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平成27年度事業報告
平成27年4月1日～平成28年3月31日

Ⅰ　本　　　　　　　部
◎役員会等の開催状況
1．総会、理事会、評議員会、常任理事会
　定時総会　平成27年 6月17日（水）
　　①平成26年度事業報告・収支決算報告
　　②平成26年度公益目的支出計画実施報告
　　③平成27年度事業計画・収支予算計画
　　④役員改選
　第1回　通常理事会　平成27年 6月17日（水）
　　①平成26年度事業報告・収支決算報告
　　②平成26年度公益目的支出計画実施報告
　　③平成27年度事業計画・収支予算計画
　　④役員改選
　第2回　通常理事会　平成27年11月25日（水）
　　①平成27年度上半期事業執行状況報告
　第1回　臨時理事会　平成27年 6月17日（水）
　　①役付役員選任
　　②常任理事ならびに常設委員長の委嘱
　　③理事の会務分掌
　定時評議員会　平成27年 6月 8日（月）
　　①議長、副議長改選
　　②役員等推薦
　常任理事会　8回
　　①理事会提出議案の作成、理事会議決事項の処理
　　②協会の会務執行　など
2．常設委員会
　協会の事業を円滑に遂行するため、4つの常設委員
会を設置している。
（1）編集委員会
　 　協会の会誌「建築と社会」の企画・編集のため、
編集委員会を設置している。編集委員会は特集小委
員会、作品作風小委員会、広告企画小委員会の3つ
の小委員会で構成されている。更に特集小委員会は
計画分科会（計画系、建築計画系、インテリア・住
宅系）と構造分科会、設備分科会、施工材料分科
会、法令分科会の5つの分科会に分かれている。編
集委員会を12回、特集小委員会を52回、作品作風
小委員会10回、広告企画小委員会を12回開催した。

（2）事業委員会
　 　見学会や講演会、研修会などを企画する情報見学
小委員会を7回開催し見学会を 5回実施した。概ね
35歳以下の若手みずからの企画による催しものを
行い、若手会員の増強と協会活動の活性化を目指す
U-35小委員会を16回実施するとともに、委員相互の
勉強会として、トークバトンを6回開催した。また、
学生アイデアコンペティションを1回開催した。

（3）出版委員会
　 　建築に関する図書の企画・編集・刊行を行うた
め、11回開催した。

（4）教育委員会
　 　建築工事実務講習会の打ち合わせのため講習会小委
員会や工高生のデザインコンクールを開くための工高
生教育小委員会を運営しており6回開催した。また、
講習会小委員会を3回開催した。大阪府や建築団体で
構成する協議会が実施する諸行事に協力するため、大
阪府住まいまちづくり普及協議会を11回開催した。
3．特別委員会
　協会の顕彰事業を円滑に遂行するため、３つの特別
委員会を設置している。
（1）青年技術者選考委員会
　 　設計・計画、構造、設備、施工など建築に関連す
る分野から満35歳以下の青年技術者を顕彰するた
め、選考委員会を4月17日（金）に開催した。

（2）工高生デザインコンクール審査委員会
　 　工高生デザインコンクールは、工高生の設計技能
向上のため、昭和30年創立以来毎年実施してきた。
10月17日（土）に審査委員会を開催した。

（3）読者と選ぶ「建築と社会」賞選考委員会
　 　「建築と社会」に掲載された前年の作品、記事の
中から社会性、環境などに配慮した建築作品や建築
にかかわる論文や記事などを顕彰するため、選考委
員会を4月20日（月）に開催した。
4．100周年関連事業委員会
　平成29年（2017年）の創立100周年関連事業を実施
するため、委員会等を設置している。
（1）史料研究会
　 　史料研究会では「再読　関西近代建築―モダンエ
イジの建築遺産」と題して「建築と社会」誌の平成
21年（2009年）4月号の第 1回から、平成27年 3
月に終えるまでの72回にわたり、近現代の建築を取
り上げ関西の建築遺産の豊かさを伝えてきた。
　 　平成28年 1月から過去に「建築と社会」誌に取り
上げてきた論考記事などを紹介、解説する新シリー
ズ「再読　関西近代建築―論考・記事編」の連載を
始めた。その連載及び記念誌の内容を協議するため
史料研究会を6回開催した。

（2）10年委員会
　 　次世代の建築界を担う人材の育成のため、ものづ
くりの実際を体感する建築現場見学会やまちづくりや
まちおこしに役立てることを目的とした「大阪ええと
こそうせい（創生）プロジェクト」を実施している。
　 　平成27年度は委員会を8回開催し、老舗ビルの誕
生日を祝うイベントを企画し実施した。また、学生
のための見学会を1回開催した。

（3）群像委員会
　 　群像委員会は関西の建築界のさまざまな分野の人
を「建築と社会」誌に紹介する「関西の建築界/群
像」を編集、企画のため、ミーティングや座談会を
3回、インタビューを1回実施した。

　 　平成21年（2009年）9月号から連載を開始しこ
の6月に終了するまで70回に及んだ。なお、群像委

員会は100年記念出版事業に向け衣替えした。
5．創立100周年記念事業委員会
　準備委員会を発展的に解消し、100周年記念事業の
推進母体となる「創立100周年記念事業委員会」を4
月に発足させた。委員会の下に幹事会を置きその下
部組織として推進エンジンとなる「記念誌出版WG」、
「式典WG」、「次世代WG」の3つのWGを立ち上げた。
　幹事会を10回、「記念誌出版WG」、「式典WG」、「次
世代WG」を随時開催した。

◎事業の執行状況
1．「建築と社会」誌の発行
　「建築と社会」は、大正６年の創立以来協会活動の
中核として、会員相互あるいは会員と社会を結ぶ役
割を果たしている。毎月発行し会員の手元に届けてい
る。平成28年３月号で通巻1128号を数えるに至った。

発行月 特集内容 特集以外の
主な内容

4月号 第21回会員作品“私の空間作法”໐作品作風
໐galley
໐法令コー
ナー
໐構造・設備
の頁
໐再読関西
近代建築―
論考・記事編
（1月から）
໐建築と社会
を考える（10
月から）
໐メンバーズ
フォーラム
໐新製品レ
ヴュー
໐インフォ
メーション　
など

5月号 あかり・文化・創造
6月号 これからの学びのかたち
7月号 第62回青年技術者
8月号 建築の価値
9月号 空き家と向き合う
10月号 職人がいなくなる‼オリンピックと10年後に備えて
11月号 形態にあらわれた構造

12月号 図面を変える～BIMの深化が
誘う建設プロセスの変革～

1月号 都市の記憶をたどって
2月号 非日常の棲み処～寝泊まりの進化
3月号 東海支部特集

2．講演会の開催
　今話題の建築物や構造物、都市問題など様々なジャ
ンルを対象にエピソードや苦労話、ノウハウなどを聞
く講演会を毎年開催している。平成27年度は2回開催
した。
安心な住まいとまちをささえる「建築家と建築士」の役
割とは『建築家と建築士―法と住宅をめぐる百年』著者
と語る　平成27年 6月13日（土）　80名
（NPO）西山卯三記念すまい・まちづくり文庫、（公社）大
阪府建築士会、（一社）大阪府建築士事務所協会、（公社）
日本建築家協会近畿支部共同主催
日本大学教授　速水　清孝
定時総会記念講演　平成27年 6月17日（水）　50名
「持続可能社会に向けた大阪大都市圏のグリーン・イ
ンフラと風景づくり」
公立大学法人大阪府立大学大学院教授　緑地環境科学
専攻　増田　昇
３．見学会の実施
　著名建築物や近代建築などの見学会を6回開催した。
・武庫川女子大学看護科学館学校科学館見学会
　平成27年 4月25日（土）　26名
・新ダイビル見学会
　平成27年 7月31日（金）　35名
・ 学生のための現場見学会「（仮称）城東区複合施設
建設工事」

　平成27年 9月25日（金）　19名
・ 市立吹田サッカースタジアム見学会
　平成27年10月24日（土）　36名
・立命館大学大阪いばらきキャンパス見学会
　平成27年11月14日（土）　20名
・ 「大徳寺三玄院の篁庵と玉林院の蓑庵・霞床席」茶
室見学会

　平成28年 3月23日（水）　35名
4．建築工事実務講習会の開催
　昭和32年以降、毎年主として中堅クラスの建築技術者
を対象に標記講習会を実施している。平成27年度は平
成28年1月13日（水）に1回実施した。参加者は86名。
5．顕彰事業の実施
（1）青年技術者の顕彰
　 　昭和29年度から毎年実施している。今回は23名
を顕彰した。顕彰者を称え激励するため、総会後に
表彰式を行った。

・設計・計画部門　12名
　 赤川貴世友、大西広朗、尾杉友浩、久保久志、小林
　靖、篠木大輔、鈴木星穂、砂川　善、太治大輔、
平野章博、三谷帯介、森下大右

・構造部門　4名
　石山達士、佐々木隆允、芹澤好徳、田中宏樹
・設備部門　5名
　瓜生陵太、津村昌伸、前川直也、松下　文、松島孝幸
・施工部門　2名
　藤本俊宏、涌田知昭
（2）読者と選ぶ「建築と社会」賞の顕彰
　 　作品部門4点、論考部門2点、今回新たに作品の
企画や活動報告、寄稿等にスポットあてた審査員特
別賞1点を選び総会後に表彰式を行った。

・作品部門
①浜松信用金庫きらりタウン支店
　建築主　浜松信用金庫
　設　計　㈱日建設計
　施　工　木内建設㈱
②あべのハルカス
　建築主　近鉄不動産㈱
　設　計　㈱竹中工務店
　施　工　 竹中工務店・奥村組・大林組・大日本土

木・錢高組共同企業体

③アステラス製薬 加島事業場厚生棟
　建築主　アステラス製薬㈱
　設　計　清水建設㈱関西事業本部一級建築士事務所
　施　工　清水建設㈱
④神戸海星女子学院中学校・高等学校
　建築主　（学法）海星女子学院
　設　計　㈱竹中工務店
　施　工　㈱竹中工務店
・論考部門
①建築と時間
　東京大学名誉教授　内藤　廣
②かたちとサイズ 力感論ふたたび
　（一財）日本建築総合試験所上席調査役　長瀬　正
・審査員特別賞
　 特集「でっかいものはすごいぞ」　編集委員会 構造
分科会

（3）優秀卒業生の表彰
　 　優秀な建築系学科卒業生を表彰することにより、
研鑽意欲の向上を促し、激励するため昭和27年から
実施している。平成27年度は、工業高校や専門学校
など30校48名を表彰した。
6．コンクールの実施
（1）工高生デザインコンクールの実施
　 　平成27年度で61回を数える。平成27年度は19校
84点の応募があり、10作品12名を表彰した。
・最優秀賞
　田中聖也、岡田直樹
・優秀賞
　池　美優、藤井真樹、伊藤勇哉
・入選
　 泉　杏佳、植田　豊、笠原楓恋、北岡彩那、鈴木千
広、辻　七加、矢口くるみ

（2）「新ええとこ」提案コンクールの実施
　 　普段見過ごされそうなまちの資源を発掘し、“こ
うしたらもっとよくなる”“もっといきいきする”
等のアイデアを創立100周年まで様々なテーマで募
集することにより、まちづくりや町おこし賑わいづ
くりに役立てていくことを目的に実施している。
　 　平成28年 3月には、平成26年度に実施した「『続
ええとこ』そぞろ歩く御堂筋コンクール」で選ばれ
た同名提案を社会実験として、御堂筋の老舗ビルの
誕生日を祝う「Happy Birthday dear A building！」
をガスビル南館及び御堂ビルで開催した。
7．出版物の刊行
　時代のニーズに即した新しい著書の発掘を第一とし、
建築に関する図書の企画・編集・刊行を行っており、昭
和27年以来多くの図書を出版してきた。「建築技術選書」
と「プロのノウハウ」シリーズはその代表である。
　平成27年度は、「プロのノウハウ」シリーズ「写真
マンガでわかる工務店のクレーム対応術」を発行し
た。また、シリーズ以外で「直感で理解する！構造設
計の基本」を刊行した。
8．共催、後援、協賛事業
　協会の事業主旨に合致する事業に共催、後援・協賛
した。
（1）共催
・大阪都市景観建築賞
　 大阪府、大阪市、（公社）大阪府建築士会、（一社）大
阪府建築士事務所協会、（公社）日本建築家協会近畿
支部、（一社）日本建築協会
・ 大阪府知事指定講習　改正建築基準法及び改正建築
士法の解説講習会
　 （公社）大阪府建築士会、（一社）大阪府建築士事務所
協会、（公社）日本建築家協会近畿支部、（一社）日本
建築協会

（2）後援
・LIVING＆DESIGN2015　（一社）L&D
・建築技術講習会「中山寺五重塔再建工事」他1件
　（公社）大阪府建築士会
・建築学生ワークショップ高野山2015
　（NPO）アートアンドアーキテクトフェスタ
・2015年児童画展　（一社）大阪府建築士事務所協会
・第1回防災まちづくり講演会
　（一社）大阪府建築士事務所協会
・講習会「伝統木造を中心とした耐震技術」他1件
　（公社）大阪府建築士会
・オトナ工芸魂展2015
　大阪工芸会　オトナ工芸魂展2015
・ まちあるきプロジェクト「ぶらり大阪“景観”
ウォーク天王寺区編」
　（一社）大阪府建築士事務所協会
・ 開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研
修会
　 （一社）大阪府建築士事務所協会・（一社）日本建築士
事務所協会連合会
・ 第 5回人間―生活環境系国際会議、ICHES2016 
Nagoya
　 第 5回人間―生活環境系国際会議、ICHES2016 
Nagoya
・第三回福祉住環境サミット
　（一社）福祉住環境アソシエーション
・講習会「特定天井の耐震化対策」他1件
　（公社）大阪府建築士会
・「マイナンバーへの対応」研修会
　（一社）大阪府建築士事務所協会
・「2015年版建築物の構造関係技術基準解説書」講習会
　 （一社）大阪府建築士事務所協会・（一社）日本建築士
事務所協会連合会
・建築材料・住宅設備総合展　KENTEN2016
　（一社）日本建築材料協会
・講習会「建築における板ガラス」他1件
　（公社）大阪府建築士会
・ BELCAセミナー「BELCA賞受賞建築物におけるロ
ングライフビルへの取組み」
　（公社）ロングライフビル推進協会
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・関西建設人ゴルフ大会　関西建設人ゴルフ大会委員会
・「槇文彦展」及び「槇文彦講演会」
　（公社）大阪府建築士会
・第2回防災まちづくり講演会
　（一社）大阪府建築士事務所協会
・ 「2015　構造設計Ｑ＆Ａ集」講習会―知っておきた
い構造設計の実務上のポイント―
　（一社）大阪府建築士事務所協会
・建築学生ワークショップ明日香村2016
　（NPO）アートアンドアーキテクトフェスタ
・講習会「これだけでわかる　建築基準法！」
　（公社）大阪府建築士会
・ 講演会「蒸暑地域“沖縄”に学ぶ住まいづくり」～
南の島から学ぶ高断熱高気密住宅の行方～
　（NPO）西山夘三記念　すまい・まちづくり文庫
・特集展示「郷土建築へのまなざしと日本建築協会」
　大阪歴史博物館
（3）協賛
・平成27年度「住生活月間」　住生活月間実行委員会
・ 平成27年度（第25回）大阪府公共建築設計コン
クール「あすなろ夢建築」　大阪府他
・Japan Home & Building Show2015
　（一社）日本能率協会
・建築・建材展2016　日本経済新聞社
・第39回人間―生活環境系シンポジウム
　人間―生活環境系学会
・ 講演会「建築紛争の現状と課題（その 4）」―大阪
地方裁判所における建築裁判からー
　（一社）日本建築学会近畿支部
・ シンポジウム「デジタル・コンストラクション―BIM
施工革新の展望―」　（一社）日本建築学会近畿支部

・ 平成28年度 1級・ 2級建築施工管理技術検定試験
受験講習会　（一財）地域開発研究所
9．建築関係団体との交流、連携
　建築関係をはじめとする各団体と交流・連携事業を
積極的に推進するため、平成21年度から関西建築 4
団体（大阪府建築士会、大阪府建築士事務所協会、日
本建築家協会近畿支部、日本建築協会）で構成する会
長・支部長懇談会に3回出席した。
10．工事請負契約約款事業
　民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款委員会に
委員を派遣するとともに、引き続き「民間（旧四会）
連合協定工事請負契約約款」及び「小規模建築物・設
計施工一括用工事請負契約約款」、「民間（旧四会）連
合協定リフォーム工事請負契約書類（書式・約款）」
を販売した。
11．役員派遣
　大阪商工会議所に2号議員として役員1名を派遣した。

Ⅱ　支　　　　　　　部
〔中国支部〕
◎役員会等の開催状況
1．総会、常議員会、幹事会の開催
　定時総会　平成27年 5月11日（月）
　　①平成26年度事業報告
　　②平成26年度収支決算報告及び監査報告
　　③平成27年度事業計画（案）
　　④平成27年度収支予算計画（案）
　　⑤役員改選（案）
　　⑥建築施工技術研究委員会活動報告
　第1回　常議員会　平成27年 4月22日（水）
　　①平成26年度事業報告
　　②平成26年度収支決算報告及び監査報告
　　③平成27年度事業計画（案）
　　④平成27年度収支予算計画（案）
　　⑤役員改選（案）
　　⑥建築施工技術研究委員会活動報告
　　⑦平成27年度支部総会開催（案）
　第1回　幹事会　平成27年 7月15日（水）
　　①中国支部総会報告
　　②講演会（姫路城保存修理工事）報告
　　③平成27年度通常理事会・総会・臨時理事会報告
　　④平成27年度若手・新入社員技術講習会報告
　　⑤中堅社員技術講習会
　　⑥東海支部交流会報告
　第2回　幹事会　平成27年11月21日（土）
　　①27年度収支中間報告
　　②中堅社員技術講習会報告
　　③実務講習会について
　　④東海支部交流会（合同セミナー・懇親会）
　　⑤その他
　第3回　幹事会　平成27年12月16日（水）
　　①27年度収支中間報告
　　②中堅社員技術講習会報告
　　③実務講習会
　　④東海支部交流会（合同セミナー懇親会）報告
　　⑤ 会長・副会長・常任理事・支部長会議及び通常

会議報告
　　⑥28年度技術講習会の日程
　　⑦その他
　第4回　幹事会　平成28年 3月16日（水）
　　①27年度決算報告
　　②28年度事業計画（案）報告
　　③支部総会常議委員会
　　④実務講習会報告
　　⑤100周年記念
　　⑥その他

◎事業の執行状況
1．講演会の開催
　美しく生まれ変わった世界遺産国宝姫路城につい
て、保存修理工事の舞台裏や建設にまつわるエピソー
ドを聞く講演会を開催した。
　・ タイトル：国宝姫路城大天守保存修理工事「白鷺
を現代に」伝統と革新の融合

　・ 講　　師：鹿島建設㈱姫路城大天守保存修理JV工
事事務所所長　河原　茂生

　・講 演 日：平成27年 5月11日（月）
　・参 加 者：71名
2．若手・新入社員技術講習会の開催
　平成27年 5月28日（木）実施。参加者は26名。
　① 若手・新入社員の心構え　講師：尾野本　悟（広
島工業大学教授）

　② 初歩の積算　講師：八道　憲一（鹿島建設㈱中国
支店次長）

　③ 準備・仮設工事の工事管理　講師：松山　和生
（㈱大林組広島支店副部長）

　④鉄筋・コンクリート工事のポイント
　　講師：井上昇（清水建設㈱広島支店工事長）
　⑤交流会
3．中堅社員技術講習会の開催
　平成27年10月23日（金）実施。参加者は47名。
　①建設業の安全管理
　②電気設備工事の品質管理
　③給排水衛生・空調設備工事の施工品質
　④ 設計・監理・施工者のための建築消防検査トラブ
ル予防

　⑤交流会
4．建築工事実務講習会の開催
　平成28年 2月18日（木）実施。受講者は33名
　① 施工計画　講師：井上　昇（清水建設㈱広島支店
工事長）

　② 仮設見積　講師：尾野本　悟（広島工業大学教
授）

　③積算業務　講師：横段　隆弘（横段建築事務所）
　④交流会
5．工事請負契約約款事業
　「民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款」及び
「小規模建築物・設計施工一括用工事請負契約約款」、
「民間（旧四会）連合協定リフォーム工事請負契約書
類（書式・約款）」を販売した。

〔東海支部〕
◎役員会等の開催状況
1．総会、常議員会、幹事会の開催
　定時総会　平成27年 5月29日（月）
　　①平成26年度事業報告・収支決算報告
　　②平成27年度事業計画・収支予算計画
　　③役員改選
　　④支部規程
　第1回　常議員会　幹事会　平成27年4月27日（月）
　　①平成27年度予算
　　②平成27年度総会案内
　　③（本部起案）平成26年度実績記載依頼の件
　　④総会講演会と案内はがき
　　⑤各常置委員会活動報告
　第2回　常議員会　幹事会　平成27年5月29日（月）
　　①平成27年度支部総会
　　②平成26年度事業報告・収入支出決算
　　③平成27年度事業計画
　　④当日の段取り
　第3回　常議員会　幹事会　平成27年6月23日（火）
　　①平成27年度常置委員会構成
　　②平成27年度定時総会収支
　　③各常置委員会活動報告
　　④平成28年新年互礼会準備
　第4回　常議員会　幹事会　平成27年7月29日（水）
　　①平成27年度常置委員会構成
　　②支部復活55周年記念事業計画
　　③各常置委員会活動報告
　　④平成28年度新年互礼会準備
　第5回　常議員会　幹事会　平成27年8月21日（金）
　　①支部復活55周年記念事業計画
　　②常置委員会活動報告
　　③平成28年度新年互礼会準備
　第6回　常議員会　幹事会　平成27年9月17日（木）
　　①支部復活55周年記念事業計画
　　②2015年度の会員名簿前段記事
　　③常置委員会活動報告
　第7回　常議員会　幹事会　平成28年10月22日（木）
　　①支部復活55周年記念事業計画
　　② 本部報告「平成27年度上半期（ 4～ 9月）事

業報告内容
　　③常置委員会活動報告
　第8回　常議員会　幹事会　平成27年11月19日（木）
　　①支部復活55周年記念事業計画
　　② 建築と社会2016年 3月東海特集号、「東海の建

築」82・83号
　　③2015年度の会員名簿前段記事
　　④常置委員会活動報告
　第9回　常議員会　幹事会　平成27年12月3日（木）
　　①支部復活55周年記念事業報告
　　② 建築と社会2016年 3月東海特集号、「東海の建

築」82・83号
　　③常置委員会活動報告
　　④建築8団体新年互礼会進行事前打合
　第10回　常議員会　幹事会　平成28年1月13日（水）
　　①建築と社会2016年 3月東海特集号
　　②平成28年度計画
　　③平成27年度決算見込み、平成28年度予算審議
　　④常置委員会活動報告
　第11回　常議員会　幹事会　平成28年2月19日（金）
　　①実務講習会収支報告
　　②平成27年度決算見込み、平成28年度予算審議
　　③平成28年度支部役員人事
　　④常置委員会活動報告
　第12回　常議員会　幹事会　平成28年3月17日（木）
　　①平成28年度事業計画審議
　　②平成28年度支部総会案内
　　③平成28年度支部役員人事

　　④常置委員会活動報告
2．常置委員会の開催
　支部の事業を円滑に遂行するため、これまで6つの
委員会で運営してきたが、会員委員会、編集委員会を
総務委員会の下に組み込み今年度より活動している。
（1）総務委員会
　　（総務担当）
　 　平成27年度総会準備および平成26年度決算、平
成27年度予算作成のため5回開催した。
　（編集担当）
　 　「東海の建築」第82・83号構成・手配のため 2
回開催した。
　（会員担当）
　 　会員名簿、協賛会社名簿手配、確認のため5回開
催した。
　（東海特集特別編集担当）
　 　東海特集構成や本部との調整、執筆者との打ち合
わせなど5回開催した。

（2）事業委員会
　 　支部復活55周年記念見学会候補検討のため4回開
催した。

（3）研修委員会
　 　建築工事実務講習会日時、講師検討・手配準備、
講師打合会の準備、および運営準備や、平成28年建
築8団体新年互礼会準備のため5回開催した。

◎事業の執行状況
1．支部機関紙「東海の建築82、83号」の発行（12月）
2．見学会の実施
　・ 名古屋大学減災館見学会平成27年 5月16日（土）
実施、参加者20名

　・ 東海支部復活55周年記念見学会「晩秋の備後路
と安芸路の散策～中国支部との合同セミナー交流
懇親会も兼ねて」平成27年11月21日～22日実施、
参加者23名

　・ 「あいち小児保健医療総合センター救急棟」平成
28年 1月23日実施、参加者42名

3．建築工事実務講習会の開催
　平成28年 1月28日（木）実施。参加者は59名。
　　①施工計画
　　　講師：日吉 智紀（清水建設名古屋支店）
　　②仮設見積
　　　講師：福井 浩二（大林組名古屋支店）
　　③積算業務
　　　講師：時武 　治（竹中工務店名古屋支店）
4．支部会員名簿の発行
　平成27年11月30日に東海支部会員名簿2015年度を
発行。
5．「建築と社会」3月号東海特集の編集事業
　平成28年 3月号の企画、編集を担当。タイトルは
「『社会と建築』・東海での活動を考える」とした。こ
の企画では、建築を供給する5つの立場、
　【設計】【施工】【メーカー】【研究・教育】【行政】
が参加する座談会を開催した。
　座談会1： 設計技術と施工～ 3次元CAD利用によ

る建物つくり～
　座談会2： 教育と建築～参加型設計施工プロセスの

活用を通して～
　座談会3： 建築の再利用と地域活性～建築文化財の

保存とリノベーション・市民活用
　「作品作風」では東海 3県下などの建築作品15点、
スケッチブックでは支部会員作品8点を紹介した。
6．建築関係団体との交流、連携
　建築八団体（愛知建築士会、愛知県建築士事務所協
会、日本建築家協会東海支部愛知地域会、日本建築学会
東海支部、日本建築構造技術者協会中部支部、日本積算
協会東海北陸支部、愛知県設備設計監理協会、日本建築
協会東海支部）連絡協議会に6回出席した。1月 8日
に八団体共催の新年互礼会を「名古屋国際ホテル」で開
催し幹事団体を担当。参加者は271名であった。

〔京都支部〕
◎役員会等の開催状況
1．総会、常議員会、幹事会の開催
　定時総会　平成27年7月15日（水）
　　①平成26年度事業報告・収支決算報告
　　②平成27・28年度京都支部役員の選任の件
　　③平成27年度事業計画・収支予算計画
　役員会　平成27年6月26日（金）
　　①通常総会の運営
　　②その他
　　　・京都支部会員数
　　　・アンケート結果
　常議員会幹事会　開催していない

◎事業の執行状況
1．見学会の実施
　仁和寺現地見学・講習会を平成27年11月 9日（月）
に実施。参加者18名。
　京町家：生谷家住宅主屋見学・研修会を平成28年 1
月30日（土）に実施。参加者17名。
2．2級建築士受験講習会の開催
　京都府建築士会共催「製図（基本・応用）」平成27
年7月12日（日）～9月6日（日）　受講者：12名
　①2級受験講習会　製図（基本）　2日間
　　講　師：福井基文／福井一級建築士事務所
　　　　　　京都府建築士会事業委員会委員
　②製図 （応用）　延べ６日間
　　講　師：福井基文／福井一級建築士事務所
　　　　　　京都府建築士会事業委員会委員
3．工事請負契約約款事業
　「民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款」及び
「小規模建築物・設計施工一括用工事請負契約約款」、
「民間（旧四会）連合協定リフォーム工事請負契約書
類（書式・約款）」を販売した。


