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2020年度事業報告
2020年4月1日～2021年3月31日

　2020年は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行
による未曾有の経済停滞にさらされた。我が国経済も
インバウンド需要の減少、サプライチェーンを通じた
供給制約による生産の滞りに見舞われた。さらに、感
染拡大防止のために国内の経済社会活動の抑制を余儀
なくされ、輸出が大幅に減少する等、感染症は我が国
経済、社会、生活に甚大な影響をもたらした。
　2020年度の日本建築協会の業務にもコロナの感染
拡大は大きく影響した。 6月の通常・臨時理事会を
はじめ一部の支部の総会に初めて書面決議を採り入
れた。総会時に予定していた記念講演会、青年技術
者の表彰、会員交流懇親会及び講演会は中止せざる
を得なくなり、見学会は 1回の開催にとどまった。
常任理事会や編集委員会、事業委員会などの各種会
議、委員会はWEB会議が主流となった。他団体との
連携についても「イケフェス大阪」と連携した市民
向けのイベントを初めてバーチャルで行うなど、新
しい活動展開も始めた。
　一方、早急に解決すべき課題である「建築と社
会」誌の活性化については、重点課題と位置付け
2019年度から対応策の検討を始めており、2020年度
は一定の方向性を打ち出すことができた。
　2020年度収支決算は、収入では会費収入が堅調に推
移し、個人・団体・地方正会費ともに予算額、昨年の
決算額を上回った。事業収入は契約約款収入が予算額
を大きく上回り、昨年決算額の2倍弱売上げた。改革
の検討を始めた会誌収入は予算額を少し上回った。
　しかし、その他の事業収入は、コロナ禍により事
業活動が停滞し、中之島での屋外イベントを実施し
たU-35委員会収入を除き予算額を下回った。全体で
は堅調な会費収入と大きく収入が伸びた契約約款収
入に助けられ予算額、昨年実績額ともに上回った。
　一方、支出では事業費は、契約約款費が収入の増
に伴い大幅に増加、会誌発行費、U-35委員会費も
予算、昨年の決算額を上回った。その他の事業支出
は、予算額を下回った。管理費は、引き続き支出抑
制に努め、人件費から諸経費までいずれも予算額、
昨年実績額を下回った。
　結果、記念事業として今年度執行した会誌アーカイ
ブ検索システム開発費及び目次頁作成費1,100千円の支
出と支部復活60周年記念事業実施による東海支部の赤
字1,000千円があったにもかかわらず黒字を確保し、正
味財産を少し増加させた。なお、記念事業費に充てる
ため当初予算で計上していた記念事業積立預金1,500千
円は全体で黒字となったため取り崩しを行わなかった。

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　 6月18日（木）
　　①2019年度事業報告・収支決算報告
　　②2020年度事業計画・収支予算
　　③役員改選
　第1回　通常理事会　 6月 3日（水）　書面決議
　　①2019年度事業報告・収支決算報告
　　②2020年度事業計画・収支予算
　　③役員改選
　第2回　通常理事会　11月18日（水）　WEB併用
　　①2020年度上半期事業執行状況
　第1回　臨時理事会　 6月30日（火）　書面決議
　　②役付役員選任
　　③常任理事ならびに常設委員長の委嘱
　　④理事の会務分掌
　第1回　常任理事会　 7月22日（水）
　　①会誌「建築と社会」の活性化
　　②2020年度「イケフェス大阪」への参加
　　③第40回大阪都市景観建築賞開催延期の承認
　　④2020年度建築関係団体合同忘年懇親会の延期
　　⑤第 4回論考コンクールの募集
　　⑥2020年度第18回「建築と社会」賞の実施
　　⑦ 9月以降の役員会等のタイムスケジュール
　第2回　常任理事会　 9月23日（水）
　　①「会誌活性化に向けて」その後の経過
　　②「イケフェス大阪2020」協会の参画
　　③ 第 2回通常理事会（支部長会議）開催方法と

常任理事会の予定
　　④第18回「建築と社会賞」の選考結果
　　⑤2020年度在阪建築15団体新年交礼会と午餐会
　　⑥ 大阪都市景観建築賞（大阪まちなみ賞）第 2

回幹事会
　　⑦東海支部事務局の運営
　　⑧ 「建築と社会」2021年 1月号「（仮称）佐野

正一生誕100周年記念特集」
　　⑨東海支部60周年記念誌への原稿執筆依頼
　第3回　常任理事会　10月28日（木）
　　①2020年度上半期事業執行状況

　　②2020年度上半期収支予算執行状況
　　③「会誌活性化に向けて」前回以降の動き
　　④ 11月18日の支部長会議、第 2回通常理事会、

常任理事会の開催
　　⑤ 「イケフェス大阪2020」報告　日本建築協会

Presents！史料と歩くおおさかの今とむかし
　　⑥第66回工高生デザインコンクール審査結果
　　⑦U-35委員会企画「建築と水辺」
　　⑧ 令和 3年在阪建築15団体合同新年交礼会の中

止決定
　第4回　常任理事会　11月18日（水）
　　①2020年度上半期事業執行状況
　　②役員会の日程
　第5回　常任理事会　 1月27日（水）　WEB
　　①「会誌活性化に向けて」その後の動き
　　② －建築材料・住宅設備総合展KENTEN2021

－協力と優良製品・技術表彰
　　③役員会の日程
　　④第 4回片岡安賞「論考コンクール」経過報告
　　⑤出版委員会新刊発刊報告
　　⑥大阪都市景観建築賞第 4回幹事会報告
　第6回　常任理事会　 2月24日（水）　WEB
　　①2021年度役員（理事）、評議員の推薦
　　② 6月の定時総会、臨時理事会、講演会、表彰

式、懇親会
　　③ －建築材料・住宅設備総合展KENTEN2021

－講演依頼
　　④「会誌活性化に向けて」その後の動き
　　⑤ 第 4回片岡安賞「論考コンクール」公開プレ

ゼンテーション
　　⑥今後の東海支部運営に関する取組みと相談事項
　第7回　常任理事会　 3月24日（水）　WEB
　　①2021年度役員（理事）、評議員の推薦状況
　　② 6月の定時評議員会と通常理事会の開催日程
　　③総会講演会一覧と講演会表彰式のWEB配信
　　④「会誌活性化に向けて」その後の動き
　　⑤第 4回片岡安賞「論考コンクール」審査結果
　　⑥建築関係15団体の会費比較
　　⑦ 「第68回青年技術者顕彰」及び「第67回工高

生デザインコンクール」の募集
　第1回会長・副会長・常任理事・支部長会議
　11月18日（水）　WEB併用
　　①2020年度上半期の事業執行状況
　　②意見交換
2．常設委員会
　協会の事業を円滑に遂行するため、5つの常設委
員会を設置している。
（1）編集委員会
　①開催状況
　 　会誌「建築と社会」の企画・編集のため、編集
委員会を設置し、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
している。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。
　 　編集委員会及び広告企画小委員会を合同で10回
開催した。作品作風小委員会は10回、同じく特集
小委員会は46回開催した。
　②会誌の改革の推進
　 　1917年（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
を果たしてきた会誌「建築と社会」は、広告や作
品作風の掲載の減少などにより、赤字が続き協会
全体の収支に大きな影響を及ぼした。
　 　このため、会誌改革が必要と一昨年立ち上げた
「会誌活性化WG」からWEBなどの電子化や会誌
の刷新・魅力化、編集委員会の分科会・小委員会
の再編・活性化など貴重な意見をいただいた。そ
れを基に編集委員を中心に構成した「特別編集委
員会」を新たに立ち上げ 6回開催し具体案の検討
を進めた。
　 　収支改善から始まった議論だが、会誌の意義と
は、魅力ある会誌とは、時代の流れに沿った配信
方法は、編集委員会以外の委員会の意見は、など
など、協会全体のあり方や活動全体にも広がる大
きな流れとなった。

（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 6回開催した。史料研究会と協力し
2020年度「イケフェス大阪」に参画した。都市景
観建築賞幹事会と 4団体で構成する建築関係団体
合同忘年懇親会の実行委員会に参加した。

（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、 9回開催した。

（4）教育委員会
　 　建築工事実務講習会の実施のため講習会小委員
会を 2回、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 3回、「再読 関西の建
築」を企画・編集するための史料研究会を 4回開
催した。

　 　史料研究会では、過去に「建築と社会」誌に掲
載した「再読　関西の近代建築」及び「再読関西
近代建築－論考・記事編」で扱えなかった建築や
再発見が待たれる建築などを紹介する「再読　関
西の建築」を連載している。
　 　引き続き大阪府や建築 4団体で構成する「大阪
府住まい・まちづくり普及協議会」に協力した。

（5）未来創生プロジェクト
　 　様々な活動を通じて、建築と社会の未来を探
り、創り、育てるとともに人材の発掘・育成を目
的に、「建築次世代委員会」、「2040委員会」、「U-35
委員会」の 3つの委員会で構成している。
　 　建築次世代委員会は、建築と社会を担う人材育
成に資する活動を創造するため11回開催し、学生
のための見学会を 1回実施した。
　 　2040委員会は、日本建築協会が100年にわ
たり築いてきた歴史の上に、「次　世代（Next 
Generation）」の想いを集結させ、「次代（Next 
Era）」が創造的で魅力的なものとなるべく、こ
れからの「建築と社会」のあるべき姿を思考（志
向、試行）することを目的に 8回開催し、意見交
換会を 1回実施した。
　 　U-35委員会は、若手会員の増強と協会活動の活
性化を目指し16回実施した。U-35世代の交流と
一般市民の交流の場になる公開型イベントaction
「建築と水辺」を11月 3日（火）に開催した。
3．特別委員会
　協会の顕彰事業を円滑に遂行するため、 5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、選考委員会を設置しているが、コロナ禍の
中全体委員会を開催せず選考資料をデータ化し各
分野の選考委員ごとに選考を行った。

（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、1955年（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11月14日（土）に表彰式を開催した。

（3）「建築と社会」賞選考委員会
　 　「建築と社会」誌に掲載された作品、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。昨年度、
顕彰を見合わせたため2018年と2019年掲載分を対
象とし、新型コロナウィルス感染防止の観点より
現地調査を伴う作品部門は次年度へ持ち越し、論
考部門、審査員特別賞の対象とした選考委員会を
9 月 8日（火）に開催した。

（4） 「片岡安賞」日本建築協会論考コンクール審査
委員会

　 　100周年記念事業のテーマである「新しい地平
へ」を実現するため、論考の発表の場を提供する
「片岡安賞」日本建築協会論考コンクール審査委
員会を 2回開催した。

（5） 「片岡安賞」日本建築協会論考コンクール実行
委員会

　 　論考コンクールのテーマ案策定、審査委員選
任、公開プレゼンテーションの運営などを行う独
立した組織として昨年立ち上げ、 3回開催した。

◎事業の執行状況
1．「建築と社会」誌の発行
　「建築と社会」誌は、1917年（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。2021年 3月号で通巻1188号を数える。

発行月 特　集　内　容 特集以外の
主な内容

4月号 建築教育の今 ●作品作風
●gallery
●法令コー
ナー
●構造・設
備の頁
●再読　関
西の建築
●建築と社
会を考える
●メンバーズ
フォーラム
●新製品レ
ヴュー
●インフォメー
ション
など

5月号 つなぐ

6月号
第 3回　片岡安賞（日本建築
協会論考コンクール）　テーマ：
建築におけるダイバーシティとは

7月号 第67回　青年技術者

8月号 消費志向の変化と建築
～トキを味わう空間としての建築～

9月号「都市を鳥瞰する」
10月号 宇宙と建築

11月号 構造家日記2020
～構造設計者が今感じていること～

12月号
バーチャルリアリティとダイレクトコ
ミュニケーションがリンクする社
会へ－アフターコロナの新しい
体験の価値観を考える－

1月号
①尽きせぬ情熱　佐野正一
生誕100周年記念②社会的危
機を超える

2月号 第27回会員作品“私の空間作法”
3月号 東海支部特集
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2．講演会の開催
　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。2020年度は新型コ
ロナ感染拡大のため中止した。
3．見学会の実施
　著名建築物や近代建築などの見学会を毎年実施し
ているが、2020年度は新型コロナ感染拡大のため 1
回の開催にとどまった。
・ 学生のための現場見学会「平城宮跡歴史公園第一
次大極殿院南門復原整備工事」現場見学会
　11月26日（木）　21名
4．建築工事実務講習会の開催
　1957年（昭和32年）以降、毎年主として中堅以
下の建築技術者を対象に標記講習会を実施している
が、2020年度は新型コロナ感染拡大のため中止し
た。
5．顕彰事業の実施
（1）青年技術者の顕彰
　 　1954年度（昭和29年度）から毎年実施してい
る。今回は37名を顕彰した。
・設計・計画部門　20名
　 赤木建一、安藤寿孝、井ノロ万美恵、上田寛彬、
榎恭志郎、岡崎啓祐、小島茂也、木村慎司、迫麻
里絵、佐藤　剛、佐畑勇樹、千葉菜津美、中尾洋
明、乗越由香、不動剛志、前川道郎、水田博夫、
野内美菜、山口智三、山崎晋一
・構造部門　 6名
　 髙山秀俊、仲　輝、竹本孝輔、堤　友紀、豊島裕
樹、濵口慶生
・設備部門　 7名
　 安藤直也、井上大嗣、岸本拓也、高井智広、長澤
　努、服部佳史、原口雄太郎
・施工部門　 4名
　荒牧　誠、須藤寿文、中谷昌弘、舟木太樹
（2）「建築と社会」賞の顕彰
　 　論考部門 4点、審査員特別賞 2点を選び表彰し
た。
・論考部門
　①温泉から見る　～歴史・人・街・文化～
　　温泉学者
　　モンゴル国立医科大学教授　松田忠徳
　②木造建築物を取り巻く動向と今後の可能性
　　京都大学　生存圏研究所教授　五十田博
　③建築における仮設性と恒久性
　　東北大学大学院教授　五十嵐太郎
　④ ゆっくり進化する建築が、技術と社会をつなぐ
プラットフォームに

　　東京藝術大学准教授
　　Arup シニアアソシエイト　金田充弘
・審査員特別賞
　①特集「平成と建築」
　　企画　編集委員会　建築計画系分科会
　② 特集「京都支部創設70周年記念特集　景観とま
ちづくり　－保全・再生・創造－」

　　企画　京都支部創設70周年記念特集号
　　特別編集委員会
（3）優秀卒業生の表彰
　 　優秀な建築系学科の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1952年
（昭和27年）から実施している。2020年度は工業
高校や専門学校など28校52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
　 　2020年度で66回を数える。上半期は「『現代』
の茶室」を設計課題に募集を行い23校117点の応
募があり、10作品12名を表彰した。
・最優秀賞
　林　那海
・優秀賞
　上田涼乃・貴島　渚、木下岳空
・入選
　 上原侑子、梅林向日葵、大畑和香、芝本　喬、戸
津川由羽、中野峻太郎・山岡翼太、松原戒亜

（2）「片岡安賞」日本建築協会論考コンクールの実施
　 　「片岡安賞」日本建築協会論考コンクールは、
創立100周年を迎えたのを機に、本会の歴史を見
つめ直し、「建築と社会」誌がさらに優れた論考
の受け皿となり、建築界全体にとって有益な媒体
となることを目的に立ち上げた。上半期は「レガ
シーの新たな意味を問う」をテーマに募集したと
ころ、海外から初めて投稿があるなど 9点の応
募があった。第 1次審査を経て公開プレゼンテー
ション・最終審査を 3月14日（日）に行った。
・片岡安賞
　残るレガシー　安田徹也　竹中大工道具館学芸員
・佳　作
　記憶の中の住まい
　丸野健雄　元南阿蘇村新所区区長
・佳　作
　変遷する京都御所のレガシーに関する考察
　柳澤巧磨　日建設計

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、1949年（昭和24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。2020年度は『図解　建築
と構造の接点　トラブル予防のツボ100』と『図解
　住まいの設備設計　暮らしやすさから考える家づ
くりのポイント』の 2刊を発刊した。
8．「建築と社会」誌のアーカイブ
　協会のホームページから「建築と社会」誌の創刊
号からのバックナンバーを会員が無料で自由に閲覧
できるシステムの運用を 4月から開始した。
9．「会員の集いIN TOKYO」の開催
　 昨年度主に東京在住の会員を対象に、東京で初め
てイベントを実施したが、今年度は新型コロナ感染
症拡大のため断念した。
10．エルダー委員会
　体力、気力、知力にあふれ経験豊富でまだまだ社
会と関わり続けたい60歳以上の会員の活躍の場を提
供するエルダー委員会。2020年度は特に動きはな
かった。
11．建築関係団体等との交流、連携
　建築関係をはじめとする各団体との交流・連携事
業を推進した。
（1）在阪建築 4団体との連携
・ 2009年度から開催してきた関西建築 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）会長・支部長意
見交換会は、コロナ禍のため2020年度は中止した。
・ 昨年度 4団体で策定した提言書の実現に向けて 4
会協力して行うとともに、当協会でもその一翼を
担う事業を協会活動の中で引き続き検討を行った。
・ 在阪建築 4団体インターンシップはコロナ禍によ
り2020年度は中止した。

（2）イケフェス大阪等との連携　
　 　上半期は「イケフェス大阪」など建築関係団体
以外の団体との連携事業も引き続き取り組む。10
月24日（土）・25日（日）の開催に合わせて、イ
ケフェス大阪と連携し、バーチャルまち歩き「日
本建築協会 Presents!史料と歩くおおさかの今と
むかし」を実施した。
12．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

（2）後援
・ シンポジウム「京都アニメーション火災を考える
～建築防災の視点から～」
　（一社）日本建築学会近畿支部
・総合図作成ガイドライン解説講習会他 1件
　（公社）大阪府建築士会
・歴史的建築物の保存と活用
　（公社）大阪府建築士会
・講習会「次世代木質構造建築　見学会+説明会」
　（公社）大阪府建築士会
・建築基準法設備関係法令解説講習会
　（一社）大阪府建築士事務所協会
・なにわ建築フェスタ2020年児童画展
　（一社）大阪府建築士事務所協会
・ 講習会「都市災害であるCOVID-19の教訓を縮災
に活かす」
　（公社）大阪府建築士会
・ 講習会「次世代美術館建築　見学会+説明会（藤
田美術館）」
　（公社）大阪府建築士会
・ 建築技術講習会「ラスモルタル壁の安心・安全を
目指して」
　（公社）大阪府建築士会
・ まちづくりセミナー「建築とまちの価値を高める
デザインレビューを考える」
　（公社）日本建築家協会近畿支部
・建築学生ワークショップ明治神宮2021
　（NPO）アートアンドアーキテクトフェスタ
・講習会「生産性向上に向けた建設ICTの動向」
　（公社）大阪府建築士会
・講習会「歴史的建築物の保存と活用」他 1件
　（公社）大阪府建築士会
・ 講習会「奈良県コンベンションセンター　見学会
＋説明会」
　（公社）大阪府建築士会
・ 「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
・U-35 Under3Ａrchitects exhibition 2021
　（NPO）アートアンドアーキテクトフェスタ
・ 講演会「①鉄とステンレス　新素材の活用講座②

これだけでわかる建築基準法！」
　（公社）大阪府建築士会
（3）協賛
・令和 2年度「住生活月間」
　住生活月間実行委員会
・ 令和 2年度（第30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、（公社）大阪府建築士会、大阪府住宅供
給公社
・建築・建材展2021（第27回）
　㈱日本経済新聞社
・生きた建築ミュージアム大阪実行委員会
　生きた建築ミュージアム大阪実行委員会
（4）協力
・建築材料・住宅設備総合展　KENTEN2021
　（一社）日本建築材料協会
13．工事請負契約約款事業
　民間（七会）連合協定工事請負契約約款委員会に
委員を派遣した。
　2020年 4月 1日施行の改正民法に対応し、「民間
（七会）連合協定工事請負契約約款」、「民間（七会）
連合協定小規模建築物・設計施工一括用工事請負契
約約款」、「民間（七会）連合協定リフォーム工事請
負契約約款」、「民間（七会）連合協定マンション修
繕工事請負契約約款」（＊）がそれぞれ改正された。
＊ 4月 1日より約款委員会の名称が「民間（七会）
連合協定工事請負契約約款委員会」に変更され
た。それを受けて約款の名称も変更となった。
　引き続き
　 「民間（七会）連合協定工事請負契約約款契約書
関係書式」
　 「民間（七会）連合協定小規模建築物・設計施工
一括用工事請負契約書類（書式・約款）」
　 「民間（七会）連合協定リフォーム工事請負契約
書類（書式・約款）」

　 「民間（七会）連合協定マンション修繕工事請負
契約約款契約書関係書式」
　の販売を行った。
　約款委員会が発行する 4つの約款・書式の説明用
パンフレットを販売窓口等で配布し、約款の周知、
啓発に努めた。
14．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。
　（一財）大阪建築防災センターに監事として役員
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　 6月 2日（火）　書面決議
　　①2019年度事業報告
　　②2019年度収支決算報告及び監査報告
　　③2020年度事業計画（案）
　　④2020年度収支予算（案）
　　⑤役員改選（案）
　　⑥建築施工技術研究委員会活動報告
　常議員会　 4月16日（木）　書面決議
　　①2019年度事業報告
　　②2019年度収支決算報告及び監査報告
　　③2020年度事業計画（案）
　　④2020年度収支予算（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　幹事会　 8月31日（月）
　　①2020年度中国支部総会報告
　　②中堅社員技術講習会
　　③講習会におけるコロナ感染対策
　第2回　幹事会　10月14日（水）
　　①2020年度実務講習会
　　②実務講習会講師
　　③実務講習会の講義内容
　　④講習会におけるコロナ感染対策
　第3回　幹事会　 1月28日（木）
　　①2020年度中堅社員技術講習会報告
　　②2021年度講習会
　　③講習会におけるコロナ感染対策
　　④幹事会のやり方
　第4回　幹事会　 3月25日（木）
　　①2020年度実務講習会報告
　　②2021年度中国支部総会・定議員会
　　③2021年度若手・新入社員技術講習会
　　④2020年度収支報告
　　⑤2021年度事業計画・予算

◎事業の執行状況
1．若手・新入社員技術講習会の開催
　開催中止（新型コロナウイルスの国内における感
染拡大を防止）
2．中堅社員技術講習会の開催
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　10月14日（水）実施。参加者は32名。
　①施工に必要な構造設計の知識
　　講師：川上　善嗣（広島工業大学准教授）
　②鉄骨工事の品質管理
　　 講師：貞永　　誠（㈱竹中工務店生産統括部技
術部長）

　③コンクリート工事の施工管理
　　 講師：前嶋　陽志（㈱大林組建築工事部技術課
副課） 

　④建設業の安全管理
　　講師：尾野本　悟（広島工業大学教授）
3．建築工事実務講習会の開催
　 1月28日（木）実施。参加者は19名。
　①施工計画
　　講師：所崎　浩之（清水建設㈱広島支店主査）
　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：八道　憲一（鹿島建設㈱中国支店次長）
4．工事請負契約約款事業
　「民間（七会）連合協定工事請負契約約款契約書
関係書式」
　「民間（七会）連合協定小規模建築物・設計施工
一括用工事請負等契約書類（書式・約款）」
　「民間（七会）連合協定リフォーム工事請負契約
書類（書式・約款）」
　「民間（七会）連合協定マンション修繕工事請負
契約約款　契約書関係書式」
の販売を行った。

〔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　 5月29日（金）　TEAMS
　　①2019年度事業報告・収支決算報告
　　②2020年度事業計画・収支予算計画
　　③支部役員改選
　第1回　常議員会　幹事会
　 4月24日（金）　TEAMS
　　①2020年度定時総会、懇親会、講演会
　　②2019年度事業報告と2020年度事業計画
　　③2019年度収支決算報告と2020年度収支予算
　　④2020年度支部役員・委員会構成
　　⑤支部復活60周年記念事業
　　⑥今後の役員会開催方法
　　⑦各常置委員会活動報告
　第2回　常議員会　幹事会
　 5月18日（金）　TEAMS
　　①2020年度定時総会議案
　　②東海支部定時総会の段取り
　　③支部復活60周年記念事業
　　④各常置委員会活動報告
　第3回　常議員会　幹事会
　 6月18日（木）　TEAMS
　　①2020年度定時総会収支
　　②2020年度常置委員会構成
　　③支部復活60周年記念事業
　　④経費について
　第4回　常議員会　幹事会
　 7月20日（月）　TEAMS
　　①2020年度常置委員会委員
　　②支部復活60周年記念誌
　　③各常置委員会活動報告
　第5回　常議員会　幹事会
　 8月21日（金）　TEAMS
　　①支部復活60周年記念事業
　　②各常置委員会活動報告
　第6回　常議員会　幹事会
　 9月18日（金）　TEAMS
　　①支部復活60周年記念事業
　　②2020年度上半期報告（案）
　　③東海支部の運営について
　　④各常置委員会活動報告
　第7回　常議員会　幹事会
　10月12日（月）　TEAMS
　　①支部復活60周年記念事業について
　　　・記念誌作成状況
　　　・見学会計画状況
　　　・「建築と社会」東海特集号進捗状況
　　②2020年度日本建築協会上半期報告
　　③各常置委員会活動報告
　第8回　常議員会　幹事会
　11月18日（水）　TEAMS
　　①支部復活60周年記念事業
　　　・記念誌作成状況
　　　・見学会計画状況
　　　・「建築と社会」東海特集号進捗状況
　　②建築協会本部会議等報告
　　③各常置委員会活動報告
　第9回　常議員会　幹事会
　12月17日（木）　TEAMS
　　①支部復活60周年記念事業

　　　・記念誌作成状況
　　　・見学会計画状況
　　　・「建築と社会」東海特集号進捗状況
　　②支部運営方法
　　③各常置委員会活動報告
　第10回　常議員会　幹事会
　 1月18日（月）　TEAMS
　　①支部復活60周年記念事業
　　　・記念誌作成状況
　　　・見学会計画状況
　　　・「建築と社会」東海特集号進捗状況
　　②年度事業計画原案
　　　・次年度事業計画及び予算、本年度決算見込
　　　・本年度事業報告及び決算
　　③支部運営方法
　　④各常置委員会活動報告
　　⑤ 建築八団体会議計画（オンライン活用・当支

部幹事）
　第11回　常議員会　幹事会
　 2月19日（金）　TEAMS
　　①支部復活60周年記念事業
　　　・記念誌作成状況
　　　・見学会状況
　　②年度事業計画原案
　　　・次年度事業計画及び予算、本年度決算見込
　　　・本年度事業報告及び決算
　　③支部運営方法
　　④各常置委員会活動報告
　第12回　常議員会　幹事会
　 3月18日（木）　TEAMS
　　①2021年度事業計画及び予算
　　②2020年度事業報告及び決算
　　③内部監査
　　④支部運営
　　⑤2021年度役員・委員会構成
　　⑥2021年度支部定時総会
2．常置委員会の開催
　総務、編集、会員、事業、研修、青年の 6つの委
員会を設置して支部運営を行っている。
（1）総務委員会
　 　支部定時総会準備、年度決算及び次年度予算作
成並びに支部復活60周年記念事業実施に向けた事
前検討等で随時開催した。

（2）編集委員会
　 　「東海の建築」第88号の作成に向け関係者との
打合せを適宜実施した。
　 　支部復活60周年記念誌作成に向け関係者との打
合せを適宜実施した。
　 　「建築と社会」 3月号（東海特集号）の作成に
向け関係者と打合せを適宜実施した。

（3）会員委員会
　 　会員名簿、広告費用、協賛会社名簿手配・確認
のため打合せを 5回開催した。

（4）事業委員会
　 　国内建築視察（宿泊タイプ）について、コロナ
状況を踏まえての時期・計画変更等対応協議と、
変更計画として現地集合建築視察と小規模有志に
よる企画の打ち合わせを随時開催した。

（5）研修委員会
　 　通信手段（Teams等）を用いて会員交流イベン
ト開催検討打合を 2回、支部建築工事実務講習会
の講師検討・手配打合を 3回、支部定期研修会準
備打合を 2回開催した。

（6）青年委員会
　 　若手設計者による現地建物等見学及び意見交換
会の場である「納マリ倶楽部」を適宜開催。若手
による支部活動の活性化を図っている。

◎事業等の執行状況
1  ．新型感染症に配慮したオンライン型定時総会を
開催した。

　総会出席、オンライン参加、委任状及び書面によ
る議決とした。
　支部HP、メール、郵送を活用し、周知・運営を
図った。
2．支部機関紙「東海の建築」の発行事業
　「東海の建築」第88号執筆。8月1日（土）発行済。
3．見学会の実施
　新型感染症対等を考慮した上で開催可能な見学を
実施。
　 3月26日（金）東海支部復活60周年記念事業として、
　「浜松建物見学会」を開催。
　「浜松設計事務所訪問」（人数限定による）を実施
　「浜松地区の小規模受賞作品」視察（若手小規模
有志による）を実施
4．建築工事実務講習会の開催
　 3月17日（水）に開催。参加者27名。
　（施工計画・仮設見積・積算業務）
5．支部主催定期研修会の実施
　団体会員の協賛協力により、11月12日（木）開催。
　 セミナー 1：ポストコロナにおける働き方改革の
KSF（コクヨ㈱）

　 セミナー 2：日立が提供するビル管理効率化ソ
リューション（㈱日立ビルシステム）
6．支部会員名簿の発行
　東海支部会員名簿2020年度版を発行。
7．納マリ倶楽部（青年交流会）
　10月28日（水）に、第67回青年技術者表彰を受賞
した東海地区の2名のメンバー交えて、各々の直近の
活動事例を持ちより、一年の振り返りを行った。活動
内容を「建築と社会」3月号の東海特集号に執筆。
8．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（内、 2回はメール開催）参加した。
・中部建築賞協議会に協力し中部建築賞を運営。
9．支部復活60周年記念誌の作成
　「支部復活60周年記念誌」を 2月22日に250部発
行済。
　配布先は、個人会員80、団体会員35、会員外執筆
者30、関係団体26（八団体 7・本部17・中国支部・
京都支部）、行政50、工業高校 5、事務用 5（事務
局 2・役員 3）の計231部、残部は19部。
10．「建築と社会」3月号（東海特集号）の作成
　「建築と社会」 3月号を 3月 1日に発行済。
　東海支部会員作品2021、TOKAI Sketch Book、特
集Ⅰまちの記憶／第 4回（東山植物園温室前館）、
特集Ⅱ納マリ倶楽部、東海の建築（ランドスケー
プ）。
11．支部運営方法
　支部財政の厳しさが続く中、健全な支部運営を継
続するために、役員一同により運営改善点等を協議
している。

〔京都支部〕
◎役員会等の開催状況
1．総会、役員会、常議員会の開催
　定時総会　 7月31日（金）　書面決議
　　①2019年度事業報告・収支決算報告
　　②2020年度事業計画・収支予算計画
　会計等監査　 6月23日（火）
　　①会計等監査
　第1回　常議員会　 9月 1日（火）
　　① 文化庁助成事業の実施（有志（ヘリマネ又は

修復塾修了者））
　第2回　常議員会　 9月21日（月）
　　① 文化庁助成事業の実施（有志（ヘリマネ又は

修復塾修了者））

◎事業の執行状況
1．講演会、見学会、勉強会の実施
　世界文化遺産　音羽山清水寺見学研修会を12月 4
日（金）に実施。
　講　師　小宮睦氏・森清顕氏
　参加者　21名。（Zoom参加　 3名含む）
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）」 7月
18日（土）～ 9月 6日（日）
　受講者：20名
　① 2級受験講習会　製図（基本）　 2日間
　　講　師：加藤正浩／KATO建築研究所
　　　　　　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：加藤正浩／KATO建築研究所
　　　　　　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（七会）連合協定工事請負契約約款契約書
関係書式」
　「民間（七会）連合協定小規模建築物・設計施工
一括用工事請負等契約書類（書式・約款）」
　「民間（七会）連合協定リフォーム工事請負契約
書類（書式・約款）」
の販売を行った。


