
第１号議案

令和元年度事業報告

「社会に役に立つ」「建築界に役に立つ」「会員に役に立つ」協会を目指して

Ⅰ 総会等
１ 定時総会

正会員総数 １，０２３名 うち出席者８０名、委任状による者５６８名
期 日 平成３１年３月１５日（金）１５：００～１６：００
場 所 ＡＮＡクラウンプラザホテル札幌
議 題

（１）第１号議案 一般社団法人北海道建築士事務所協会定款の変更
（２）第２号議案 平成３０年度事業報告
（３）第３号議案 平成３０年度決算
（４）第４号議案 平成３０年度公益目的支出計画実施報告書

監査報告
（５）第５号議案 役員の選任
（６）第６号議案 （仮称）設計会館建設計画について

総会終了後 意見交換会

２ 理事会
〇 第１回理事会

期 日 平成３１年２月１４日（木）１５：３０～１７：３０
場 所 大五ビル２階 会議室
議 題 協議事項

（１）平成３１年度定時総会の招集について
（２）一般社団法人北海道建築士事務所協会定款の変更について
（３）平成３１年度定時総会提出議案について

①一般社団法人北海道建築士事務所協会定款の変更
②平成３０年度事業報告
③平成３０年度決算
④平成３０年度公益目的支出計画実施報告書
⑤役員の選任

（４）（仮称）設計会館建設計画について
報告事項
（１）平成２９年度北海道赤レンガ建築賞について
その他
（１）当面の行事予定について

〇 第２回理事会
期 日 平成３１年３月１５日（金）１４：００～１４：４０
場 所 ＡＮＡクラウンプラザホテル札幌
議 題 協議事項

（１）シニア会員取扱い規程の制定
（２）シニア会員制度の創設に伴う規則の改正
報告事項
（１）建築士事務所の立入指導について
（２）建築士定期講習の講師について
（３）第４３回建築士事務所全国大会（福祉大会）の開催について
（４）北海道・東北ブロック協議会ローテーション
その他
（１）当面の行事予定

〇 第３回理事会
期 日 令和元年７月３１日（水）１５：３０～１７：３０
場 所 大五ビル２階 会議室
議 題 協議事項

（１）事務処理規程の改正
（２）正会員慶弔規程の改正
（３）特定資産の取り崩し
報告事項
（１）会長及び専務理事の職務執行について
（２）令和元年度上半期事業予算の執行状況について
（３）令和元年度事業の上半期の実施事業等について

①第４４回「北の住まい」住宅設計コンペ
②建築士事務所キャンペーン事業 実施計画
③日事連建築賞応募作品
④日事連年次功労者表彰推薦
⑤吉田顧問「国土交通大臣表彰」受賞



（４）北海道高等学校災害復旧工事に係る業務について
（５）建築士事務所立入調査について
（６）あんしん財団「紹介業務所委託契約」の締結について
（７）日事連の動向

①共同要望の実施
②第４３回建築士事務所全国大会
③ＣＭ方式検討状況について
④ＢＩＭに関わる動きについて

（８）仮）設計会館建設について
委員会開催状況報告
（１）総務委員会
（２）業務・技術委員会
（３）広報委員会
（４）教育・情報委員会
（５）指導委員会
（６）ＩＴ委員会
（７）青年委員会
その他
（１）当面の行事予定
（２）その他

〇 第４回理事会
（１）決議があったとみなされる日 令和元年９月２７日（金）
（２）理事会の決議があったものとみなされる事項の提案者 会長 庄司雅美
（３）理事会の決議の目的である事項

「建築物耐震診断等評価委員会運営要綱の一部改正」について
〇 第５回理事会

期 日 令和元年１２月２０日（金）１５：３０～１７：３０
場 所 大五ビル２階会議室
議 題 報告事項

（１）令和元年度研修会・講習会開催結果
（２）令和元年度収支の決算見込（見込）
（３）日事連建築賞及び年次功労者表彰
(４) 第４４回「北の住まい」住宅設計コンペの実施結果

（５）令和元年度高校生建築デザインコンクール実施結果
（６）各支部建築士事務所キャンペーン事業
（７）行政等への要望

①日事連共同要望
②自民党団体懇談会
③公明党政策懇談会

（８）建築相談調査登録事務講習会の実施について
（９）適合証明技術者登録事務制度の変更
（10）（仮称）設計会館建設に当たっての経過
報告事項
（１）会長及び専務理事の職務執行状況について
（２）平成３０年度予算上半期の収支状況
（３）平成３０年度事業の概要
（４）留萌支部長の交代
（５）日事連の動向
委員会開催状況報告
（１）総務委員会
（２）業務技術委員会
（３）広報委員会
（４）教育・情報委員会
（５）指導委員会
（６）ＩＴ委員会
（７）青年委員会
その他
（１）当面の行事予定
（２）その他

３ 会長・副会長会議
〇 第１回

期 日 平成３１年２月１４日（木）１３：３０～１５：２５
場 所 大五ビル６階 協会会議室
議 題 ・理事会提出議題について

・（仮称）設計会館の建設について
〇 第２回

期 日 平成３１年３月１５日（金）１３：３０～１４：５０
場 所 ＡＮＡクラウンプラザホテル札幌



議 題 ・理事会提出議題について
〇 第３回

期 日 令和元年７月３１日（水）１３：３０～１５：２５
場 所 大五ビル６階 協会会議室
議 題 ・理事会提出議題について

・支部（室蘭・苫小牧）からの要望について
〇 第４回

期 日 令和元年１２月４日（水）１３：３０～１５：２５
場 所 大五ビル６階 協会会議室
議 題 ・仮）設計会館の建設について

〇 第５回
期 日 令和元年１２月２０日
場 所 大五ビル６階 協会会議室
議 題 ・理事会提出議題について

４ 各委員会の開催
（１）総務委員会

第１回 平成３１年 ２月 ６日（水）
第２回 令和元年 ５月２１日（火）
第３回 令和元年 ７月１６日（火）
第４回 令和元年１１月２９日（金）
第５回 令和元年１２月１３日（金）

（２）業務・技術委員会
第１回 令和元年 ７月 ４日（木）
第２回 令和元年 ９月１０日（火）
第３回 令和元年１０月１７日（木）
第４回 令和元年１１月２０日（水）

（３）広報委員会
第１回 令和元年 ５月３０日（木）

（４）教育・情報委員会
第１回 令和元年 ７月 １日（月）
第２回 令和元年１１月２０日（水）

（５）指導委員会
第１回 令和元年 ９月 ３日（火）

（６）ＩＴ委員会
第１回 令和元年 ５月３０日（木）

（７）青年委員会
第１回 令和元年 ５月１４日（火）
第２回 令和元年 ８月２３日（金）
第３回 令和元年１１月２０日（水）

Ⅱ 重点事項
１ 公益事業の実施

（１）建築士事務所の資質向上
《講習会・研修会》

① 管理建築士講習 教育・情報委員会
平成３１年 １月２３日（水） 札幌会場 受講者数 １５名

３月２０日（水） 〃 〃 １９名
令和元年 ５月１５日（水） 〃 〃 ２１名

７月１０日（水） 〃 〃 ２１名
９月１８日（水） 〃 〃 １０名

１１月 ８日（金） 〃 〃 ２２名
計 ６会場 １０８名

② 建築士定期講習 教育・情報委員会
令和元年 ６月２１日（金） 札幌会場 受講者数 １４２名

７月２６日（金） 〃 １９８名
１０月１８日（金） 〃 １７８名

７月１１日（木） 函館会場 〃 １１３名
７月 ５日（金） 北見会場 〃 ８５名
７月１１日（木） 室蘭会場 〃 ５１名
７月１２日（金） 苫小牧会場 〃 ５３名
７月 ５日（水） 帯広会場 〃 ９６名
７月１６日（火） 釧路会場 〃 ９９名

計 ９会場 １，１０７名
③ 開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会 教育・情報委員会

平成３１年 ２月２８日（水） 札幌会場 受講者数 ７０名
令和元年 １０月１０日（木） 〃 〃 ４１名

１０月２１日（月） 函館会場 〃 １９名
１０月２５日（金） 旭川会場 〃 １９名



１０月２５日（金） 北見会場 〃 １１名
１０月１６日（水） 苫小牧会場 〃 ２１名
１０月１８日（金） 釧路会場 〃 １０名
１１月１３日（水） 札幌会場 〃 ５１名

計 ８会場 ２４２名
④ 震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針講習会 業務・技術委員会

令和元年 ５月２２日（水） 札幌会場 受講者数 ４９名

⑤ 既存住宅状況調査技術者講習 業務・技術委員会
〔新規講習〕
平成３０年１１月１５日（水） 札幌会場 受講者数 １５名

⑥ 改正建築士法業務報酬基準 講習会
平成３１年４月２２日（月） 札幌会場 受講者数 ２８名
平成３１年４月２４日（水） 〃 〃 １２名

計 ４０名

《資格制度》
一般社団法人北海道建築士会が認定する継続能力開発制度（ＣＰＤ）と連携して講習会
を実施した。 業務・技術委員会

（２）消費者保護活動
《建築相談調査等業務》

① 建築相談調査業務の実施（建築士事務所の紹介等） 指導委員会
全相談件数３２３件、成約件数５件

② 建築士事務所業務に対する苦情解決に関する業務の実施 指導委員会
苦情解決業務申出件数０件（平成２１年度：２件、平成２７年度：１件）

③ 係争事件に係る鑑定人の選考推薦 指導委員会
④ 建築設計サポートセンターの設置 総務委員会

《消費者等関係団体との連携》
一般社団法人北海道消費者協会

北海道立消費生活センター苦情処理専門員 奈良顕子指導委員長

《耐震診断・耐震改修計画》 業務・技術委員会
既存建築物の耐震診断等に係る判定及び評定の実施（令和元年１２月３１日現在）

判 定 １５棟 （平成３０年度： １３棟）
評 定 １３棟 （ 〃 ： １０棟）
判・評定 ６棟 （ 〃 ： ３４棟）
変 更 ４棟 ( 〃 ： ２棟)
合 計 ３８棟 （ 〃 ： ５９棟）

（３）第４４回「北の住まい」住宅設計コンペの実施 業務・技術委員会
審査委員 米田浩志（北海学園大学工学部建築学科教授）他６名
課 題 映える【ばえる】
応募作品 ４９作品
入 賞 者
最優秀賞 １作品

（共同作品）
三浦 光雅 北海学園大学大（４年）
佐藤 拓未 北海学園大学大（４年）

優 秀 賞 ２作品
（単独作品）
加持 亮輔 (株)エスエーデザインオフィス一級建築士事務所
（単独作品）
長谷川 怜史 北海道大学大学院（２年）

奨 励 賞 ４作品
（単独作品）
舘 龍太朗 室蘭工業大学大学院（１年）
（共同作品）
柳瀬 祥太 室蘭工業大学（４年）
川去 健翔 室蘭工業大学（４年）
（共同作品）
池田 昇太郞 北海道大学大学院（１年）
大伏 玄泰 北海道大学大学院（２年）
（単独作品）
田村 幹 室蘭工業大学（４年）

入賞者座談会・表彰式
日 時 令和元年１１月２２日（金）１３時



場 所 ＡＮＡクラウンプラザホテル
入賞作品展示会

①大五ビル６階ホール
令和元年１０月２１日（月）～１０月２５日（金）

②札幌地下街オーロラスクエア
令和元年１１月１５日（金）～１１月１７日（日）

（４）関係団体等との連携
《団体構成員》

① 北海道公共建築設計懇談会 庄司雅美会長
北海道公共建築設計懇談会幹事会 重綱博美副会長

松田眞人業務・技術委員長
遠田雅宏業務・技術副委員長

② 北海道建築設計会議 庄司雅美会長
北海道建築設計会議幹事会 相良敬治総務委員長

田所裕司総務副委員長
③ 全道確認円滑化対策連絡協議会 庄司雅美会長

相良敬治総務委員長
松田眞人業務・技術委員長

④ 震災建築物応急危険度判定連絡協議会 松田眞人業務・技術委員長
⑤ 全道定期報告連絡会議 松田眞人業務・技術委員長
⑥ 北海道福祉のまちづくり推進連絡協議会 三ツ江元治業務・技術委員
⑦ 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会

松田眞人業務・技術委員長
遠田雅宏業務・技術副委員長

⑧ 北海道住宅リフォーム推進協議会 庄司雅美会長
⑨ 地域法人連絡会議 松田眞人業務・技術委員長
⑩ きた住まいる推進会議 本久公洋総務委員

《他団体委員等推薦》
① 北海道建築士審査会委員 中島 勉副会長
② 北海道赤レンガ建築賞実行委員会委員 川幡宏一副会長

相良敬治総務委員長
③ 北海道赤レンガ建築賞審査委員会委員 菅沼秀樹会員
④ 高校生建築デザインコンクール選定委員会委員 重綱博美副会長
⑤ 高校生建築デザインコンクール運営委員会委員 遠田雅宏業務・技術副委員長
⑥ 一般財団法人北海道住宅管理公社評議員 庄司雅美会長
⑦ 公益財団法人北海道防犯協会連合会防犯モデルマンション審査委員

松田眞人業務・技術委員長
遠田雅宏業務・技術副委員長

⑧ 一般財団法人北海道建築指導センター「センターリポート」編集委員
藤原昇悟広報委員長

⑨ 一般社団法人北海道建築士会ＣＰＤプログラム審査評議会評議員
松田眞人業務・技術委員長

⑩ 木造建築の新技術に関する協議会委員 中原茂人教育・情報委員

（５）指定・協定・代行・共催事業等の実施
① 指定事務所登録機関としての建築士事務所登録等業務 業務・技術委員会

・令和年１２月３１日登録数 ４，３２５事務所（４１減）
・平成３０年１２月３１日登録数 ４，３６６事務所
・期間 平成３１年１月１日～令和元年１２月３１日

新規登録数 １８２件 （平成３０年度 １９６件）
登録更新数 ６４１件 （ 〃 ８６１件）
登録抹消数 ２２３件 （ 〃 ２５９件）～廃業･登録未更新
登録事項変更届数 ９２２件 （ 〃 ９８６件）
所属建築士届出数 ０件 （ 〃 １件）

合 計 １，９６８件 （ 〃 ２，３０３件）
② 設計等の業務に関する報告書の受付業務 業務・技術委員会

・期間 平成３１年１月１日～令和元年１２月３１日
受付件数 ３，６５６件：提出率８４．５％ (平成３０年度 3,615件:提出率82.3%)
督促件数 ２，０６０件：督促率４７．６％ (平成３０年度 2,079件:督促率４７.6%)

③ 建築基準法第１２条に基づく定期報告に係る業務 業務・技術委員会
（建築物の所有者等の代行業務）
建築物 ５７８件 （平成３０年度 ４８１件 ）
設 備 １，８２４件 （ 〃 １，４３０件 ）
合 計 ２，４０２件 （ 〃 １，９１１件 ）

④ 北海道赤レンガ建築賞の共催 総務委員会
北海道、一般社団法人北海道建築士会、公益社団法人日本建築家協会北海道支部、
一般財団法人北海道建築指導センター、一般財団法人北海道建設技術センターとの



共催事業
・応募作品 １９作品
・表彰作品
【北海道赤レンガ建築賞】

作品名 当麻町役場
建築主 当麻町
設計者 〈山下・柴滝 設計等共同体〉

(株)山下設計北海道支社
(株)柴滝建築設計事務所
(株)山脇克彦建築構造設計

施工者 〈盛永・大野土建・石川特定建設工事共同企業体〉
(株)盛永組
大野土建(株)
石川建設(株)

【北海道赤レンガ建築奨励賞】
作品名 東川町複合交流施設 せんとぴゅあ
建築主 東川町
設計者 (株)ドーコン

〈ブンク・アイエイ・ＫＩＴＡＢＡ特定建築設計共同企業体〉
(株)アトリエブンク
(株)アイエイ研究所
(株)ＫＩＴＡＢＡ
伊藤千織デザイン事務所
北海道大学大学院工学研究院小篠研究室

施工者 〈髙組・小岩特定建設工事共同企業体〉
(株)髙組
(株)小岩組
〈新谷・吉宮・小岩・松井組特定建設工事共同企業体〉
新谷建設(株)
吉宮建設(株)
(株)小岩組
松井組工建(株)
〈橋本川島・盛永・髙・小岩特定建設工事共同企業体〉
(株)橋本川島コーポレーション
(株)盛永組
(株)髙組
(株)小岩組

⑤ 高校生建築デザインコンクールの共催 業務・技術委員会
北海道、一般社団法人北海道建築士会、公益社団法人日本建築家協会北海道支部と
の共催事業

・設計課題 「北海道子どもの国のパーゴラのある四阿」
「北海道子どもの国」の施設利用者のためのパーゴラを設置した四阿を
設計して下さい。

・設計条件 （１）建設地 砂川市「北海道子どもの国」内内
（２）建築物の構造規模

①構造は問わない。
②平屋建て１棟 延べ面積７０㎡以上１００㎡以下

・応募資格 道内高等学校（建築系学科）に在籍する個人又は３名以下のグループ
・応募状況 １６９名から１４８作品の応募
・入賞者

最優秀作品 １作品
北海道苫小牧工業高等学校 最上 稜平（３年）、佐藤 柚輝（３年）

優秀作品 ３作品
北海道小樽未来創造高等学校 本田 佳基（３年）
北海道名寄産業高等学校 和田 愛梨（１年）
北海道苫小牧工業高等学校 村上 拳志朗（３年）、茂地 柾宣（３年）

佳作 ４作品
北海道函館工業高等学校 菊地 春花（３年）
北海道函館工業高等学校 和田まゆか３年）
北海道留萌高等学校 縄 翔太（２年）、小野 朝陽（２年）、

水野 大介（２年）
北海道苫小牧工業高等学校 佐々木 虎太郎（３年）、大井 研太朗（３年）

渡辺 千希（３年）
特別賞 ２作品

北海道苫小牧工業高等学校 秋村 京佑（３年）
北海道苫小牧工業高等学校 池島 智秋（１年）、高橋 鉄三（１年）



２ 財政・組織基盤の整備・充実
（１）未加入建築士事務所に対する入会促進『入会特別キャンペーン』の継続 総務委員会

会員拡大実行委員会の設置
（平成２３年度第１回理事会から実施している会員増強の取り組みを継続）
・最近の加入状況

事務所登録数 会員数 加入率
平成２３年１２月３１日 ４，７８６（363減） １，０５４（39減） ２２．０％
平成２４年１２月３１日 ４，７４５（ 41減） １，０５１（ 3減） ２２．１％
平成２５年１２月３１日 ４，６７９（ 66減） １，０４１（10減） ２２．２％
平成２６年１２月３１日 ４，６３２（ 47減） １，０３６（ 5減） ２２．４％
平成２７年１２月３１日 ４，５６８（ 64減） １，０２３（13減） ２２．４％
平成２８年１２月３１日 ４，５０９（ 59減） １，０３４（11増） ２２．９％
平成２９年１２月３１日 ４，４２９（ 80減） １，０２１（13減） ２３．１％
平成３０年１２月３１日 ４，３６６（ 63減） １，０２３（ 2増） ２３．４％
令和元年 １２月３１日 ４，３２５（ 41減） １，０２３（ －） ２３．６％

① 講習会等の無料「会員サポート券」の発行
② 北洋銀行と住宅ローンの優遇金利の協定締結
③ 管理建築士講習の受講者に対する会費の減額

（２）事業計画及び財務内容の検討 総務委員会
会員拡大実行委員会

Ⅲ 広報・情報提供・教育等
１ 会誌「ひろばNo.９２号＋ＡＲＣ」の発行（１２月発行） 広報委員会

２ 支部が実施する建築士事務所キャンペーンに対する支援 広報委員会
札幌支部 木造住宅の耐震改修工事に関する市民向けセミナー 令和元年 ８月

第５回お菓子の家づくりコンテスト 令和元年１０月
第１９回「きらりと光る北の建築」賞パネル展 令和元年１１月

函館支部 第７回お菓子の家づくりコンテスト 令和元年 ６月
後志支部 「第１２回ふるさとを描こう」絵画コンクール 令和元年１１月
小樽支部 小樽未来創造高校生徒と市内歴史的建造物を巡る課外授業 令和元年 ９月

小樽未来創造高校生徒への歴史的建造物についての出前授業
令和元年１０月

空知支部 住宅新築＆リフォームフェア 平成３１年 ３月
旭川支部 第２９回旭川建築作品発表会 平成３１年 ２月

バウハウスと旭川展 令和元年 ６月
北の恵み食べマルシェ２０１９参加 令和元年 ９月
第１７回お菓子の家づくりコンテスト 令和元年１０月

十勝支部 住宅の一次エネルギー消費量の算出講習会 令和元年 ６月
改正建築基準法・同施行令等の解説セミナー 令和元年 ８月
１０士業合同 くらしの「よろず」無料・相談会 令和元年１０月
防火設備の構造方法を定める件の告示改正に伴う説明会 令和元年１０月

釧路支部 住まいの無料建築相談会 令和元年 ９月
第１０回くしろ安心住まいフェア 令和元年１０月
くしろ木づなフェスティバル 令和元年１１月

Ⅳ 永年勤続表彰
松谷 豊一（北見支部）

Ⅴ 日事連との連携
１ 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会（通称：日事連）役員・委員会委員の就任

・常任理事 庄司雅美会長
・教育・情報委員会委員長 庄司雅美会長

２ 日事連北海道・東北ブロック協議会への参画
・ブロック協議会専務理事・事務局長会議

平成３１年 ２月２６日（火） 岩手県 中川國義専務理事・事務局長
・ブロック協議会会長会議

平成３１年 ３月 ４日（月） 岩手県 庄司雅美会長
中川國義専務理事・事務局長

・ブロック協議会会長会議
令和元年７月２２日～２３日 岩手県 庄司雅美会長

中川國義専務理事・事務局長
・ブロック協議会青年部会

令和元年９月６日（金） 岩手県 齋藤弘源青年委員

３ 日事連表彰関係
・年次功労者表彰受賞 佐藤公郎（函館支部）
・日事連建築賞受賞 国土交通大臣賞（一般建築部門） 北見市立留辺蘂小学校

道日建・エヌケー特定委託業務共同企業体



４ 各種会議への出席
・定時総会 令和元年６月２６日（水） 東京都 庄司雅美会長

柳舘直人副会長
中川國義専務理事・事務局長

・全国会長会議 令和元年６月２６日（水） 東京都 庄司雅美会長
柳舘直人副会長
中川國義専務理事・事務局長

令和元年１２月５日（木） 東京都 庄司雅美会長
柳舘直人副会長
中川國義専務理事・事務局長

・理事会 平成３１年 ３月１９日（火） 東京都 庄司雅美会長
令和元年 ６月 ５日（水） 東京都 庄司雅美会長
令和元年 ９月１２日（木） 東京都 庄司雅美会長
令和元年 １１月２８日（木） 東京都 庄司雅美会長

・常任理事会 平成３１月 ３月 ７日（火） 東京都 庄司雅美会長
令和元年 ５月２７日（月） 東京都 庄司雅美会長
令和元年 ６月２６日（水） 東京都 庄司雅美会長
令和元年 ９月 ４日（水） 東京都 庄司雅美会長
令和元年 １１月２０日（火） 東京都 庄司雅美会長

・教育・情報委員会 平成３１年 ２月 ５日（火）東京都 庄司雅美会長
平成３１年 ４月１８日（木）東京都 庄司雅美会長
令和元年 ９月１８日（水）東京都 庄司雅美会長

・設計図書の電磁的記録による作成と保存のガイドライン普及促進ＷＧ
平成３１年 １月３０日（水）東京都 庄司雅美会長
平成３１年 ４月１１日（木）東京都 庄司雅美会長
令和元年 ５月３０日（木）東京都 庄司雅美会長
令和元年 ７月２９日（月）東京都 庄司雅美会長

・業務報酬基準ＷＧ
令和元年 ８月２９日（木）東京都 庄司雅美会長
令和元年 １１月２５日（月）東京都 庄司雅美会長

・建築ＣＰＤ運営会議令和元年 ５月１３日（月）東京都 庄司雅美会長
令和元年１１月１８日（月）東京都 庄司雅美会長

・事務局連絡会議 平成３０年７月 ５日（金） 東京都 中川國義専務理事・事務局長

５ 第４３回建築士事務所全国大会（福島大会）
令和元年１０月 ３日（金） 参加者 ６５名

Ⅵ 支部
支部事業は、各支部で事業の執行状況を報告するため省略する。

Ⅶ その他
１ 行政機関及び関係団体等が開催する各種会議への出席 関係委員会
２ 会員の懲戒 倫理委員会

処分事例なし


