
 

 

平成 28年度事業計画  

夢のある建築士会を目指して  

 長野県建築士は様々な夢を実行するために本年度も夢のある会を目指します。         

昨年は北陸新幹線が金沢まで延伸し、北の玄関 飯山駅もオープンしました。さらに本年 

３月には北海道新幹線が海を渡り、函館まで延びました。また 2020 年には東京オリンピック 

が開催されるなど、日本の国際化も急速に進んでおり、外国人の観光客も全国で 2000 万人を 

超す勢いです。 

この最近の時代の変化と進歩に長野県建築士会も同じように対応し躍進しなければなりま 

せん。地方創生と長野県らしさのブランド化は建築士会の課題でもあると考えられます。 

一方で建築業界は杭や免震装置の問題で社会の信頼を失いました。信頼を回復するために

日々の業務を着実に遂行することが必要と思われます。 

昨年８月には長野県空き家対策支援協議会が結成され、建築士会は代表として空き家相談

を本会・支部共にスタートし、開始から 5 ヶ月で９９件の相談をいただきました。   

今後、空き家問題から発生するインスペクション事業やリフォーム事業など国・県・市町

村の様々な支援が計画されていますので、当建築士会としても、一般市民の皆様の要望に応

えられるように体制整備を行い積極的に対応していきたいと考えています。設計から施工ま

で様々な職種の会員を持つ建築士会のメリットを生かし、社会に開かれ信頼される会を目指

したいと思います。 

昨年は同時に建築相談を全県レベルで始めました。住民が地域の身近な専門家と直接相談

できることも建築士の大きな社会貢献であり信頼の向上につながるものです。継続した相談

の予約や市町村の広報等を活用してこの事業の充実を図りたいと思います。 

建築士会館は設計を建築士会直営で行い昭和 51 年に竣工しました。建設時より 40 年が経

過し会館は耐震性が不足していますので、先輩のご苦労で建設された建築士会館を時代に合

うものに改修し利用率の向上を目指したいと思います。本年度は会館改修の実現をめざし資

金面の足固めを進めるとともに、空調設備も老朽化していますので、改修工事の実施に向け

て計画を推進します。 

本年も引き続き 夢のある建築士会を会員全員で目指しましょう。 

 

１ 夢のある会 

 本年度も様々な講習会・養成講座を計画いたします。第 2 期ヘリテージマネージャー養

成講座、インスペクター養成講座、第 14回信州木造塾、省エネセミナー、信州省エネ塾 2016

等 会員が求めるプログラムを計画します。建築士会に入会していることのメリットは、

タイムリーで各種多彩なインフォメーション（情報）です。インターネットや雑誌で得ら

れる情報は多い時代ですが、講師とのコミュニケーションや親睦を通した情報の大きさは

比較になりません。ヘリテージマネージャー養成講座での見学会・視察などで、会員が講

義を行うことも期待されます。また 2020年の省エネ完全義務化に向けて、省エネに関する



 

各種講習会を精力的に開催し省エネリーダーを養成します。 

夢のある建築士会は、実現不可能な遠い存在を言っているのではなく、まさに今年の目

標です。全国でも建築士会の会員減少が問題になっています。如何に会員数を増やすか検

討を進め実行します。 

 

２ 楽しい会 

  今年は NHK 大河ドラマ「真田丸」が放映され、昨年に引き続き大阪府建築士会の方々と

の交流会が計画されています。また本年は海外へも目を向け、省エネルギー建築や歴史的

まちなみ保存の先進地であるドイツへの研修旅行を企画しました。フライブルクにお住い

の村上 敦先生とのまち歩きが予定されています。 

関ブロ青年協山梨大会や全国大会大分大会、全建女奈良大会などにおいて他県の建築士

との交流、そして建築士フォーラム 2016や支部での懇親・交流は団結とネットワークづく

りのため、楽しい会づくりのために積極的な参加を期待します。 

 

３ たくましい会 

公益法人を目指したビジョンを推進します。いま、将来に向けた建築士会の組織は効率

的でスマートな組織が望まれています。 

法人活動をより推進する立場から、組織のあり方や組織再編は大きな課題です。ブロッ

ク会議を開催し組織の検討を進めるとともに、将来的な視点に立ち事務所配置について検

討を進めます。 

また、人口が減少するこれからの時代の中で生き残る新しい建築士会像を考えるとき会

費だけに依存しない、経営的にも安定した たくましい会づくりを推進する必要があります

が、本年度から事業推進プロジェクトチームを設置し検討を進めます。 

 

４ 信頼される会 

空き家対策の推進に伴い、リフォーム事業など建築士の役割が重要視され、国でも様々

な事業のメニューが提示されています。建築士会ではインスペクターの養成を推進し、イ

ンスペクション研究会を設置しましたが、その効率的な事業展開を図るとともに、今後さ

らに新たな事業の検討推進を目指し、事業推進プロジェクトチームを組織し、時代の要請

にこたえたいと思います。 

昨年からの事業では 建築相談事業 空き家相談事業を引き続き実施します。 

またヘリテージマネージャー協議会を昨年結成しましたところ、行政からの関心も高く今 

後は県、市町村からの各種相談に応えられるよう更なるスキルアップを進めます。 

発生が危惧されている 南海トラフ巨大地震に対しても日頃の準備が必要ですが、防災

委員会を中心に災害に備える準備を進めます。 

様々な社会貢献事業を推進すること、建築士のスキルを生かした活動が期待されていま

す。日本建築士会連合会のパイロット事業として長野県において、J5（公益社団法人日本

建築士会連合会・公益社団日本建築家協会・公益社団法人日本積算協会・一般社団法人日



 

本構造技術者協会・一般社団法人建築設備技術者協会）の存在を社会に PRし、建築士とし

てのスキルアップのため専攻建築士制度の推進を図ります。 

長野県建築士会では、会員それぞれがさまざまな立場でまちづくりのキーパーソンにな

ることを期待します。歴史・景観まちづくり、防災まちづくり等 長野県建築士会は信頼

される会を目指して活動を展開します。 

 

■重点事業  

1 公益社団法人を目指した検討と公益活動の推進（社会貢献・景観整備機構） 

2 災害支援体制の対応・強化・ネットワーク 防災の研究 

3 支部のあり方研究と組織統合の検討・推進 

4 多彩な研修活動の企画と実施（ヘリテーネージャー養成講座・信州木造塾・各種講習会） 

5 活気ある建築士会活動の発信 

(建築士フォーラム・青年女性建築士のつどい・建築士セッション) 

6 多様な交流活動の推進(大阪府建築士会、ブロック活動) 

 

 

＜常設委員会＞ 

 ○総務・情報委員会 

1. 定款諸規定の整備 

2. 第 66 回通常総会の企画、開催 

3. 「建築士フォーラム 2016」の企画、開催 

4. 建築士フォーラムのあり方検討 

5. 会員の福利厚生事業(第 22 回ゴルフ大会)の実施 

6. 建築士新規登録セミナー(建築士免許交付式)の企画、開催 

7. 会報による会員の情報伝達の充実 

8. ホームページの充実 

 

 ○建築活動委員会 

1. 建築士の技術・資質向上に関する事業の実施 

2. 支部における建築活動との連携 

3. 「建築士フォーラム 2016」の企画、開催 

4. 建学会の実施 

5. 省エネ・低炭素等についての知識、技術の普及 省エネ研究会等による研究支援 

6. 長野県建築文化賞の実施 

7. 海外研修の実施 

8. インスペクションについての知識、技術の普及と推進 

9. インスペクション研究会の運営支援 

10. 「建築士セッション」の企画、開催 



 

 

 ○社会貢献委員会 

1. まちづくり活動の人材育成・企画、実施 

2. 歴史まちづくり部会の設立 

3. まちづくり事業への協力、支援 

4. 「建築士フォーラム 2016」の企画、開催 

5. 「建築士セッション」の企画、開催 

6. 建築相談の検討、実施 

7. 支部における社会貢献活動の支援、連携促進 

 

 ○防災委員会 

  1. 災害緊急支援体制の整備 

  2. 地震災害時の初動行動指針の周知徹底 

3. 応急危険度判定士の育成 

  4 .支部災害応援協定の内容検討と対応 

  5. 災害コーディネーターの育成 

 6.「被災認定調査」講習会の実施 

  7. 災害時住宅相談等災害支援活動の研究、実施 

  8. 防災についての研究 

    

 ○青年・女性委員会 

1. 「第 29 回 青年・女性建築士の集い」の企画、開催  

2. 「第 9 回 信州環境 ECO コンテスト」の企画、実施 

3. 学校への建築士派遣活動・共働活動の啓蒙・建築士会 PR 活動 

4. 青年・女性会員の自己研鑽の推進 

5. 青年・女性会員による新規会員・会員への交流増強活性化策・広報活動の推進 

6. 「建築士フォーラム 2016」の企画、開催 

7. 「建築士セッション」の企画、開催 

8. 建築甲子園への高校生の参加促進 

9. 建築士ネットワークの構築支援 

 

○資格委員会  

  1. 建築士試験の管理、実施 

  2. 定期講習の実施 

3. 建築士法 22 条 4 に基づく建築士会技術研修の企画、実施 

  4. 指定登録事務の管理 

 

 



 

＜特別委員会＞ 

○会館運営特別委員会 

  1. 会館の維持管理 

  2. 会館の運営 

  3. 耐震補強計画の推進 

  4. 空調設備改修計画の推進 

5． 各種改修計画の策定 

 

○ＣＰＤ制度・専攻建築士制度運営特別委員会 

  1. 継続能力開発（CPD）制度及び専攻建築士制度の運営、提言 

  2. ＣＰＤの全員加入に伴い、周知徹底とプロバイダーの加入促進 

  3. Ｊ５の周知と専攻建築士制度の加入促進 

  4. 会員外登録者を対象とした講習会開催の促進 

  5. 省エネ技術講習会の開催支援 

 

○信州木造塾運営特別委員会 

  1. 第Ⅶ期（第 14 回） 平成 28 年度信州木造塾の企画、実施 

  

○法人推進特別委員会   

  1. 法人体制整備の推進 

  2. 組織合理化の検討 

  3. 公益社団法人を想定した移行ロードマップの研究 

 

 ○会員増強プロジェクトチーム 

1. 会員増強策の追加検討および計画的な実施 

2. 建築士会サポート店制度の充実化検討および推進 

3. 高齢会員への魅力ある活動の検討 

4. 会報等を利用しての会員相互のつながり紹介 

  

 ○事業推進プロジュクトチーム 

  1. 建築士会に関連する新制度・補助事業等の研究 

2．建築士の職能を活かした事業活動の推進 

 

 

＜景観整備機構＞  

1. 景観行政団体からの委託事業への協力 

2. ヘリテージマネージャー養成講座の実施 

3. ヘリテージマネージャーの周知と運営協議会の運営支援 



 

4. 「建築士フォ－ラム 2016」の企画、開催 

5. 景観整備機構の指定申請 

6. 景観講習会、研修会の実施 

7. 景観整備機構の広報活動 

 

 

＜地域貢献活動センター＞ 

  1. 地域貢献活動センターの運営 

  2. 地域の貢献活動に対する助成 


