
平成 30年度 第 3回 事業研修委員会 議事録 

 

日 時   平成 31年 3月 6日（水） 14:00～16：00 

場 所   （公社）岐阜県建築士会 事務局会議室  

出席者   神山副会長 

      伊縫委員長 畑中副委員長 田神副委員長 河尻副委員長 小川副委員長 

 岩田副委員長、後藤副委員長  

（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：木造塾 成瀬次期委員長、気候風土適応住宅部会 水野部会長） 

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 出 

清水 敏生 出 清水 昭彦 欠 窪田 一馬 出 宇佐美 泉 出 

丹羽 和幸 欠 林  新一 出 古川 昇 欠 藤原 民雄 欠 

小川 泰弘 欠 永田 徹雄 欠 小林 伸児 欠 河合 隆一 欠 

山田 伸次 欠 長谷川幸生 欠 牧野 正人 出 小瀬真之介 欠 

        

        

        

 

神山副会長挨拶 

・平成３０年度は赤字となる見込みです。旅費支給規程を見直したことや、若い方の育成等に予算を

使いますが、次年度も赤字にはできないため、削減できるところは削減して頂きたいと思っていま

すので、宜しくお願いします。 

・（公社）岐阜県建築士会の総会を 6月 7日に開催予定。 

 

議題 

1、 建築士の日フェスティバル 2019について （正：田神副委員長、副：岩田副委員長） 

 「建築士の日フェスティバル 2019」予定 

  予定日 平成 31年 10月 5日（土） 

  場所：マーサ 21（ﾏｰｻｽｸｴｱ） 

 

・今現在、マーサさんと会場日程及び内容を打診中。概要を聞きたいとマーサさんより 

 話があり、4月初旬にでも、伊縫委員長・岩田副委員長・田神の三人で打合せ予定。 

・次年度は事業の縮小も考えたが、「建築甲子園」を次年度より建築士の日に組み込む検討、 

また、福祉のまちづくり委員会からも要望があり昨年に引き続き福祉用具等の 

展示ブースの出展予定です。 

  ・行事予定内容）「建築甲子園発表」「福祉のまちづくり展示」「建築相談部会 建築相談」 

          「青年委員会 木工等」「風船配布」 

  ・規模及び内容は今後話を詰めていく予定。（田神） 



2、 CPD及び専攻建築士について （正：河尻副委員長、副：伊縫委員長） 

    「専攻建築士審査」 

      平成 31年 3月 6日（水）16：00～17：00 

      場所：岐阜県建築士会事務局 

・第 3回事業研修委員会 会議後 2件の審査とする。（河尻氏） 

 

 「専攻建築士審査評議会・CPD ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ評議会」 

   平成 31年 3月 12日（火）13：30～14：30 

   場所：OKBふれあい会館 

 

3、 講習会開催について （正：小川副委員長、副：後藤副委員長） 

・ 建築法令関係講習会 

第 1回目講習会 日時：平成 31年 1月 23日（水）19：00～21：00 

第 2回目講習会 日時：平成 31年 2月 7日（木）19：00～21：00 

第 3回目講習会 日時：平成 31年 2月 21日（木）19：00～21：00 

場所：ＯＫＢふれあい会館 

講義：長期優良住宅①②③ 

 

・ 定期講習会        11/6 参加者：76名 

・ 中大規模木造設計セミナー 1/19 参加者：12名 

・ 総合図作成ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ解説  1/26 参加者： 6名 

 

・今回 3回通しで長期優良住宅のセミナーを開催したが、予想以上に人数が伸び悩み 

今後は単発の内容で進める予定 

・次年度からは「建築法令関係講習会」から「法令」を取り、法令に関わらず広い内容の 

 セミナーを検討したい。（小川氏） 

 

今後予定講習会 

監理技術者講習 2/27、既存住宅状況調査技術者講習（新規）追加講習 3/4、定期講習 3/7  

2019年改正建築士業務報酬基準説明会 3/11、3/20（高山開催）  定期講習 3/28 

 

4、 建築相談員部会について （正：畑中部会長、副：田神副部会長） 

・建築相談の状況説明→9月～2月間で計 9件の建築相談に対応しました。 

半数以上はトラブル絡みの相談となったが、後藤弁護士への相談は一件もなかった。 

・平成 30年 11月 10日に「東京建築士会 第一回建築相談セミナー」に畑中さん田神で参加 

 相談時の注意事項や見極めを説明していただき、今後の相談のチェックポイントとして 

 役立てて行きたいと思いました。(畑中氏) 

 

 



・12月 7日 「第 2回岐阜建築士会 建築セミナー」を、青木清美氏をぎふメディアコスモスに 

お迎えし開催しました。 

 セミナー参加者：23名 

 第 1回の岡田弁護士とはまた違って、建築士としての建築相談への対処方法を聞くことができ 

 大変勉強になりました。（田神） 

 

5、 応急危険度判定士部会について （正：河尻部会長、副：高橋副部会長） 

ブロック塀無料調査    50件終了←6月～9月の期間 

ブロック塀有料調査   9/5より開始 6件 （2019年 2月 26日現在） 

  ・来年度も継続して有料検査を行う予定。国からの予算も下りる予定もあり有料調査が増える事

が予想される（河尻氏） 

 

6、 木造塾部会について （正：成瀬副委員長、副：未定） 

・次年度は担い手育成の予算より活動費を出す予定。 

・学生さんの参加して頂ける内容としたい。 

・次年度は現場見学を主体として事業を行って行く予定 

・今後、事業研修委員会の会議に木造塾委員が参加するかは 3 月 22 日の運営会議で決定したい。 

（成瀬氏）  

 

7、 大工研修会について （正：伊縫委員長、副：未定） 

・ 12/6 金沢職人大学校視察 別紙報告書 

・ 岐阜県立国際たくみアカデミー 加藤先生と打合せ 4月頃日程調整 

（11月頃にたくみアカデミーにて開催予定） 

      岐阜産直住宅協会、岐阜県建築大工技能士会（058-272-4883） 

・平成 30年 12月 6日金沢職人大学校を視察し、岐阜での大工研修会に役立てたい 

 金沢職人大学校の様な事は出来ないが、岐阜なりに職人の勉強会を開催したい（伊縫委員長） 

 

8、 気候風土適応住宅について （正：水野部会長、副：未定） 

・次年度から「岐阜気候風土適応住宅部会」は事業研修委員会の部会となり 

 水野氏は気候風土適応住宅部会の部会長と事業研修委員会の副委員長となる。 

・今現在は 4名の委員だが、2020年 2021年にはメンバーを集い、本格的に活動とした。 

（水野氏） 

 

 

 

 

 

 

 



9、 建築甲子園について （正：田神副委員長、副：岩田副委員長） 

2018年 第 9回 建築甲子園選考 

岐阜工業高等専門学校 建築学科「毎日銭湯」岐阜代表として全国大会選出←前回の委員会

にて選出  

 第 9回建築甲子園結果報告 

奨励賞   2019年１月 30日 表彰式（高専にて）横井会長と伊縫委員長にて表彰 

 

 第 10回建築甲子園 課題予定報告、活動計画について 

建築士の日フェスティバルにて選考会を計画している。そのため最低 4校は応募を確保した

い。3月 20日頃までに各高校にお願いに伺いたい。 

→カリキュラムに入れてもらえるのか？ 

第 10回建築甲子園の課題（案）→「地域のくらし－これからの地区センター」 

 

※各学校の担当者 

・岐阜工業高等専門学校：伊縫氏  ・岐阜工業高等学校：河尻氏 

・岐南工業高等学校：岩田氏    ・岐阜総合学園高等学校：田神 

・大垣工業高等学校：畑中氏    ・可児工業高等学校：後藤氏 

・中津川工業高等学校：牧野氏   ・高山工業高等学校：伊縫氏 

・関商工高等学校：伊縫氏 

 

・各担当者は 3月 11日以降に各学校に連絡していただきたい。 

 4月か 5月には学生さんに直接説明ができるといいのではないか？と考えられる。 

（伊縫委員長） 

 

・担い手育成センターより、学校の校長先生に「建築甲子園」について建築士会より 

 説明があると連絡していただく。 

後日、会長からの書簡を持参し学校へ挨拶するよう、段取りしてある。（神山副会長） 

     ・夏休みに建築士会としてサポート出来ればよいのでは？（神山副会長） 

 

 

 

10、 その他 

 

 

次回委員会開催予定日確認 

6月開催予定（総会後） 

 

議事録作成者：田神副委員長 


