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令和 3年度 第 3回 事業研修委員会議事録 

 

日 時   令和 4年 4月 19日（火） 14:00～16：00 

場 所   OKBふれあい会館 401 小会議室（ZOOM併用） 

出席者   神山副会長 伊縫相談役(直前委員長) 

      畑中委員長 田神副委員長 河尻副委員長 小川副委員長 成瀬副委員長 

 松岡副委員長 藤原(賢)副委員長 岩田副委員長（欠）後藤副委員長（欠） 

※敬称略    

氏名 出欠 氏名 出欠 氏名 出欠 氏名 出欠 

村瀬 哲也 欠 高橋 和利 欠 堀  暁美 欠 堀江 俊安 ○ 

藤井 恵 欠 望月論実香 欠 清水 敏生 ○ 窪田 一馬 ○ 

林  新一 ○ 高野 栄子 欠 小川 泰弘 欠 藤原 民雄 欠 

永田 徹雄 欠 河合 隆一 ○ 山田 伸次 欠   

吉川 厚志 欠 瀧本 実 ○ 佐藤 浩一 欠 下野 昌已 欠 

大下 智 欠     （Zoom不具合のため） 

        

        

 オブザーバー  

 

神山副会長挨拶 

 

議題 

1、来年度役員について 

以下役員にて決定。 

事業研修委員会 委員長  ：小川太志氏 

       副委員長：田神副委員長、河尻副委員長、後藤副委員長、成瀬副委員長、 

松岡副委員長、藤原(賢)副委員長、瀧本副委員長 

           相談役 ：畑中聖知直前委員長、伊縫誠一郎前委員長 

 

建築士の日事業             担当者：正 成瀬副委員長 副  藤原賢幸副委員長 

建築甲子園               担当者：正 成瀬副委員長 副  藤原賢幸副委員長 

CPD、専攻建築士                     担当者：正 河尻副委員長 副  小川次期委員長 

講習会（建築関係講習会）        担当者：正 後藤副委員長 副  松岡副委員長 

講習会（定期講習等）          担当者：正 後藤副委員長 副  松岡副委員長 

建築相談員部会                      担当者：正 田神副委員長 副  小塩康考氏 

応急危険度判定士派遣部会            担当者：正 河尻副委員長 副  検討中 

ぎふ木造塾部会                        担当者：正 瀧本副委員長 副 松岡副委員長               
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2、 建築甲子園について （正：小川副委員長、副：藤原(賢)副委員長） 

 令和３年度 建築甲子園結果報告（岐阜工業専門学校 全国奨励賞） 

建築甲子園表彰 県大会（大会がリモート開催であった為、後日表彰式を開催） 

令和３年１１月２６日（金） 12：30～ 会場：岐阜高専 

参加者：横井会長、伊縫相談役、畑中、小川次期委員長 

全国大会（全国大会の賞状、記念品をお渡しして次年度のお願い） 

令和４年２月３日（木） 10：00～   会場：岐阜高専 

参加者：畑中、小川次期委員長 

 令和４年度 第１３回建築甲子園 

ⅰ. 各学校挨拶（各学校に伺う。もしくは要綱を郵送してお願いする） 

岐阜高専 藤原氏：4/18に学校へ持参、説明など完了 

岐阜工業 河尻氏：郵送での依頼。 

岐南工業 田神氏：郵送での依頼 

岐阜総合 松岡氏：4/21に学校へ持参。説明を行う。 

大垣工業 畑中：郵送での依頼。 

関商工 成瀬氏：4/22学校へ持参。生徒への説明を行う。 

可児工業 後藤氏：今月中に学校へ持参。 

中津川工業 瀧本氏、：4/25に学校へ持参。説明を行う。 

高山工業 大下氏：郵送での依頼 

ⅱ. 今後の予定（開催時期、委員会として参加校と何かできれば。） 

  開催は１０月とし、参加校の意向を確認して要望があれば協力する。 

ⅲ. 開催方法の検討（リモートか会場か。審査方法は？） 

  参加校に会場に集まっていただき開催したい。（今後の状況による） 

 

 

3、 建築士の日事業について（正：小川副委員長、副：藤原(賢)副委員長、田神副委員長）  

・連合会からの 7月 1日建築士の日事業についての説明 

・開催内容：岐阜市内マーサ 21にて建築士、建築士会のＰＲポスターを掲示。 

・開催期間：7月 1日を含めた 1週間 

・掲示､展示物などを各委員会へ依頼する。 

    

4、 講習会開催について （正：後藤副委員長、副：松岡副委員長） 

・3月に開催を計画していたエクセルの講習会はコロナの感染状況により延期。 

今後の開催は木造軸組み工法講習会の開催前に必要であれば行う。 

・令和 4年度の講習会に関しての検討（木造軸組工法講習会をどうするか） 

 →4/27に小原先生と令和４年度の講習に関しての打合せを行う。 

・BIM講習会の開催を計画する 

・６月２１日(火)の建築士定期講習は清水氏，田神氏、畑中が担当 
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5、 建築相談員部会について （正：田神部会長、副：小塩副部会長） 

・建築相談員部会 9月 22日（水）14：00～  会場：OKBふれあい会館（ZOOM併用）   

・建築相談の状況（10月～4月） 

１０月は緊急事態宣言の影響で中止。 

１１月 ４件 （各務原支部，可茂支部相談員が対応） 

１２月 ２件 （中濃支部，飛騨支部相談員が対応） 

１月  ２件 （西濃支部，中濃支部相談員が対応） 

２月～４月は相談無し。 

   ・令和 4年度の活動計画について 

    ６月の定時総会後、令和４年度の新部会員を含め部会（報告会）を開催する予定。 

 

 

6、 応急危険度判定士派遣部会について （正：河尻部会長、副：） 

・今年度ブロック塀診断もなかった。 

県の連絡訓練も中止された事もあり応急危険度判定士派遣部会は今年度開催されなかった。 

・令和 4年度の活動計画について 

 ６月の定時総会後、令和４年度の新部会員を含め部会を開催する。 

 新部会員には派遣時必要な備品を渡し、ＬＩＮＥへの登録を行う。 

 →夏に向けて予備マスクを追加する。 

 

7、 ぎふ木造塾部会について （正：成瀬副委員長、副：瀧本副部会長） 

・部会開催 9月 27日（月）18：00～   会場：ワークプラザ岐阜（ZOOM併用） 

10月 6日（水）10：00～   会場：建築士会事務局（ZOOM併用） 

11月 3日（水）9：00～    会場：ハートフルスクエアーG 中研修室 

12月 23日（木）13：30～   会場：ハートフルスクエアーG 中研修室 

・見学会 

  ・東北見学会      

・海の博物館 

 ・安曇野ちひろ美術館 

＊見学会撮影映像は岐阜県建築士会のホームページ ぎふ木造塾部会 

 YouTube現場見学会のページで見る事ができます。是非ご覧ください。 

・木造塾講義 

第 1回 １０月２日（土）  13：30～ ワークプラザ岐阜４Ｆ大会議室 

             講師 安井 昇 氏 （対面講義 ZOOM併用） 

             参加者：会場１６名，ZOOM３９名 

 第２回 １１月３日（祝日）13：30～ ハートフルスクエアーG 中研修室 

講師 内藤 廣 氏 （オンライン講義 ZOOM使用） 

参加者：会場１４名，ZOOM４８名 
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・令和４年度の活動計画について 

 令和４年度の組織体制、活動予定（資料参照） 

 ４月１２日（火）第 1回木造塾部会開催 

 →12/17 安井先生による講習会を開催予定 

                             

8、 その他 

・岐阜高専との共同プロジェクトについての説明 

 事業研修委員会からも数名参加していく。 

      

次回委員会予定日確認 

     6月中旬頃を予定。 


