脇市役所

広 報 渉 外 部
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発信年月日 № 送信先 項　　　　　　目 項目件数

平成30年9月11日 475
平成30年度広報誌「くすのき」並びに「2018・2019年
度版　会員名簿」の広告について（ご依頼)

9月26日 476 「会費自動振替」について（お願い）

平成31年3月26日 477 【重要なお知らせ・会費自動振替について】 他１件

発信年月日 № 送信先 項　　　　　　目 項目件数

平成30年4月4日 30-1 日事連より国交省からの周知依頼 他２件

4月4日 30-2
「神戸市開発事業の手続き及び基準に関する条例」事
業者説明会（第２回）の開催

4月4日 30-3
第8回トレッキング（兵庫県建築士事務所協会神戸支
部）の案内

4月12日 30-4 日事連より国交省からの周知依頼 他１件

4月18日 30-5 【訂正】建防協からの周知依頼

4月23日 30-6 日事連より「会務月報４２１号」の送付 他１件

4月25日 30-7
兵庫県住宅建築総合センター_平成30年度特定建築物
等定期報告業務実務講習会について

5月7日 30-8
兵庫労働局より「建築物に関わる石綿の事前調査にお
ける主な留意点について」

他１件

5月10日 30-9
兵庫県県土整備部住宅建築局住宅政策課より「平成30
年度地域型住宅グリーン化事業の募集開始について」

他２件

5月18日 30-10
有限会社日事連サービスより「既存住宅状況調査技術
者団体賠償責任保険制度のご案内」

他１件

5月29日 30-11 日事連より「会務月報４２１号」の送付 他２件

6月1日 30-12
日事連より「防災拠点となる建築物に係る機能継続ガ
イドライン」のとりまとめについて

6月5日 30-13
日事連より「建築設計業務委託の進め方－適切に設計
者選定を行うためのマニュアル」の公表について

他２件

6月8日 30-14
(公社)日本建築家協会 近畿支部兵庫地域会からのお
知らせ

6月19日 30-15 兵庫県建築設計監理協会よりご案内【再送】

6月21日 30-16 大阪北部地震のお見舞い

6月22日 30-17 日事連より会務月報423号の送付

6月22日 30-18
日事連より建築物の既設の塀の安全点検について（依
頼）

6月26日 30-19
兵庫県より木造住宅耐震リフォーム達人塾（ベーシッ
クコース）の開催について

他１件

正会員、賛助会員

正会員、賛助会員
E-mail保持者

くすのき速報

お知らせメール

15



発信年月日 № 送信先 項　　　　　　目 項目件数

平成30年6月27日 30-20 兵庫県建築指導課からのお知らせ

7月2日 30-21
兵庫県　住宅政策課より、7/25「兵庫県産木材」利用
拡大ツアーの案内

7月4日 30-22
尼崎市　都市計画課より尼崎市の条例に基づく「地区
づくりルール」の案内

7月5日 30-23 兵庫県都市政策課からのお知らせ

7月9日 30-24
日事連より国交省からのお知らせ「改正建築基準法に
関する説明会（第１弾）の開催について」

7月10日 30-25
 日事連より国交省からのお知らせ「建設工事における適
正な工期設定等のためのガイドライン」改訂について

他１件

7月12日 30-26 青年部・女性部合同委員会 第4回委員会

7月12日 30-27
神戸市住宅都市局より〔ご案内の補足〕神戸市「春日野
小学校校舎改築工事設計業務」委託事業者募集について

他２件

7月13日 30-28 日本建築家協会 近畿支部兵庫地域会からのお知らせ

7月19日 30-29
東播磨県民局加古川農林水産振興事務所からのお知ら
せ

7月23日 30-30 日事連より会務月報424号送付

7月25日 30-31
（公社）日本建築積算協会　関西支部より「非住宅木
造建築物への地域材利用」講習会のご案内

他１件

7月31日 30-32
トレッキング同好会（兵庫県建築士事務所協会神戸支
部）よりＢＢＱパーティーの案内

他１件

8月8日 30-33
兵庫県住宅政策課より「建築関係者向けの森林林業の
基礎研修」の募集

8月8日 30-34
青年部・女性部合同委員会からのお知らせ(第5回委員
会)

8月17日 30-35
神戸市より公募型簡易プロポーザルの実施のご案内
「六甲山牧場北エリアトイレ棟増築工事設計業務」

他２件

8月21日 30-36
 兵庫県林務課より「ひょうごの木」利用拡大シンポ
ジウムの開催のお知らせ

他１件

8月22日 30-37 兵庫県営繕課より兵庫県営繕課からのお知らせ 他１件

8月23日 30-38 事務局より本日(8/23)の業務に関するお知らせ

8月28日 30-39
第４２回 建築士事務所全国大会（東京開催）のご案
内

8月29日 30-40
兵庫県住宅政策課より平成30年「住宅の長寿命化リ
フォームシンポジウム」開催のお知らせ

他１件

9月3日 30-41
事務局からのお知らせ(9月4日　台風21号接近に伴う
対応について)

9月7日 30-42
平成30年度収支改善計画に基づく支部事業活動費の削
減について

9月10日 30-43
青年部・女性部合同委員会からのお知らせ(第6回委員
会)

9月12日 30-44 平成30年度建築士事務所に対する立入指導について

9月13日 30-45 既存住宅状況調査技術者講習のご案内

9月19日 30-46
兵庫県建築会より講演会『兵庫津の歴史を語る』の案
内

他２件

9月19日 30-47 アンケートご協力のお願い(日本工科大学校より)

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

平成30年9月21日 30-48
日事連よりホテル又は旅館におけるバリアフリー化に
向けた設計の取組みについて

他２件

9月26日 30-49
神戸市より公募型簡易プロポーザル審査結果「(仮称)
新中央区総合庁舎整備設計業務」

他２件

10月1日 30-50
兵庫県住宅政策課より、「平成30年度事業者向けセミ
ナー(但馬会場)」の案内

10月9日 30-51
兵庫県建築指導課防災耐震班より、「応急危険度判定
認定講習会及び判定訓練の開催について」の案内

10月11日 30-52
青年部・女性部合同委員会からのお知らせ(第7回委員
会)

10月11日 30-53 空き家相談マニュアル研修会開催案内

10月12日 30-54 兵庫県県土整備部住宅建築局建築指導課からの通知

10月15日 30-55
業務報酬基準（告示第15号）の改定案についてのパブ
リックコメントの開始について

10月18日 30-56
ブロック塀の診断義務化についてのパブリックコメン
トの開始について

10月19日 30-57
兵庫県県土整備部住宅政策局住宅政策課より、住宅省
エネ講習の案内

10月22日 30-58
兵庫県北播磨県民局と兵庫県建築設計監理協会からの
お知らせ

10月22日 30-59
広報誌くすのき及び会員名簿2018・2019の広告募集に
ついて

10月23日 30-60 広報誌「くすのき」掲載作品の募集について

10月24日 30-61 日事連より会務月報第427号ご送付 他１件

10月31日 30-62
OMこうべより「西区新庁舎等整備事業」設計者の募集
について（１０/３０～）

他２件

11月1日 30-63
JIA兵庫地域会より【第4回アーキテクツカフェ】　11
月22日（木）開催のご案内

他１件

11月6日 30-64
淡路瓦工業組合様より、「木造住宅／瓦屋根のある風
景　フォトコンテスト」の案内

11月8日 30-65
広報誌「くすのき」並びに会員名簿広告掲載へのご協
力お願い

11月19日 30-66 日事連より会務月報第427号ご送付

11月21日 30-67
兵庫県住宅政策課より兵庫県林務課が開催する県産木
材バスツアーについて

他１件

11月22日 30-68
日本建築防災協会からの「既存ブロック塀等の耐震診
断に関する講習」の開催について

12月14日 30-69
兵庫県建築指導課より「学校教育法及び建築士法の一
部改正に伴う関係告示の改正について」の通知

12月18日 30-70 インスペクション普及開発セミナー開催に関して

12月19日 30-71 ひょうご空き家拡大無料相談会のご案内

12月21日 30-72
応急危険度判定　認定講習会及び判定訓練の開催につ
いて」第2回

12月25日 30-73 【事務連絡】ＫＹＢ(株)及びカヤバシステムマシナリー(株)が製造した免震・制振ダンパーを
用いた建築物の調査における当面の安全性検証の方法について〔第２弾〕

12月26日 30-74
建築士事務所データベースシステムメンテナンスにつ
いて

他１件

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

12月27日 30-75
日事連より【事務連絡】消費税率の引上げに伴う住宅
取得支援策に関する対応について（協力依頼）

他１件

1月9日 30-76 東播工業高校　建築科作品展のご案内 他１件

1月11日 30-77
第１３回くすのき建築文化賞コンクールを開催のご案
内

1月16日 30-78 兵庫工業高等学校建築科　卒展２０１９のご案内 他１件

1月21日 30-79
「次世代住宅ポイント制度の内容について」の修正等
について

1月22日 30-80 「平成31年度 日事連建築賞の実施について」の案内

1月30日 30-81 業務報酬基準告示の改定について

2月5日 30-82
兵庫県建築指導課より告示98号の技術的助言の発出に
ついて

他１件

2月8日 30-83
大阪府建築家協同組合より仕様書予約販売のご案内等
について

他１件

2月18日 30-84
公共建物設計に関する兵庫県営繕課との意見交換会開
催のお知らせ

2月19日 30-85
日事連より「次世代住宅ポイント制度の内容につい
て」の修正等について

他１件

2月26日 30-86
林野庁公募事業「ＣＬＴを活用した建築の設計・建築
等の実証」の募集について

2月28日 30-87
神戸市住宅都市局建築技術部より営繕積算システム
RIBC2への移行について

他２件

3月5日 30-88
明石市都市局住宅・建築室建築安全課より建築基準法第
43条第2項第2号許可の包括同意基準の一部改正について

他１件

3月6日 30-89 神戸支部　第10回トレッキングのご案内

3月13日 30-90 ヨドコウ迎賓館見学会ご案内 他１件

3月20日 30-91
兵庫県建築指導課より建築基準条例の一部改正につい
て

3月27日 30-92 「神戸支部　トレッキング同好会」からのお知らせ 他２件

正会員、賛助会員
E-mail保持者
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1．役員の選任等に関する規程の改正

月　　日 出　席　者 場　　　所

平成31年1月23日 第 1 回 役員候補者選考委員会 13 古河ビル 402号室

　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．平成29年度判定物件合計数11件

月　　日 会　　議　　名 出　席　者 場　　　所

平成30年4月7日 第 75 回 判定物件ヒアリング 11 姫路商工会議所403号室

4月17日 第 78 回 建築物耐震審査検討委員会 8 古河ビル 402号室

4月23日 第 79 回 建築物耐震判定委員会(判定物件数2件) 13 古河ビル 402号室

6月2日 第 76 回 判定物件ヒアリング 11 姫路労働会館サークルＡ

7月10日 第 79 回 建築物耐震審査検討委員会 8 古河ビル 402号室

7月23日 第 80 回 建築物耐震判定委員会(判定物件数2件) 12 古河ビル 402号室

10月6日 第 77 回 判定物件ヒアリング 10 姫路労働会館第2会議室

11月12日 第 80 回 建築物耐震審査検討委員会 7 古河ビル 402号室

11月19日 第 81 回 建築物耐震判定委員会(判定物件数2件) 11 古河ビル 402号室

12月1日 第 78 回 判定物件ヒアリング 9 古河ビル 402号室

12月13日 第 81 回 建築物耐震審査検討委員会 6 古河ビル 402号室

12月20日 第 82 回 建築物耐震判定委員会(判定物件数4件) 11 古河ビル 402号室

12月22日 第 79 回 判定物件ヒアリング 9 姫路労働会館サークルＡ

平成31年1月11日 第 82 回 建築物耐震審査検討委員会 6 古河ビル 402号室

1月21日 第 83 回 建築物耐震判定委員会(判定物件数2件) 10 古河ビル 402号室

3月2日 第 80 回 判定物件ヒアリング 7 姫路商工会議所402号室

3月12日 第 83 回 建築物耐震審査検討委員会 4 古河ビル 402号室

3月22日 第 84 回 建築物耐震判定委員会(判定物件数1件) 8 古河ビル 402号室

会　　議　　名

開催数

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

役員候補者選考委員会

１．平成30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 2,814 113 492 641 168 2,759

二級建築士事務所 817 58 123 94 58 817

木造建築士事務所 5 1 1 0 1 5

合　　計 3,636 172 616 735 227 3,581
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月　　日 会　　議　　名 出　席　者 場　　　所

平成30年7月11日 第 1 回 支部長会 22 古河ビル 402・403号室

9月5日 臨時 支部長会 22 古河ビル 402・403号室

10月17日 第 2 回 支部長会 23 古河ビル 402・403号室

平成31年2月13日 臨時 支部長会 23 古河ビル 402・403号室

3月20日 第 3 回 支部長会 22 古河ビル 402・403号室

月　　日 会　　議　　名 出　席　者 場　　　所

平成30年4月16日 第 1 回 相談役会 5 古河ビル 402号室

9月5日 第 2 回 相談役会 8 古河ビル 402号室

月　　日 出　席　者 場　　　所

平成30年4月25日 広報・渉外委員会 1 Ｗｅｂ会議

6月26日 全国会長会議 2 銀座東武ホテル

7月6日 事務局連絡会議 1 銀座東武ホテル

9月20日 災害対策特別委員会 1 日事連

10月5日 話創会 2 TKP新橋ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ

10月5日 全国大会(東京開催) 13 帝国ホテル

10月30日 広報・渉外委員会 1 日事連

11月14日 災害対策特別委員会 1 日事連

12月5日 全国会長会議 2 銀座東武ホテル

平成31年2月13日 災害対策特別委員会 1 日事連

2月26日 広報・渉外委員会 1 Ｗｅｂ会議

月　　日 会　　議　　名 出　席　者 場　　　所

平成30年7月9日 第 1 回 近畿ブロック協議会　定例会議 6 大阪第一ホテル

11月30日 第 2 回 近畿ブロック協議会　定例会議 6 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ大阪

平成31年3月8日 第 3 回 近畿ブロック協議会　定例会議 4 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ大阪

月　　日 出　席　者 場　　　所

平成30年10月23日 第 1 回 苦情解決委員会 10 古河ビル　４０２号室

月　　日 会　　議　　名 出　席　者 場　　　所

平成30年12月14日 第 1 回 指導倫理委員会 15 古河ビル　４０２号室

平成31年1月18日 第 2 回 指導倫理委員会 7 古河ビル　４０２号室

月　　日 出　席　者 場　　　所

平成30年7月19日 第 1 回 財政健全化検討委員会 13 古河ビル　４０２号室

開催数

開催数

会　　議　　名

開催数

会　　議　　名

開催数

会　　議　　名

近畿ブロック協議会

苦情解決委員会

支部長会

相談役会

日事連関連会議日事連

財政健全化検討委員会

指導倫理委員会
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月　　日 出　席　者 場　　　所

平成30年5月23日 ひょうご住まいづくり協議会幹事会 1 神戸市教育会館

6月4日 ひょうご住まいづくり協議会総会 1 兵庫県民会館

6月27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

7月12日 兵庫県政150周年記念式典 1 神戸国際会館

8月3日 兵庫県木材利用技術研究会通常総会 1 神戸市教育会館

8月9日 1 神戸市総合庁舎

8月27日 兵庫県被災建築物応急危険度判定協議会 1 ひょうご女性交流館

8月29日 「ひょうごの木」利用拡大協議会 1 兵庫県土地改良会館

9月14日 1 兵庫県庁会議室

9月18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

11月9日 1 兵庫県庁会議室

11月9、13、19日 22 不動産会館他

12月10日 1 神戸市教育会館

12月12日 1 ラッセホール

12月18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

12月21日 1 兵庫県中央労働センター

平成31年1月10日 兵庫県建築会新春交流会 1 神戸東急ＲＥＩホテル

1月14日 総合資格学院合格祝賀会 1 神戸東急ＲＥＩホテル

1月16日 兵庫県建築設計監理協会新年交流会 1 神戸東急ＲＥＩホテル

1月24日 兵庫県建築士会顧問会 1 兵庫県民会館

2月12日 空家特措法等に関する意見交換会 1 兵庫県中央労働センター

2月28日 「ひょうごの木」利用拡大協議会 1 兵庫県庁会議室

3月16日 兵庫県政150周年フィナーレイベント 4 兵庫県公館

初代県庁舎復元施設整備に係る基本・実施設計業務委託者選定委員会

空き家相談マニュアル研修会

兵庫県建築物安全安心推進協議会総会

兵庫県住宅再建共済制度推進会議

初代県庁舎復元施設整備に係る基本・実施設計業務委託者選定委員会

初代県庁舎復元施設整備に係る基本・実施設計業務委託者選定委員会

会　　議　　名

北播磨公共木造施設推進委員会

その他会議
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7 0 1 0 0 6

27 0 1 0 0 26

28 2 2 0 0 28

33 0 5 0 0 28

14 0 1 0 0 13

114 1 9 1 0 105

8 1 1 0 0 8

10 0 2 0 0 8

30 1 2 0 0 29

56 0 3 0 0 53

64 1 3 1 0 63

20 0 2 0 0 18

411 6 32 1 0 385

阪　　神
株式会社総合資格　総合資格学院　西宮北口校

井藤　純一

神　　戸
日本ペイント株式会社

阪　　神
齊藤防水株式会社

相田　新吾 齊藤　竜政

神　　戸
株式会社　ナガサワ文具センター

神　　戸
株式会社ナガワ神戸営業所

長澤　宗弘 梶原　基靖

木本　和伸

神　　戸
山陽建材工事株式会社

神　　戸
クマリフト株式会社

中村　彦士 熊谷　知哉

賛　助　会　員　　【　９ 社　】

支 部 名 名　　称　／　代表者名 支 部 名 名　　称　／　代表者名

神　　戸
カネカソーラー販売株式会社

神　　戸
株式会社　きもと

本郷　洋

三田 中田　文雄 但馬 徳網　啓吾 姫路 岡田　哲也

淡路 小池　崇之 淡路 才花　顕子 神戸 野上　哲也

正　会　員　　【　６ 人　】

支 部 名 氏　　　名 支 部 名 氏　　　名 支 部 名 氏　　　名

姫　　路 橋本　和利

神　　戸 正井　彬博 龍　　野 鳴瀬　敏雄 姫　　路 加藤　昭二

神　　戸 山本　潤吾 神　　戸 為金　清人 神　　戸 大津　善旦

特　別　会　員　　【　１３ 人　】

支 部 名 氏　　　名 支 部 名 氏　　　名 支 部 名 氏　　　名

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

計

賛　助　会　員

計
平成30年3月31日 入会者 退会者 除名 平成31年3月31日

131 9 4 0 136

龍野支部

但馬支部

阪神支部

姫路支部

北はりま支部

赤穂支部

明石支部

淡路支部

加古川支部

柏原支部

神戸支部

正　会　員

支部名 平成30年3月31日現在 入会者 退会者 移籍 除名 平成31年3月31日現在

三田支部

入 会 者

特 別 会 員
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（敬称略）

長澤　宗弘　／　牧田　尚弥

龍野支部
上林建設株式会社

阪神支部
大阪ガス㈱ 法人住宅営業部　兵庫営業チーム　第４グループ

上林　博幸 大村　広之　／　追田　進司

神戸支部
エステック株式会社

神戸
株式会社ナガサワ文具センター

西村　潔

賛　助　会　員　　【　４　社　】

支 部 名 名　　称　／　代表者名 支 部 名 名　　称　／　代表者名

姫路 坪田　　收 姫路 藤原　哲也 姫路 山長　忠良

北はりま 平尾　真智子 北はりま 蓬莱　貞義

田嶋　一功

三田 福永　順子 龍野 森下　勝弘 龍野 秦　正幸

阪神 桑原　朗夫 阪神 山崎　道雄 姫路

田中　市郎

神戸 三宗　愼吾 神戸 森本　壽晋 神戸 山本　優雄

神戸 山岸　憲治郎 但馬 河越　忠志 但馬

前田　實夫

神戸 正井　彬博 神戸 岩﨑　伸治 神戸 岩本　直樹

神戸 太田　博士 神戸 土田　剛司 神戸

岡林　伸樹

淡路 辰岡　慶治 加古川 髙原　千尋 加古川 玉置　一蔵

加古川 徳富　満男 加古川 納庄　正 柏原

辰岡　慶治

正　会　員　　【　３２　人　】

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

赤穂  沖　　祐子 明石 井上　省三 淡路

退 会 者退 会 者
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