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令 和 元 年 度 事 業 報 告
自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日

１．会 議 関 係

月日 業 務 名 称 会 場 摘 要

４.４ 第１回三役会議 建設国保会館 1. 県庁挨拶回り

2. 今年度事業について

４.18 建築士受験申込受付審査事務打合わせ会 事務局会議室 建築士受験申込み受付審査事務について打合わせ

４.23 第２回三役会議 建設国保会館 1. 大崎市ブロック塀等調査業務について

2. 平成30年度事業報告並びに収支決算について

3. 平成31年度事業計画案並びに収支予算案について

4. その他

・総会スケジュール

４.24 平成30年度業務及び会計監査会 建設国保会館 1. 平成30年度の業務及び会計監査について

４.26 第１回理事会 建設国保会館 1. 大崎市ブロック塀等調査業務について

2. 平成30年度事業報告並びに収支決算について

3. 平成31年度事業計画案並びに収支予算案について

4. その他

・総会スケジュール

５.31 令和元年度(第６回)通常総会 仙台サンプラザ 第１号議案 平成30年度事業報告並びに収支決算承認の件

第２号議案 令和元年度事業計画並びに収支予算決定の件

６.21 第３回三役会議 建設国保会館 1. 令和元年度事業の推進について

2. 総会運営等の在り方について

3. 大崎市ブロック塀調査業務について

4. 仙台東支部について

5. その他

11.25 第４回三役会議 建設国保会館 1.大崎市ブロック塀等調査業務について

2.平成30年度事業報告並びに収支決算について

3.平成31年度事業計画案並びに収支予算案について

4.その他

・総会スケジュール

11.29 令和元年度中間会計及び業務報告会 建設国保会館 令和元年度の上半期会計状況及び事業執行状況について

12.４ 第２回理事会 建設国保会館 1. 令和元年中間事業及び会計報告について

2. 支部活動事業助成金について

3. その他

（報告事項等）

・令和元年度建築甲子園宮城県選抜結果

・建築士免許交付式について

・来年度総会会場及び日程について

・仙台ラウンドテーブル参加方法の確認

１.７ 第５回三役会議 建設国保会館 1. 県庁挨拶回り

2. 年度内スケジュールについて

３.12 第６回三役会議 建設国保会館 1. 令和元年度収支決算見込みについて

2. 令和２年度事業計画案並びに収支予算案について

3. 仙台支部からの質問書について

4. 台風19号被害にかかる義援金について

5. 新型コロナウイルス感染症対策による各種事業等の対応について

6. 役員改選のスケジュールについて

7. その他

３.25 第７回三役会議 建設国保会館 1. 令和元年度収支決算見込みについて

2. 令和２年度事業計画案並びに収支予算案について

3. 仙台支部からの質問書について

4. 新型コロナウイルス感染症対策による事業スケジュールについて

5. その他
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２．委 員 会 関 係

月日 業 務 名 称 会 場 摘 要

４.26 第１回総務企画委員会 建設国保会館 1. 大崎市ブロック塀等調査業務について

2. 平成30年度事業報告並びに収支決算について

3. 平成31年度事業計画案並びに収支予算案について

4. その他

・総会スケジュール

６.20 第１回ヘリテージマネージャー修了者技術向上事業 宮城県教育庁 1. ヘリテージマネージャー修了者技術向上事業にかかるシンポジウム開催

シンポジウム打ち合わせ(まちづくり委員会) 文化財課 の打ち合わせ

７.12 第１回広報･交流委員会 建設国保会館 1. 今年度の事業方針について

2. ｢窓｣168号の掲載内容及び編集予定について

3. ＨＰの青年部会・女性部会専用サイトについて

4. その他

７.12 第１回会員･業務(拡大)委員会 建設国保会館 1. 会員増強の施策について

2. その他.

８.28 第２回ヘリテージマネージャー修了者技術向上事業 宮城県教育庁 1. ヘリテージマネージャー修了者技術向上事業にかかるシンポジウム開催

シンポジウム打ち合わせ(まちづくり委員会) 文化財課 の打ち合わせ

９.４ 第２回会員･業務(拡大)委員会 建設国保会館 1. 会員の減少について

2. その他

10.16 第２回広報･交流委員会 建設国保会館 1. ＨＰについて

2. 建築甲子園応募作品の審査

3. その他

・｢窓｣169号掲載内容について

11.５ 第３回会員･業務(拡大)委員会 建設国保会館 1. 会員の減少について

2. その他

12.４ 第２回総務企画委員会 建設国保会館 1. 令和元年中間事業及び会計報告について

2. 支部活動事業助成金について

3. その他

（報告事項等）

・令和元年度建築甲子園宮城県選抜結果

・建築士免許交付式について

・来年度総会会場及び日程について

・仙台ラウンドテーブル参加方法の確認

２.６ 第４回会員･業務(拡大)委員会 建設国保会館 1. 会員拡大に向けた支部の在り方

2. その他

３．青 年 部 会・女 性 部 会 関 係

1．活動

青年部会

□ 東北ブロック会：各県青年大会への参加

青森県建築士会 南黒大会(7/20・21)：南津軽魅力発見

地域実践活動報告 青森支部「魅力伝道 ～建築士になるには！～ 」

南黒支部「まち歩きのユニバーサルデザインプロジェクト2018」

講話 「日本酒あれこれ」

株式会社鳴海醸造店 山田勝行氏

エクスカーション 黒石温泉郷見学ツアー

福島県建築士会青年の集い白河大会(9/6・7)：『歴史と共に紡ぐ』

地域実践活動報告 会津支部

基調講演 岩井達弥光景デザイン 代表 岩井達弥氏

エクスカーション 小峰城(城山公園)：案内 白河市文化財課

岩手県建築士会 第24回一関千厩青年大会(11/2・3)：「黄金の郷」で熱く語ろう ～令和から未来への創造～

基調講演 「ＩＬＣ（国際ﾘﾆｱｺﾗｲﾀﾞｰ）と地域づくり」 一関市長 勝部修氏

景観・歴史視察 骨寺村荘園遺跡
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山形県建築士会 青年大会「米沢大会」(11/9)：「叶えよう！広げよう建築士の夢」

講演会 （公社）日本建築士会連合会 まちづくり委員会 高橋康夫氏

熊野大社参拝、散策（三羽のうさぎ探し)

秋田県建築士会大会 秋田中央大会(11/16・17)：秋田の魅力再発見

基調講演 「都市の風景とまちのディテール ～秋田における市街地木質化の事例を通して～ 」秋田公立美術大景観デザイン専攻教授 小杉栄次郎氏

トークセッション「秋田の魅力とは」

パネリスト 福禄寿酒造株式会社代表取締役 渡邉康衛氏

株式会社せん 松岡叡美氏

コーディネーター 秋田中央建築士会青年部長 能上崇氏

エクスカーション 五城目町（福禄寿酒造・HIKOBE・アートギャラリー「ものがたり」）

□ 東北ブロック会青年建築士連絡協議会 『第10回東北ブロック青年大会』～岩手大会～(3/14)：中止

基調講演 （公社）日本建築士会連合会 会長 三井所清典氏

地域実践活動報告会 宮城県代表 建築士と一緒につくろう！「お菓子の家づくり」宍戸智美（仙台支部）

→ 4/18（盛岡） 東北ブロック会青年大会 地域実践活動活動報告

□ 日本建築士会連合会 青年委員会

令和元年度 全国青年委員長会議（3/7・8）於：女川町・仙台市：中止

『僕らが考える明日、10年後の建築士』 ～行動計画視察編～

□ 県青年部会活動建築士と一緒につくろう！「お菓子の家づくり」(1/26）於：仙台市民会館

参加者 小学校４年生～6年生の親子20組

□ 青年の集い＆お泊り研修会（南三陸・気仙沼）：窓169号（小山和寛）

南三陸町役場・南三陸病院＋南三陸町志津川保健センター・あさひ幼稚園・南三陸町生涯学習センター 見学 10/26

リアス・アーク美術館 見学、気仙沼風待ち地区まちあるき 10/27

女性部会

□ 東北ブロック会

東北ブロック会女性委員会 視察・見学会 inあきた(10/5・6)

秋田県建築士会女性委員会主催 横手市教育委員会後援 親子体験学習「きもちのいい家つくろう」視察

羽黒町武家屋敷通り・日新館・昨雪軒・ゲストハウス平源見学（ゲストハウス平源にて昼食）

「増田まちなみ研究会」による修復事業の紹介・増田内蔵見学

□ 日本建築士会連合会 女性委員会

全国女性建築士連絡協議会（東京）(7/13・14 参加３名)：建築士3月号掲載・窓169号（池田法子）

Ｂ分科会発表（星ひとみ）

魅力ある和の空間 令和元年度追加 ： 旧氏丈邸（角田市）・旧亀井邸（塩竃市）・不老仙館（登米市）

□ 県女性部会活動「記憶の中の住まい」プロジェクト令和元年度 2件贈呈（総計 35件)

□ 田代島プロジェクト

清掃ボランティア（6回開催）

「臣屋阿部家住宅」の保存活用のため、NPO法人 田代島の文化を伝承する会 設立

□ 青年の集い＆お泊り研修会（南三陸10/26・気仙沼10/27）

2．会議関係

1）青年部会・女性部会定例役員会

月日 業 務 名 称 会 場 摘 要

４月～ 「記憶の中の住まい」聞き取り 調査先 6/ 8 贈呈式

随時 塩竃市他 6/15 ヒアリング実施

8/末 確認用提出

４月～ 田代島プロジェクト 田代島 4/21 参加4名

随時 7/21 参加 7名

9/ 7 NPO田代島の文化を伝承する会 総会

10/20 参加 7名
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月日 業 務 名 称 会 場 摘 要

４.13 東北ブロック会（女性委員会） 仙台支部 女性委員長会議

事務室 各県女性委員長（部会長）+連合会代表委員

+山形次期委員長+会計（宮城3名参加）

・各県活動報告・活動計画

・東北ブロック会女性委員会視察研修について

・全建女について

・全国大会 女性セッションについて

・女性部、青年部の情報交換について

５.９ 東北ブロック会（青年委員会） 仙台 青年委員長会議（遠藤青年部会長・小林）

県本部 各県青年委員長（部会長）+連合会代表委員

小会議室 ・東北ブロック長の選任

・全国青年会議 宮城開催について

５.26 女性部会員ランチ交流会 茂ケ崎庵 参加40名（学生５名含む）

・パネル展示

・後援と建物見学

・意見交換会

６.23 青年部会・女性部会 第１回定例役員会 仙台支部事務室 1. 活動報告

（参加11名） ・「記憶の中の住まい」PJ・田代島PJ・ランチ交流会

佐藤担当副会長 ・第１回東北青年ブロック会議・東北ブロック会女性委員長会議

星理事（女性部会担当） 2. 予算案・活動報告・活動計画案

遠藤青年部会長 3. 活動予定

小林女性部会長 ・「記憶の中の住まい」PJ・田代島PJ・青年の集いお泊り研修会

清本多恵子・佐藤廉子 ・魅力ある和の空間の推薦・全国大会 女性セッション

遠藤陽子・西條由紀子 ・東北ブロック会女性委員会見学会・全国女性建築士連絡協議会

庄野真紀子・大沼響子 4. 各支部の活動（仙台・石巻・柴田）

籔内しずか ・仙台 「建築と私」～古民家の再生を島の活性化に繋げたい～

・柴田 総会

・石巻 住宅センターの講習会と総会

5. その他

・仙台ラウンドテーブル・村田伝建調査隊

・ヘリテージマネージャー修了者技術向上事業 への協力

７.４ 第１回青年部会会議 建設国保組合会館 1. 平成元年度活動報告

（参加８名） 2. 令和元年度活動計画案

佐藤担当副会長 ・各県青年大会参加について

齋藤担当理事 ・青年部会予算について

遠藤青年部会長 ・全国大会について

森副青年部会長 青年フォーラム、青年委員会セッション地域実践活動報告会

武田副青年部会長 3. 令和2年1月開催予定事業(お菓子の家について)

小野寺副青年部会長

大浦康宏

菊地孝式

７.13 全国女性建築士連絡協議会 東京 参加３名

14 ・基調講演「和の伝統技術の継承と創造」

原田左官工業所 原田氏

・トークセッション

Marumo工房 金澤氏

・Ｂ分科会「心地よい暖かさを求めて」

報告者 星ひとみ

７.20 青森県建築士会南黒大会 黒石 参加（遠藤青年部会長）

21 第31回「建築士の日」記念大会 支部対抗町おこし支援提案競技 他

黒石温泉郷ツアー

９.６ 福島県建築士会 白河 参加（青年部長 遠藤）

７ 第36回「青年の集い」白河大会 基調講演 岩井達弥光景デザイン 岩井氏

白川小峰城見学
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月日 業 務 名 称 会 場 摘 要

９.20 第62回建築士会全国大会(北海道大会) 函館市 全国大会青年フォーラム（遠藤青年部会長）

21 ヘリテージマネージャー連絡協議会（小林・遠藤陽）

分科会

・ヘリテージ分科会（佐藤副会長・遠藤陽）

・女性委員会セッション（小林・池田・宍戸）

９.28 青年部会・女性部会 第２回定例役員会 仙台支部事務室 1. 活動報告

（参加８名） ・「記憶の中の住まい」PJ・田代島PJ・全国女性建築士連絡協議会

佐藤担当副会長 ・第１回青年部会・青森県建築士会南黒大会

星理事（女性部会担当） ・福島県建築士会青年の集い白河大会・全国大会

遠藤青年部会長 2. 活動予定

小林女性部会長 ・「記憶の中の住まい」PJ・田代島PJ・青年の集いお泊り研修会

佐藤廉子・西條由紀子 ・東北ブロック会女性委員会見学会（秋田）

庄野真紀子・籔内しずか ・建築女子ﾌｫｰﾗﾑinSAKATA・ポスターセッション

・お菓子の家づくり

3. 各支部の活動（仙台・石巻）

・仙台 福祉キャラバン隊、北蒲原支部交流会、芋煮会

・石巻 耐震アクションプラン、阪神支部交流会

4. その他

・会員業務拡大委員会報告

・役員改選、役員会開催方法、回数について

10.５ 東北ブロック会女性委員 IN あきた 横手市 参加３名

６ ・秋田県女性委員会地域貢献活動

「親子体験学習『気持ちのいい家つくろう』」

・羽黒町武家屋敷通り・旧日新館・昨雪軒・ゲストハウス平源 見学

・増田まちなみ研究会による修復事業の紹介

・増田 見学

第回女性委員長会議

・全建女報告（被災地報告・B分科会）

・魅力ある和の空間（今年度追加分）

・ポスターセッションについて

・東北ﾌﾞﾛｯｸ会女性委員会口座開設について

・次年度委員長について

・東北ブロック代表委員の交代について

・全国大会あきたへの協力について

10.26 第２回青年部会会議 ニュー泊崎荘 1. お菓子の家づくりについて

(青年の集い＆お泊り研修会にて) （参加６名） ・現在の準備進行状況説明 会場決定済み(仙台市民会館)

佐藤担当副会長 ・今後の準備について 役割分担、募集方法等

遠藤青年部会長

森副青年部会長

大浦康宏

小山和寛

阿部順一

女性部会の皆様

10.26 青年の集い・お泊り研修会 南三陸 参加21名（宿泊なし4名）

27 気仙沼 ・南三陸町役場、南三陸病院+南三陸町志津川保健センター、あさひ幼稚園、

南三陸町生涯学習センター 見学

・リアス･アーク美術館 見学、気仙沼風待ち地区 まちあるき

１.18 青年部会・女性部会 第３回定例役員会 仙台支部事務室 1. 活動報告

（参加12名） ・「記憶の中の住まい」PJ・田代島PJ・青年の集いお泊り研修会

佐藤担当副会長 ・東北ブロック会女性委員会見学会（秋田）

星理事（女性部会担当） ・岩手県建築士会青年大会・山形県建築士会青年大会

遠藤青年部会長 ・秋田県建築士会大会秋田中央大会

小林女性部会長 2. 活動予定

森秀樹・佐藤廉子 ・田代島PJ

清本多恵子・高橋直子 ・お菓子の家づくり・全国青年委員長会議・東北ブロック青年大会

遠藤陽子・西條由紀子 3. 各支部の活動（仙台・石巻・栗原）

庄野真紀子・籔内しずか ・仙台 介護保険に係る住宅改修研修会、「建築と私」

4. その他

・仙台ラウンドテーブル（県美問題を手掛かりに）

・ヘリマネ修了者技術向上事業シンポジウム（涌谷）

※ 村田伝建調査隊： 村田町村田伝統的建造物群保存地区で「村田修景仕様書」作成のため、実測調査等活動中

※ 仙台ラウンドテーブル ： 設計３団体（（公社）日本建築家協会東北支部宮城地域会、（一社）宮城県建築士事務所協会、（一社）宮城県建築士会）による、

多方面の方々を招き、テーマについて自由に意見を出し合い、話し合ってもらう場。
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４．講 習 会 等 関 係

月 日 業 務 名 称 会 場 摘 要

４.12 建築工事の｢監理技術者講習｣ 建設国保会館 登録講習機関：(公社)日本建築士会連合会

仙 台 実施協力：本会 受講申込者数： ４名

５.23 建築工事の｢監理技術者講習｣ 建設国保会館 登録講習機関：(公社)日本建築士会連合会

仙 台 実施協力：本会 受講申込者数： ７名

６.14 第一期 一級/二級/木造建築士定期講習(法定講習会) 建設国保会館 登録講習機関：(公財)建築技術教育普及センター

（１Ｄ－０１） 仙 台 本会：講習事務実施 受講申込者数： 72名

９.11 既存住宅状況調査技術者講習(新規) 建設国保会館 登録講習機関：(公社)日本建築士会連合会

仙 台 実施協力：本会 受講申込者数： 12名

９.26 第二期 一級/二級/木造建築士定期講習(法定講習会) 建設国保会館 登録講習機関：(公財)建築技術教育普及センター

（１Ｄ－０２） 仙 台 本会：講習事務実施 受講申込者数： 60名

12.17 第三期 一級/二級/木造建築士定期講習(法定講習会) 建設国保会館 登録講習機関：(公財)建築技術教育普及センター

（１Ｄ－０３） 仙 台 本会：講習事務実施 受講申込者数： 65名

12.13 宮城県被災建築物応急危険度判定技術者講習会 宮城県行政庁舎 宮城県主催 本会主管

19 大河原合同庁舎 仙 台 会場 12/13 受講者申込者数 73

１.22 石巻合同庁舎 大河原 会場 12/19 受講者申込者数 4

28 宮城県行政庁舎 石 巻 会場 1/22 受講者申込者数 9

仙 台 会場 1/28 受講者申込者数 82

合計168名 他、更新申請のみ249名

12.15 ”地域の歴史と文化遺産を引き継ぐ” 富谷中央公民館 主催：宮城県地域文化遺産復興プロジェクト実行委員会

～富谷宿より発信～シンポジウム 富谷市 事業事務局：本会

・富谷宿まち歩き 富谷宿(富谷市富谷しんまち地区界隈) 参加20名

・シンポジウム

＊報 告 ①「富谷市しんまち地区について(歴史文化の視点から)」

富谷市教育委員会生涯学習課 清水 勇希 氏

＊報 告 ②「富谷市しんまち地区について(建築の視点から)」

ヘリテージマネージャー 高田 洋文 氏

・基調講演「静岡県ヘリテージセンターの活動と事例」

講 師 静岡県ヘリテージセンターＳＨＥＣセンター長 塩見 寛 氏

・パネルディスカッション 参加38名

２.８ 建築士免許証明書交付式 建設国保会館 主催：本会 二級及び木造建築士免許証明書の交付 参加申込者数：50名

仙 台 同時に「建築士新規免許登録者セミナー」を開催。

２.25 中大規模木造設計セミナー「実現のための手法編」 建設国保会館 主催：一般社団法人宮城県建築士会

仙 台 共催：公益社団法人日本建築士会連合会

一般社団法人中大規模木造プレカット技術協会

受講申込者数：15名

２.25 中大規模木造設計セミナー「木造低コスト化」 建設国保会館 主催：一般社団法人宮城県建築士会

仙 台 共催：公益社団法人日本建築士会連合会

一般社団法人中大規模木造プレカット技術協会

受講申込者数：14名

２.26 第四期 一級/二級/木造建築士定期講習(法定講習会) 建設国保会館 登録講習機関：(公財)建築技術教育普及センター

（１Ｄ－０４） 仙 台 本会：講習事務実施 受講申込者数： 51名

３.３ 建築工事の｢監理技術者講習｣ 建設国保会館 登録講習機関：(公社)日本建築士会連合会

仙 台 実施協力：本会 新型コロナウイルス感染拡大防止対策により自宅学習

受講申込者数：６名
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５．建築技術教育普及センターからの試験受託事務

月 日 業 務 名 称 会 場 摘 要

４.１～４.22 受験申込書案内書配布 本 部 二級・木造建築士試験案内書窓口配布

４.18～４.22 受験申込書受付 本 部 二級・木造建築士申込受付件数 二級 325件、木造 ４件

*インターネット、郵送受付者数を除く

４.５～５.13 受験申込書案内書配布 本 部 一級建築士試験案内書窓口配布

５.９～５.13 受験申込書受付 本 部 一級建築士受験申込受付件数 186件

*インターネット、郵送受付者数を除く

７.７ 試験実施 仙台育英学園 二級建築士学科試験(実)受験者数 二級 453名 (合格者数 175名 38.63%)

宮城野校舎

７.28 試験実施 仙台育英学園 一級建築士学科試験(実)受験者数 一級 506名 (合格者数 101名 20.0%)

宮城野校舎 木造建築士学科試験(実)受験者数 木造 ６名 (合格者数 ３名 50.0%)

９.15 試験実施 仙台育英学園 二級建築士設計製図試験(実)受験者数 二級 235名 (合格者数 129人 54.89%)

宮城野校舎

10.13 試験中止 (12/8に変更) 仙台育英学園 一級･木造建築士設計製図試験 前日10/12試験会場設置後に

宮城野校舎 令和元年東日本台風のため中止発表

12.８ 試験実施 東北学院大学 一級建築士設計製図試験(実)受験者数 一級 172名 (合格者数 53名 30.8%)

土樋キャンパス 木造建築士設計製図試験(実)受験者数 木造 ３名 (合格者数 ２名 66.67%)

６．｢窓｣168号 （９月30日付）、169号 (３月１日付) の発刊

７．(公社 )日本建築士会連合会からの受託業務

（１）令和元年一級建築士登録等事務の受付等業務（公益社団法人 日本建築士会連合会）

８．宮城県等からの受託業務

（１）明渡検査業務（大崎市営住宅）に係る一部委託（宮城県住宅供給公社）

（２）ヘリテージマネージャー修了者技術向上事業（宮城県地域文化プロジェクト実行委員会）

（３）令和元年度宮城県応急危険度判定技術者講習会に関する業務（宮城県）

９．二級及び木造建築士登録・閲覧事務の実施

10．法 テ ラ ス ( 南 三 陸 ・ 東 松 島 ) へ の 建 築 専 門 家 派 遣

法テラス「日本司法支援センター」は、東日本大震災の被災者支援のため、宮城県沿岸部の３か所（南三陸町、東松島市、山元町）に出張所を

設置しているが、本会は建築関係相談のため、山元町以外の２カ所に会員を専門家として定期的に派遣している。

11.その他

(１) 連合会刊行誌｢建築士｣の配布。

(２) 連合会発行図書類、諸申請用紙の斡旋頒布。

(３) 各種保険の加入広報。

(４) 関係団体との連繋ならびに協力。


