
 

 第１号議案  

平成２７年度 事業報告 

公益社団法人大阪府建築士会 

 

 

本事業報告は委員会の活動別に記載しており、各々の活動における公益目的事業等の種別は、下表の凡例により

本文の左欄外に付記する。 

 

表示 内容 

【公１】 

■ 公益目的事業－１ 

まちづくり活動や地域景観形成活動、建築物の地震対策、建築に関する情報発信や建築相談を実施する

ことにより、地域社会への貢献を図る事業 

【公２】 

■ 公益目的事業－２ 

優れた建築物やまちなみを表彰し広く公表することにより、建築文化の向上並びに地域社会の健全な

発展を図る事業 

【公３】 

■ 公益目的事業－３ 

建築士を目指す者の養成、建築士試験及び合格者の名簿登録･閲覧、専攻建築士認定、研修会の開催等

の建築士の資格とその資質向上に関する一連の育成業務を本会が一元的に実施することにより、府民

の利益の擁護及び増進を図る事業 

【収１】 
■ 収益事業 

建築関連書籍及び建築関連保険の販売事業 

【他１】 

■ その他事業・共益事業 

本会の定款に基づき、友好建築団体等との相互の理解と親善を図る事業及び本会会員の福利増進に関

する事業 

 

 

（１） 運営委員会 

4/20、5/22、6/10、7/10、9/11、10/16、11/13、12/11、28.1/15、2/12、3/11 

① 本会の運営全般（本会の発展に資する施策の立案・実施） 

② 本会の財務全般（財政健全化策の検討・各委員会への実行指示） 

③ 総会・理事会の運営（別途「会務報告」参照） 

④ 本会ビジョン策定答申書（9/16） ※次ページに掲載 

⑤ 理事及び監事候補者推薦委員会の運営（28.1/27） 

⑥ 行政等支援（大阪府急性期・総合医療センターとの業務委託契約） 

⑦ 行政・公益団体等への委員派遣又は推薦業務（160名） 

⑧ 香港工業總會、一般社団法人日本建築材料協会、本会の3団体で覚書に調印（28.1.12） 

⑨ 建設専門新聞社記者会見（28.3.31） 

⑩ 消費者団体との意見交換会の実施（10/16） 

⑪ 槇文彦展（会期28.4/21～5/29）及び講演会（28.5/13）の準備 

⑫ 日本建築士会連合会との運営調整等 

⑬ 近畿建築士会協議会の運営事務局 

⑭ 在阪建築４団体［本会、事務所協会、建築家協会、建築協会］意見交換会（7/30、11/4、28.2/4） 

⑮ 長野県建築士会との交流（10/18、28.1/22～23） 

⑯ 会員動静管理・会員名簿の発行 

【公１】 

【公１】 

【公１】 

【公１】 

【公１】 

【公１】 

【他１】 

【他１】 

【他１】 

【他１】 

【他１】 

 



 

 

本会ビジョン策定 答申書 

公益社団法人 大阪府建築士会 

理事会承認平成27 年9 月16 日 

 

本会の目的である「建築士の品位の保持並びに建築物の災害等から府民の生命及び財産の保護、建築物に

係る府民の利益の擁護及び増進並びに建築文化の振興を図り、社会に貢献すること」を目指して、法人運営は社会的

変化に即した建築士及び府民ニーズを踏まえて変容していかなければならない。 

また、本会の根幹的な問題として抱える会員減少傾向を直視したうえで、役員・委員が率先して法人発展のための将

来志向をもって、会勢が滞らないように牽引しなければならない。 

本会の魅力向上と広報強化という会員増強のための方策を推進することはもとより、諸活動の活性化を促すことによる

法人の存在感を社会に対してアピールすることが重要であることに着目して、これまでの実績に基づき継続していく活

動と今後取り組むべき活動とこれまでのをもって中長期的なビジョンを策定する。 

 

本会ビジョン 建築からソーシャルデザインへ ～多様な人材と絆で社会に貢献～ 

 

（１） 建築士会の認知度を高め、建築士及び府民・学生並びに社会に対して存在感を示す。 

① 会員建築士による社会貢献活動の促進を図る。 

② 地方公共団体の首長との懇談、消費者団体との意見交換、報道記者会見、友好団体との交流等のあらゆる機

会をとらえて積極的に本会活動を広報する。 

③ 公職等への会員建築士の派遣・推薦協力の促進をはじめ、行政への協力や諸団体・組織との連携を強化して

対外活動の内容の充実及び種類や範囲を拡大する。 

④ 建築士や府民・学生等に本会活動をアピールするために、報道機関への広報活動及び広報手法の工夫と充

実を図る。 

⑤ 建築に関する社会的課題解決に向けた取り組みについて、その成果を積極的に新聞報道、講習会・雑誌発

表等に情報提供することにより社会に周知する。 

 

（２） 全会員参加型の活動体制を目指して、事業活性化と会員増強を図る。 

① 将来の本会の核となる若年層や女性層の人材育成に向けて、発掘・入会を図る。 

② 表彰制度や青年事業等の若年層が感心を寄せる事業の充実や、職種別・年代別などのニーズに応えた企画

を立案し、集客を高める独自性をもって実施する。 

③ 全会員の応急危険度判定士登録を目指して有事に備える。 

④ 耐震診断・耐震改修・ヘリテージ・インスペクション・鑑定等の業務、マンション維持管理支援、応急危険度判

定士活動等を地域活動として捉え、地元行政職員と地元会員建築士が連携できる地域密着型の体制を築き、

若手やシニア等世代を超えた地元会員に対して多くの参加を呼び掛ける。 

⑤ 行政等からの受託事業及び行政や連合会等との提携事業は、全て前向きに取り組み実行に繋げる。 

⑥ 本会の諸活動状況をはじめとする建築情報を適確かつ迅速に全会員に提供できるように会報誌の充実を促

進する。また、広報強化により本会活動への会員参加の促進に繋げる。 

⑦ CPD、専攻建築士の登録制度や応急危険度判定、耐震診断、インスペクター、ヘリテージマネージャーの認

定制度を推進し、建築士が府民の信頼を得て実務として活躍できる基盤を作る。 

⑧ 定期講習、監理技術者講習、耐震診断講習等の実務直結講習を充実する。 

⑨ 助成金の活用や企業協賛が得られる社会性の高い事業を実施して経費を軽減する。 

⑩ 民間企業や他団体の類似企画及び費用対効果が低い事業は勇気を持って撤退する。 

 



 

 

ア）建築士試験業務（(公財)建築技術教育普及センターから受託） 

項目  一級建築士 二級建築士 木造建築士 

申込書配布 

審査・受付 

期間 4月1日～5月11日 3月9日～4月13日 3月9日～4月13日 

会場 建築士会事務局内 同左 同左 

申込者数 
学科 2,536 1,822 73 

製図 395 311 3 

学科試験 

日程 7月26日 7月5日 7月26日 

会場 大工大 近畿大 大工大 

受験予定者数 2,535 1,822 73 

実受験者数 1,960 1,431 66 

受験率  77.3% 78.5% 90.4% 

合格発表日 9月8日 8月25日 9月8日 

合格者数 385 467 37 

合格率 19.6% 32.63% 56.06% 

設計製図試験 

日程 10月11日 9月13日 10月11日 

会場 大府大 大府大 大府大 

受験予定者数 784 786 40 

実受験者数 761 710 39 

受験率 97.06% 90.3% 97.5% 

合格発表日 12月17日 12月3日 12月3日 

合格者数 317 385 19 

合格率 41.65% 54.23% 48.72% 

 

イ）一級建築士登録等事務（(公社)日本建築士会連合会から受託） 

 

級別 新規登録 再交付 事項変更 携帯変更 住所変更 閲覧 

一級建築士 320 55 45 136 282 113 

構造設計一級建築士 15 2 － － － － 

設備設計一級建築士 18 0 － － － － 

 

ウ）二級・木造建築士登録等事務（大阪府による指定登録機関の指定） 

級別 新規登録 再交付 事項変更 携帯変更 住所変更 閲覧 

二級建築士 386 51 85 34 265 57 

木造建築士 17 1 2 0 3 0 

 

エ）図書販売・取扱保険の販売 

 名 称 販売数 

図書 民間連合協定工事請負契約約款 契約書関係書式 343 （部） 

 四会連合協定建築設計・監理等業務委託契約書類 1,250  

 工事請負契約約款（小規模建築物） 30  

 建築設計・監理等業務委託契約書（小規模建築物） 152  

取扱保険 建築士賠償責任補償制度 410 （件） 

 工事総合補償制度 8  

 新所得補償プラン 27  

 グループ保険 18  

 

  

【公３】 

【公３】 

【収１】 



 

 

（２） 研修委員会 【延べ受講者数 3,597名】 

 

研修委員会 4/7、7/1、11/4、3/2 

設計・設備・法令分科会 4/17、5/1、6/5、7/3、9/4、10/2、11/6、12/3、1/8、2/4、3/4 

構造・施工分科会 4/23、5/12、6/9、7/14、9/8、10/13、11/10、12/8、1/12、2/9、3/8 

 制度推進分科会 4/24、5/8、6/12、7/10、9/11、10/14、11/11、12/9、1/13、2/10、3/9 

教育分科会 
一級設計製図グループ 7/29、8/4、8/17、8/28、9/4、9/10、9/17、10/5、10/6 

二級設計製図グループ 6/10、6/24、11/16、12/25 

 

ア）設計・設備・法令分科会、構造・施工分科会 

① 建築技術講習会（建築士法第22条研修） <◎は大阪府知事指定講習> 

 講習会名 CPD 開催日 参加者数 受講料 

◎ 実践建築スクール木造住宅設計・監理コース その２ 9 4/14、21 43名 
会員10,000円 

一般13,000円 

◎ 建築士のための設備図の見方 基本２ 3 5/21 56名 
会員4,000円 

一般6,000円 

◎ 改正建築基準法及び改正建築士法の解説講習会 4 5/29 343名 
会員6,000円 

一般8,000円 

 中山寺五重塔再建工事 建築技術講習会 3 6/2 51名 
会員3,500円 

一般5,500円 

 中之島フェスティバルタワー 建築技術講習会 4 6/18 104名 
会員3,500円 

一般5,500円 

 伝統木造を中心とした耐震技術 3 8/25 66名 
会員3,000円 

一般5,000円 

 大阪木材仲買会館 建築技術講習会 4 9/18 46名 
会員3,500円 

一般5,500円 

 特定天井の耐震化対策 3 11/26 67名 
会員3,500円 

一般5,500円 

 空き家・空きビル・空き地の福祉活用 4 12/10 65名 
会員4,000円 

一般7,000円 

◎ 杭基礎の設計から工事監理における留意点 3 2/10 153名 
会員4,000円 

一般7,000円 

 建築における板ガラス 3 3/3 82名 
会員3,500円 

一般5,500円 

◎ 
ガイドラインの活用で 

検査済証がない建築物の有効活用を！！ 
3 3/10 145名 

会員2,500円 

一般4,500円 

 延べ参加者数 1,221名  

 

② 建築士定期講習（(公財)建築技術教育普及センターから受託）<大阪府建築士事務所協会と共催> 

講習会名 CPD 開催日 参加者数 受講料 

第1回 建築士定期講習 （本会担当） 

6 

5/18 289名 

12,960円 

第2回 建築士定期講習 （事務所協会担当） 7/30 187名 

第3回 建築士定期講習 （本会担当） 9/16 272名 

第4回 建築士定期講習 （事務所協会担当） 11/12 191名 

第5回 建築士定期講習 （本会担当） 12/22 281名 

第6回 建築士定期講習 （事務所協会担当） 1/28 282名 

第7回 建築士定期講習 （本会担当） 2/24 253名 

第8回 建築士定期講習 （事務所協会担当） 3/24 196名 

延べ参加者数 1,951名  

 

 

【公３】 



 

① 監理技術者講習（(公社)日本建築士会連合会から受託） 

回 数 CPD 開催日 参加者数 受講料 

第1回 

6 

1/22 29名 
郵送・持参 10,000円 

ＷＥＢ      9,500円 
第2回 2/16 23名 

第3回 3/18 34名 

延べ参加者数 86名  

 

② 既存木造住宅の耐震診断・改修講習会《一般診断法講習会》（建築士法第22条研修） 

回 数 CPD 開催日 参加者数 うち行政参加者数 受講料 

第1回 

5 

5/14 106名 28名 

会員・行政 5,000円 

会員外   9,000円 

第2回 9/ 8  98名 18名 

第3回 12/ 8  66名  7名 

第4回 28.2/9  43名  3名 

 

③ 既存木造住宅の耐震診断・改修講習会《限界耐力計算講習会》（建築士法第22条研修） 

回 数 CPD 開催日 参加者数 うち行政参加者数 受講料 

第1回 
6 

8/18 57名 17名 会員・行政 6,000円 

会員外   8,000円 第2回 28.1/19 36名  5名 

  

既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断・改修指針講習会及び既存鉄骨造建築物の耐震診断・改修指

針講習会は、国の制度変更により日本建築防災協会が実施。 

 

イ） 制度推進分科会 

① 建築士会CPD（継続能力開発）制度の運営及び推進活動 

CPD登録者数  会員1,018名 賛助会員150名 会員外221名 【全登録者数 1,389名】 

 

② 専攻建築士制度の運営及び推進活動 

a. 平成27年度専攻建築士審査・登録更新 

募集期間 1/4～2/29 

対象者数 更新98名 

申請者数 更新37名、新規4名 

専攻建築士制度審査評議会 専門部会予備審査 3/4 

専攻建築士制度審査評議会（文書開催） 3/8 

 

b. 専攻建築士登録者数 【延べ人数 332名】 

まちづくり 統括設計 構造設計 設備設計 建築生産 棟梁 法令 教育研究 合計 

12名 149名 37名 9名 41名 2名 12名 1名 263名 

 

ロ） 教育分科会 

① 建築士資格取得支援のための講習会等の実施 【延べ受講者数 168名】 

級別 講習会名 開催日 参加者数 受講料 

一級製図 

 課題解説+エスキースコース 8/22 13 会員12,000円、一般14,000円 

 製図模擬テストⅠ 9/12 19（5） 
通学：会員14,000円、一般18,000円 

通信：会員12,000円、一般15,000円 
 製図模擬テストⅡ 9/19 24（6） 

 製図模擬テストⅢ 9/26 27（7） 

※（ ）は通信講座のみの人数 

級別 講習会名 開催日 参加者数 受講料 

二級製図 

 実力養成コース（製図模擬テストⅠ・Ⅱ、直前含む） 7/12～9/6 18 会員120,000円、一般140,000円 

 製図模擬テストⅠ 8/2 21（3） 会員13,000円、一般15,000円 

 直前対策コース（製図模擬テストⅡ含む） 8/23～9/6 21（3） 会員40,000円、一般45,000円 

 製図模擬テストⅡ 9/6 25（7） 会員13,000円、一般15,000円 

※（ ）は製図模擬テストまたは直前対策コースのみの人数 



 

 

 

 

（３）事業委員会【 延べ参加者数 165名 】 

 

事業委員会 4/9、5/14、6/11、7/9、8/18、9/10、10/8、11/12、12/10、1/14、2/2、3/10 

青年分科会 4/22、5/20 、6/17、7/15、9/16、10/21、11/18、12/16、1/21、 2/9、3/16 

女性分科会 4/7、5/21、6/25、7/23、8/20 9/17、10/22、11/26、12/17、1/20、2/25、3/7 

シニア分科会 4/2、5/12、6/12、7/16 、8/6、9/11、10/1、11/6、12/17、1/18、2/4、3/4 

賛助分科会 4/6、5/18、6/8、 7/13、8/5、9/14、10/13、11/9、12/7、1/12 、2/9 、3/14 

国際分科会 4/10、5/8、 6/12、7/10、9/11、10/9、11/13、12/11、1/18、2/6、3/11 

 

▼建築士法第22条研修 

 

ア） 青年分科会 

        タイトル CPD 日付 参加数  参加費 

a. 第2回ビジネスマナー講座 - 4/3 18名           無料 

延べ参加者数 18名  

イ） 女性分科会 

a. ちょっと知りたい建築セミナー  造園編～第2弾！ 3 5/16 27名 
会員   1,500円 

会員外 2,500円 

b. 新版 安心・安全 安らぎの家 発行 - 3/31 - - 

延べ参加者数 27名  

ウ） シニア分科会 

a. 宇治平等院見学会 2 5/21 43名 
会員   1,500円 

会員外 2,000円 

b. 知っておきたい池田の偉人の足跡と歴史 2 11/25  20名 
会員   2,000円 

会員外 3,000円 

c. シニアサロン第５７回 専門医に学ぼう編 - 2/24  15名 
会員   1,000円 

会員外 1,500円 

延べ参加者数 78名  

エ） 賛助分科会 

a. ハグミュージアム見学会 2 10/9 17名 
会員   2,000円 

会員外 3,000円 

延べ参加者数 17名  

オ） 国際分科会 

a. 
第13回神戸ウオーカー 

日本最古の民家・箱木千年家と竹中大工道具館を見る 
4 9/12 10名 1,800円 

b. デジカメ応用のテクニック～初心者でもここまで出来る - 8/21 4名 1,000円 

c. 海外研修旅行 「ジブリの原画風景と近代建築を巡る」 21 
2/17

～21 
 11名    125,000円 

延べ参加者数 25名  

        国際交流 

 

第50回釜山広域市建築士会定期総会において 

釜山建築士会から本会との国際交流30周年を記念して授与 

・名誉会員  岡本森廣（会長） 

・功労杯   上田茂久（副会長）、森田茂夫（国際担当理事） 

3/24 

 

  日本建築士会連合会および全国・近畿単位会等における交流行事の参画 

第58回建築士会全国大会「石川大会」 10/30 総数3,620名 大阪参加数67名 

近畿建築祭「和歌山大会」 10/ 3 総数  313名 大阪参加数47名 

 

【公３】 

【他１】 



 

 

(４) 建築表彰委員会  

建築表彰委員会 7/7  8/5  9/16  11/25  12/11  1/15  2/19  3/7 

大阪まちなみ賞幹事会 5/21 9/24 

大阪まちなみ賞審査委員会 9/29(書類審査) 10/20（現地審査・最終審査） 

大阪建築コンクール審査委員会 2/19(書類審査) 3/4(現地審査) 3/7（現地審査・最終審査） 

 

ア） 第34回大阪都市景観建築賞（愛称：大阪まちなみ賞）の運営 

主催 
大阪府・大阪市・(公社)大阪府建築士会・(一社)大阪府建築士事務所協会・(公社)日本建築家協会近畿

支部・(一社)日本建築協会                 ※運営事務局：(公社)大阪府建築士会 

後援 
大阪府市長会・大阪府町村長会・(公財)関西・大阪21世紀協会・大阪商工会議所・(公社)関西経済連合

会・(一社)関西経済同友会・関西鉄道協会・大阪美しい景観づくり推進会議 

協賛 

(一社)大阪建設業協会・(一社)大阪空気調和衛生工業協会・(一財)大阪建築防災センター・(一社)大阪

電業協会・大阪府住宅供給公社・(公財)大阪府都市整備推進センター・(公財)建築技術教育普及センタ

ー近畿支部・(一社)建築設備技術者協会近畿支部・独立行政法人都市再生機構西日本支社・(一財)日本

建築センター・(一財)日本建築総合試験所・（一社）日本ツーバイフォー建築協会関西支部・(一社)プレ

ハブ建築協会関西支部・近畿建築確認検査協会・関西ネオン工業協同組合・大阪屋外広告美術協同組合・ 

（公社）大阪広告協会・大阪広告美術協同組合 

募集 
 (ＰＲ先)新聞社（一般・業界）、建築雑誌、主催・後援・協賛団体機関誌、府内市町村・保健所・警察

署・府民センター・大阪市内区役所等窓口、学校関係等    <推薦受付期間 7/1～７/31> 

推薦 推薦者数 171名  推薦件数 99件    

審査 審査委員会8名（審査委員長／久 隆浩） 

表彰件数 
大阪府知事賞1点 大阪市長賞1点  審査員特別賞1点  緑化賞１点 建築サイン・アート賞1点 

奨励賞3点 

表彰式 1/25 天王寺区役所講堂 （報道発表 12/9）      

巡回展示 
大阪まちなみ賞パネル展 期間 3/10 ～ 4/29 

展示会場：大阪市役所、大阪市内区役所（北区、中央区、淀川区）他 

 

▼入賞作品 

賞区分 
入賞作品名 主用途 

建築主 

設計者 

所在地 完成時期 施工者 

大阪府 

知事賞 

さつき保育園 
保育所 社会福祉法人 北区さつき会 

桑原年弘建築設計事務所 

大阪市北区 2014年3月 鹿島道路㈱ 関西支店 

大阪市長賞 

あべのハルカス 
事務所・商業施設・ 

ホテル・美術館・展望台 

近鉄不動産㈱ 

㈱竹中工務店 

 

大阪市阿倍野区 

 

2014年3月 

竹中工務店・奥村組・大林組・大日本土木・銭

高組共同企業体 

審査員 

特別賞 

大塚グループ大阪本社大阪ビル 事務所・保育所 大塚製薬㈱ 

大阪市中央区 2014年2月 
㈱日建設計 

㈱竹中工務店 

緑化賞 
ＮＵ茶屋町プラス 

商業施設・共同住宅・ 

（上部） 

茶屋町東地区市街地再開発組合           

㈱日本設計  

東邦レオ㈱（壁面・屋上緑設計者） 

大阪市北区 2011年5月 ㈱奥村組  

 

建築サイン・ 

アート賞 

 

 

KUZUHA MALL 

 

商業施設 

京阪電気鉄道㈱ 

㈱東畑建築事務所（総合監修） 

㈱竹中工務店 

枚方市 2014年2月 ㈱竹中工務店 

【公２】 



 

奨励賞 

毎日放送本社B館 

テレビスタジオ・事務所 ㈱毎日放送 

㈱大林組 大阪本店  

一級建築士事務所 

大阪市北区 2013年8月 ㈱大林組 大阪本店 

ＧＲＡＮ ＳＡＮＣＴＵＳ 

ＹＯＤＯＹＡＢＡＳＨＩ 
共同住宅 

オリックス不動産㈱ 

㈱ＩＡＯ竹田設計  

大阪市中央区 2013年7月 鹿島建設㈱ 

富田林じないまち・木くま館 商業施設 

㈱ダン計画研究所 

一級建築士事務所 有限会社NEO GEO  

構造／京都大学生存圏研究所生活圏構造機能分野 

富田林市 2012年3月 ㈱アール・ワン 

 

  

イ） 第24回「あすなろ夢建築」大阪府公共建築設計コンクールの運営 

主催 大阪府・本会・大阪府住宅供給公社 

テーマ 長く生き続ける住まい 

作品受付 26.1/7～1/13 

応募作品数 269点 

審査 審査員6名 （審査委員長／福原 和則） 

表彰式 3/19 表彰式 プレゼンテーション 

 

 

▼入賞作品 

賞区分 入賞作品名 受賞者名 学校名（学年） 

グランプリ Relax space くつろぎの空間 栗山 匠 中央工学校OSAKA１年 

準グランプリ 「癒し空間」としてのアプローチと洋室 車塚 千穂 中央工学校OSAKA１年 

 

優秀作品賞 

 

優しい光と風を体感できる家 西岡 真樹 大阪デザイナー専門学校１年 

 

地域にとけ込む愛着のある住まい 

松葉 巧 

山本 剛大 

山田 好乃 

 

堺市立堺高等学校２年 

佳作 

丘の上の休息、丘の下の団らん、丘は空と共に 安岡三四郎 修成建設専門学校２年 

あなたが決める癒し～大きなバルコニーが生み

出す無限の可能性～ 

中野 祐亮 修成建設専門学校1年 

「ハレ」と「ケ」の家 児島 剛 修成建設専門学校２年 

奨励賞 

中庭から広がる多様な生活スタイル 高梨 和也 大阪市立都島工業高等学校３年 

２つの庭とバルコニーで癒される家 中島 智子 修成建設専門学校２年 

Simply and boldly 日高 洋介 大阪建設専門学校２年 

 

  

ウ)  第60回大阪建築コンクール 

主催 公益社団法人大阪府建築士会 

後援 大阪府 

受付期間 7/1～７/31 

対象建築位置 近畿二府四県 

応募料 本会正会員／１作品につき20,000円 正会員外／1作品につき40,000円 

応募数 大阪府知事賞部門43件 渡辺節賞部門14件 

審査 審査委員5名による審査 委員長：竹原 義二  委員:越智 正一、槻橋修、陶器 浩一、橋寺 知子 

表彰件数 大阪府知事賞4点 特別賞1点 渡辺節賞1点   

表彰式 5/25 本会定時総会式典 

 



 

 

 

▼入賞者 

賞区分 

 

入賞者（設計者） 

 

作品名 

建物用途 

建築主 

勤務先 所在地・完成時期 施工者 

大阪府 

知事賞 

柏木由人 同志社京田辺会堂    
大学 

学校法人同志社 

ファセット･スタジオ･ジャパン 

一級建築士事務所 
京田辺市・2015年3月 吉村建設工業㈱ 

大阪府 

知事賞 

若林亮 大塚グループ大阪本社 大阪ビル 
事務所、保育所 

大塚製薬㈱ 

㈱日建設計 大阪市・2014年2月 ㈱竹中工務店 

大阪府 

知事賞 

長谷川総一 内デッキのある家 -ついの棲家- 
戸建住宅 

山内淳 

長谷川設計事務所 藤井寺市・2015年5月 ㈱市川工務店 

大阪府 

知事賞 

矢田朝士 千本の家 
戸建住宅 

― 

ＡＴＥＬＩＥＲ-ＡＳＨ 京都市・2015年10月 ㈱ムカイ工務店 

特別賞 

小幡剛也 須賀定邦 ＊中西正佳 

＊2015年竹中工務店設計部退社  

現在：中西正佳建築設計事務所 

竹中大工道具館新館 

博物館 

公益財団法人竹中大工道具館 

㈱竹中工務店 神戸市・2014年4月 ㈱竹中工務店 

渡辺節賞 
畑友洋 元斜面の家 

戸建住宅 

毛利宗玄 

摂南大学 神戸市・2015年7月 ㈱コハツ 

 

   

エ）2015年 第6回高校生の建築甲子園 大阪予選応募校 なし 

 

キ）優秀卒業生表彰制度 

▼優秀卒業生表彰者一覧（学校より推薦された優秀卒業生 計15名）        <順不同> 

学校名 学科名 受賞者名 

大阪市立大学 居住環境学科 磯見 麻衣 

大阪市立大学 建築学科 住吉 一起 

大阪芸術大学 建築学科 草薙 竜市 

大阪工業大学 空間デザイン学科 武森 祐次 

大阪工業大学 建築学科 尻無濱 千尋 

大阪大学 地球総合工学科（建築工学科目） 中村 純子 

大阪工業技術専門学校 Ⅱ部建築学科 八田 直也 

大阪工業技術専門学校 Ⅰ部建築設計学科 座光寺 智之 

中央工学校OSAKA 工業専門課程 建築学科(夜間部） 金藤 藍子 

修成建設専門学校 工業専門課程 第２本科（夜）建築学科 安岡 三四郎 

摂南大学 住環境デザイン学科 平井 彩夏 

摂南大学 建築学科 川口 知里 

関西大学 建築学科 久野 永美子 

日本理工情報専門学校 建築デザイン学科 DANG VAN THIEN 

近畿大学 建築学科 土井 康永 

  



 

 

（５）建築情報委員会 

 

建築情報委員会＋建築人WG 4/16  5/18  6/8 7/14 8/11 9/8 10/13 11/10 12/8  1/12  2/16  3/8 

情報サービスWG 4/28  5/13  6/1 7/28 8/25 9/29 10/27 11/24 1/26  2/23 

 

 

ア） 情報誌「建築人」の編集・発行 

号 表紙 大阪ホンマもん 建築人 ギャラリー 

４月 三輪そうめん山本本社 

竹中工務店/狩野忠正（元社員） 

北浜レトロビﾙﾁﾞﾝｸ  ゙ 狩野忠正 アシックス スポーツ工学研究所東館、ラヴィマー

ナ神戸｢瑠璃｣、学園北の家、SQUARE 

５月 ダイビル本館・中之島四季の丘 

日建設計 

芝川ビル - 西光寺、ＳＡＫＵＲＡの家 

６月 大阪木材仲買会館 

竹中工務店 

青山ビル - さかい利晶の杜、勢至学園西九条園 

特別養護老人ホームやすらぎの杜 

７月 旧桜宮公会堂 

竹中工務店 

御堂筋ダイビル - 兵庫医科大学健康医学クリニック、ヤマハ大阪ビル 

ＥＮＤＯ堺筋ビル 

８月 三井ガーデンホテル京都新町 

別邸 

竹中工務店 

 

住友ビルディング - ﾁｪﾁｭｱﾝﾅｸﾞﾙｰﾌﾟ本社ビル、認定こども園せんりひ

じり幼稚園 ひじりにじいろ保育園、ｺﾝﾌｫｰﾄ春日

野、掬水観、STONE PATIO、Rich Communicatuion 

House 

９月 八千代の家 

川添純一郎建築設計事務所 

ルポンドシエルビル - 神戸学院大学ポートアイランドキャンパスⅡ期（Ｄ

号館） 

10 月 風の子保育園 

井上久実設計室 

日本基督教団南大阪

教会 

- ｸﾗｯｼｨｰﾀﾜｰ南船場、ｽﾌﾟﾗﾝﾃﾞｨｯﾄﾞ新大阪 

嵐山かづら野、鴻池町の家 

11 月 蔵の住まい 

吉村篤一 

大江ビルヂング - サントリーワールドリサーチセンター、 

神戸女子大学看護学部棟 

12 月 創刊号からの表紙 堺筋倶楽部 - 数研出版新関西本社ビル、ｲﾜﾀﾆ水素ｽﾃｰｼｮﾝ芝

公園、眉山の家、大野台の家 

１月 さつき幼稚園 

桑原年弘建築設計事務所 

山内ビル - 市立吹田サッカースタジアム、 シスメックスグロー

バルコミュニケーションセンター 

２月 あべのハルカス 

竹中工務店 

公団森之宮団地 - 辻井の家、斜面地の家 

３月 ワールド･トレード･センター 

槇総合計画事務所 

浪花組本社ビル 槇文彦 

特集 

続・小阪の家、Ｓｌｉｔ 

 

 

号 記憶の建築 建築の射程 ひろば 匠の巧 建築相談 その他 

４月 東京駅 1914年 

日本近代 100 年を目撃

した駅舎の今 

山本博之 

西 芳美 

被災地写真のアーカイ

ブー景観の変化を記録

し記憶を紐づける 

大塚康央 

茨木市 

新しい動きをとらえ

てー 

工場移転跡地利用

とこれからの茨木

市づくりー 

- 編・構成 

橋本頼幸 

建築士が中

立であること

の重要性 

副会長 

上田茂久 

サポートと社

会貢献 

第34回 

大阪都市景

観建築賞入

賞作品 

５月 三重大学レーモンドホ

ール 1951年 

建築の持つ力を信じるこ

と 

奥野修 

古写真活用プロジェクト 

山口耕三 

吹田市 

ＰＦＩ事業による市

営住宅の整備 

- 編・構成 

橋本頼幸 

2014 年の建

築相談室 

- 

【公１】 



 

６月 三里塚教会 1954年 

時代を目撃した祈りの場 

田邉豪二 

男山ＵＲ賃貸住宅のリノ

ベーションについて 

吉田 優 

和泉市 

近年約２０年間の和

泉市のまちづくり 

- 編・構成 

橋本頼幸 

専門家の存

在とその価値 

 

７月 京都市蹴上浄水場 

1962年 

命の水をたたえる生活

基盤施設 

木村日出夫 

「1000KITA PROJECT」 

について 

～市営住宅を活用した

新しいまちのかたち～ 

佐竹真一 

高槻市 

「住みやすさナン

バーワン」のまちを

目指してー 

景観・屋外広告物

行政の取組― 

頭脳を持った次

世代ガラス 

ｻﾝｺﾞﾊﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

㈱ 

㈱CLAP 

編・構成 

橋本頼幸 

既存住宅の

「質」を向上さ

せるために 

副会長 

中嶋節子 

多様性を新

しい価値へ 

第７回建築

人賞発表 

 

８月 ＮＨＫ富士見丘クラブハ

ウス 1954年  

戦後木造モダニズム建

築の行方 

近本智行 

エネマネハウス2015採

について 

片田久人 

藤井寺市 

歴史文化の薫る、う

るおいのある都市

景観を目指して 

- 編・構成 

橋本頼幸 

悪徳リフォー

ム 

- 

９月 岡山美術館（現・林原美

術館） 1963年 

包み囲まれつつ開く空

間へ 

服部麻衣 

シニアボランティアから

世代をつなぐ居住文化

体験プログラムの実践 

 

門真市 

勝連 賢介 

密集市街地解消と

景観デザイン 

 

- 編・構成 

橋本頼幸 

建築の保存・

活用を考える 

- 

10 月 日本万国博覧会鉄鋼館 

1970年 

前川國男が手がけた実

験劇場の今 

小野芳朗 

京都工芸繊維大学

KYOTO  Design Lab 

の活動について 

東儀大樹 

羽曳野市 

羽曳野市における

景観まちづくりと

その展望 

- 編・構成 

橋本頼幸 

リフォーム工

事にまつわる

トラブル 

本会ビジョン

策定答申書 

11 月 京都信用金庫修学院支

店 1971年 

メタボリズムが遺した社

会的共通資本 

森 一彦 

人口減少社会に向けた

福祉転用計画システム

の構築 

脇尾真次 

池田市 

～増え続ける空き

家対策と自治体職

員の思い～ 

- 編・構成 

橋本頼幸 

一般の人とプ

ロの「普通」は

違う 

- 

12 月 関西大学 

1951年~74年 

ローコスト校舎群に込め

られたもの 

小田桂子 

山とまちをつなぎたい

～木と火のある暮らしを

もとめて～ 

 

仲西 淳 

野口勝彦 

寝屋川市 

駅前再開発と景観

デザインについて 

- 編・構成 

橋本頼幸 

マンション建

替法 

- 

１月 東京文化会館 1961年 

環境造形としての建築 

末包伸吾 

同時代的な「進歩」のな

かに「記憶」の層を紡ぐ 

：ベンヤミンに学ぶこと 

東村哲志 

箕面市 

魅力あるまちの継

続と創造～景観協

議の現場から～ 

オンリー・ワンの

キッチンを目指

して 

キッチンハウス 

㈱ＴＪＭデザイン 

編・構成 

橋本頼幸 

築 24 年中古

住宅購入時

の瑕疵 

会長 

岡本森廣 

年頭所感 

 

２月 京都中央電話局（現・新

風館）1926・31年 

控え目な建築に託され

たもの 

川村光世 

門真市古川橋周辺のエ

リアマネジメントについ

て 

梅原良造 

高石市 

コンパクトな高石

市のまちづくり 

- 編・構成 

橋本頼幸 

現地確認の

重要性 

- 

 

３月 聖母女学院（現・大阪聖

母女学院） 1932年 

レーモンドの学校建築

遺産 

諸星 徹 

「エネルギー自治」の

実践による持続可能な

発展 

近田邦彦 

交野市 

ずっと かたの も

っと かたの を目

指したまちづくり 

- 編・構成 

橋本頼幸 

建築士の業

務に関する電

話相談 

- 

 

 

 



 

イ） 情報発信サイト（HP・メルマガ）の管理・運営 

① 建築材料設備機器メーカーリストの管理・運営 

② メールマガジンの配信 

③ Face Book の管理・運営 

 

 

 

ウ） 第8回建築人賞（「建築人」誌上による建築作品賞）の実施 

対象 建築人2015年1月号～2015年12月号ギャラリー掲載作品     

審査委員長 古谷誠章 

審査 
第1次 2／27 設計者による公開プレゼンテーションを開催して審査（40点から9点を選出）   

第2次（現地審査）3／30、3／31、4/6   

 

 

 

    ▼建築人賞 受賞作品  

建築人賞 

作品名 竹中大工道具館 新館   

設計者 ㈱竹中工務店 

用途 博物館     

建築主 
公益財団法人 

竹中大工道具館 
施工者 ㈱竹中工務店 構造規模 

Ｓ造、ＲＣ造 

地下２階 

地上１階 

敷地面積 2744.30㎡ 建築面積 538.97㎡ 延床面積 1884.05㎡ 

作品名 大和棟の家 

設計者 ㈲岩田章吾建築設計事務所 

用途 専用住宅     

建築主  施工者 ㈱和田建設 構造規模 木造 ２階 

敷地面積 458.37㎡ 建築面積 155.16㎡ 延床面積 206.62㎡ 

 

 

 

 

 

奨励賞 

 

 

 

 

 

作品名 西光寺 

設計者 ㈱コンパス建築工房 

用途 寺院・庫裏     

建築主 
浄土真宗本願寺派 

西光寺 
施工者 日本建設㈱ 構造規模 ＲＣ造 ２階 

敷地面積 384.74㎡ 建築面積 292.43㎡ 延床面積 476.86㎡ 

作品名  ＥＮＤＯ堺筋ﾋﾞﾙ 

設計者  ㈱日建設計（基本設計・意図伝達）・大成建設㈱ 

用途 事務所     

建築主 ㈱遠藤照明 施工者 大成建設㈱ 構造規模 

Ｓ造 地下１階 

地上９階  

塔屋１階 

敷地面積 595.32㎡ 建築面積 497.15㎡ 延床面積 4533.63㎡ 

作品名 大野台の家 

設計者 ㈲ＮＥＯ ＧＥＯ 

用途 専用住宅     

建築主 ― 施工者 ㈱アール・ワン 構造規模 木造 １階 

敷地面積 344.74㎡ 建築面積 125.60㎡ 延床面積 116.34㎡ 

 

 

 

佳作 

 

 

作品名 チュチュアンナグループ本社ビル 

設計者 ㈱安井建築設計事務所 

用途 事務所     

建築主 
㈱チュチュアンナホー

ルディングス 
施工者 ㈱鴻池組 構造規模 

Ｓ造 

地上8階、塔屋１階 

敷地面積 1574.11㎡ 建築面積 1071.43㎡ 延床面積 5617.44㎡ 



 

 

 

 

 

 

 

佳作 

作品名  認定こども園 せんりひじり幼稚園 ひじりにじいろ保育園 

設計者  有限会社 アバクス・アーキテクツ 

用途 認定こども園 

建築主 学校法人ひじり学園 施工者 松井建設㈱ 構造規模 S造 地上３階 

敷地面積 6036.58㎡ 建築面積 791.08㎡ 延床面積 401.82㎡ 

作品名 LIGHT SCREEN 

設計者 ㈱ マニエラ建築設計事務所 

用途 専用住宅  

建築主 ― 施工者 ㈱梅田コーポレーション 構造規模 RC造、S造 ３階 

敷地面積 203.62㎡ 建築面積 77.46㎡ 延床面積 158.60㎡ 

作品 Rich Communication House 

設計者 ㈱ HTAデザイン事務所 

用途 専用住宅 

建築主 ― 施工者 ㈱西友建設 構造規模 
RC造 地下１階 

   地上２階 

敷地面積 239.02㎡ 建築面積 143.17㎡ 延床面積 282.37㎡ 

 

 

エ）動静レポート・トピックス 

発行月 動静レポートの項目 トピックスの項目 

4月 

・会長動静 

・槇文彦氏総会の記念講演講師に決定 

・住宅紛争審査会に建築士10名を推薦 

・建築士インスペクターの養成 

・建築士会版「監理技術者講習」の実施 

・平成26年度専攻建築士新規・更新の認定 

・第58回建築士会全国大会「石川大会」の案内予告 

・森田茂夫（国際分科会理事） 

海外研修旅行 「タルトンネ（月に近い村）からイ

バグギル（物語の道）を巡る」 

・樋野晶子（大阪府建設工事紛争審査会特別委員） 

大阪府建設工事紛争審査会委員・特別委員派遣の

取り組み 

5月 

・会長動静 

・長野県建築士会と交流協定を締結 

・H27年度の運営体制 

・中嶋節子京都大学教授を副会長候補者に推薦 

・二級・木造建築士試験の申込状況 

・空き家相談窓口の開設 

・「古民家の庭再生事業」に助成決定 

・津波・浸水対策研究会の活動 

・昇勇（ヘリテージ部会理事） 

歴史的建造物修復のためのヘリテージ 

マネージャー 「植物性修復資材研修講座」 

・萬川 幹夫（研修委員会理事） 

建築技術講習会「外装タイルの剥落の課題と対策」 

6月 

・会長動静 

・岡本会長が黄綬褒章を受章 

・平成26年度決算 

・一級建築士試験申込状況 

・携帯型建築士免許証の普及状況 

・監理技術者講習会及びＣＰＤ制度ＰＲの取り組み 

・建築士定期講習の受講状況 

・平成27年度ヘリテージ事業に対する文化庁からの

補助決定 

・阿多友子（耐震部会委員） 

吹田市セミナー「知って得する！！リフォーム講座」

・吉田勝也（シニア分科会委員）  

「赫窯(かくよう) 古代窯業と明日香村を訪ねて」に

参加して 

7月 

・会長動静 

・「将来ビジョン検討委員会」の設置 

・国土交通省補助事業「住宅省エネ設計講習会」準備 

・「鑑定業務支援分科会」の活動 

・「大地震時の応急危険度判定」連絡訓練の予告 

・日本建築士会連合会通常総会の開催 

・樋笠康男（研修委員会委員） 

改正建築基準法及び改正士法の解説講習会 

・柳川陽文（名誉会長） 

「未来へのメッセージ」槇文彦氏講演会 



 

8月 

・会長動静 

・府内43市町村訪問をスタート 

・二級建築士の学科試験を実施 

・第35回大阪まちなみ賞の運営 

・インスペクター養成講座の開催準備 

・建築士受験対策講習会の準備 

・全国耐震ネットワーク委員会の開催 

・蘆永春（研修委員会委員） 

「中之島フェスティバルタワー」建築技術講習会 

・上田仁美（大阪市南地域幹事） 

大阪の別荘建築 朝陽館見学会 

～大阪市南地域立上げ記念～ 

 

 

 

9月 

 

 

 

・会長動静 

・ビジョン検討委員会の進捗 

・応急危険度判定士連絡訓練の実施報告 

・「空家対策特別措置法」施行に伴う本会の対応 

・第60回大阪建築コンクール開催の準備 

・「安心・安全・安らぎの家」改訂版の編集 

・寺西興一（ヘリテージ部会委員） 

文化遺産での伝統芸能等多彩なイベントを含む公

開事業 

・中島薫（インスペクション部会理事） 

建築士会インスペクター養成講座に参加して 

 

 

10月 

 

 

・会長動静 

・本会ビジョンの策定と案内書への反映 

・二級建築士「設計製図試験」の実施 

・鑑定分科会と弁護士会の意見交換 

・耐震部会の木造住宅耐震化の取組み 

・新国立競技場に「木造屋根」の提案 

・西野智子（女性分科会委員） 

「いのちを守る住まいづくり」～こども住まいラボ～

プロジェクト第２弾 小学生に向けての特別授業 

・北野幹夫（まちづくり分科会理事） 

夕陽丘まちあるき・みどころマップについて 

～大阪・夕陽丘地区の景観の魅力をまちあるきで満

喫しませんか～ 

 

11月 

 

 

・会長動静 

・大阪府による本会立入検査 

・消費者団体との意見交換会を開催 

・一級建築士及び木造建築士「設計製図の試験」実施 

・長野県建築士会から27名が来阪 

・「大阪都市景観建築賞」審査終了 

・芳村隆史（建築表彰委員会委員長） 

耐震部会勉強会「作成者が語る 木造住宅耐震

改修マニュアル 徹底解説！」に参加して 

・濵田 徹（副会長） 

第３５回近畿建築祭「和歌山大会」  

～世界遺産・霊場高野山に集う～ 

 

 

 

12月 

 

・会長動静 

・岡本会長の黄綬褒章受章祝賀会を開催 

・本会ホームページ周知内容の充実を検討 

・マンション等の基礎ぐい工事問題に関する相談体制 

・枚方市と大地震時の応急危険度判定の協定締結協議 

・近畿建築士会協議会女性部会・青年部会会議の開催 

・ＡＤＲの名称変更記念イベントの開催 

・水谷 敢（事業委員会委員長） 

長野県建築士会との交流会 

・吉田 崇（青年分科会委員） 

大阪府高等学校家庭科研究会のセミナーに参加

して 

 

 

 

1月 

 

 

・会長動静 

・平成28年度理事及び監事候補者の選考 

・平成27年建築士試験最終合格者の発表 

・香港工業總会・日本建築材料協会との覚書調印 

・貝塚市で特定空家の調査を実施 

・熊田将男（地域分科会理事） 

被災地に臨む応急危険度判定士のための技術研

修会に参加して 

・大阪建築登録センター（建築士登録部門）の案内  

 

 

2月 

 

・会長動静 

・槇文彦氏の「展覧会」「講演会」を開催 

・香港工業總會及び日本建築材料協会と覚書を締結 

・平成27年度「大阪都市景観建築賞」の表彰式典を

実施 

・枚方市と応急危険度判定協定を締結 

・大阪市の耐震化支援団体に認定 

・曽我部千鶴美（女性分科会理事） 

建築技術講習会「空き家・空きビル・空き地の福祉

活用」 

・中島薫（インスペクション部会理事） 

天野山金剛寺金堂（重要文化財）解体復元工事現

場見学（5回目）と願昭寺木造五重塔見学＋南河

内地域活動報告会に参加して 

 

3月 

 

・会長動静 

・次期の理事及び監事候補者の選考 

・会計規程の改定 

・平成27年度建築関連学校優秀卒業生の表彰 

・第25回「あすなろ建築」大阪府公共建築設計コン

クールの受賞者決定 

・第60回大阪建築コンクールの応募及び審査状況 

・「槇文展」の準備状況 

・松村和吉（耐震部会代表幹事） 

監理技術者講習を受講して 

・榎理惠（本会会員） 

既存木造住宅の耐震診断・改修講習会《限界耐力

計算法》を受講して 



 

 

（６）社会貢献委員会 

 

社会貢献委員会 4/1、5/19、6/16、7/8、9/15、10/20、11/17、12/9、28.1/19、2/16、3/15 

地域分科会 4/3、6/5、8/7、10/2、12/4、28.2/5、3/4 

まちづくり分科会 
4/27、5/25、6/22、7/27、8/24、9/28、10/26、11/16、12/21、 

28.1/25、2/22、3/28 

耐震部会＋勉強会 
4/24、5/29、6/26、7/24、8/28、9/25、10/23、11/27、12/18、 

28.1/29、2/26、3/25 

  インスペクション部会 4/7、5/1、6/9、7/6、8/3、9/2、10/5、11/11、12/7、28.1/12、2/1、3/11 

 ヘリテージ部会 

大阪府ﾍﾘﾃｰｼﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ協議会 

4/7、5/12、6/2、7/7、9/1、10/6、11/10、12/1、28.3/1 

8/4、28.1/26 

建築相談分科会 4/9、5/14、6/11、7/9、9/10、10/8、11/5、11/12、12/10、28.1/14、2/18、3/10 

建築相談員研修会 4/9、7/9、10/8、28.2/18 

マンション維持管理支援分科会 5/21、6/25、7/23、9/24、10/22、11/26、12/24、28.1/28、2/25、3/24 

鑑定業務支援分科会 5/29、6/26、7/29、9/7、10/2、10/28、12/14、28.1/25、3/17 

  被災支援分科会 4/21、5/25、6/22、7/13、8/19、9/14、10/26、11/24、28.2/4、3/9 

津波・浸水対策研究会 4/8、5/14、6/23、7/29、9/8、10/6、11/10、12/16、28.1/27、3/7 

住宅仲間分科会 
4/16、5/18、6/18、7/16、8/17、9/14、10/15、11/19、12/12、 

28.1/21、2/19、3/17 

 

ア）地域分科会活動（建築士法第22条研修） 

地域活動テーマ CPD 担当地域 実施日 参加数 参加費 

八尾市立龍華ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ及び龍華図書館

等複合施設見学会 
2 やお・かしわら＋東大阪 4/25 17名 1000円 

第38回ふれあい祭り参加 － 東大阪 5/10 約600名 無料 

宇治平等院見学会（ｼﾆｱ分科会共催） 2 みしま野＋北河内 5/21 43名 
会 員 1500円 

会員外 2000円 

瓢箪山周辺史跡と東大阪市立郷土博物館見

学会＆活動報告会 
3 東大阪 6/20 15名 1000円 

大阪の別荘建築 朝陽館見学会 第1回 

（ﾍﾘﾃｰｼﾞ部会共催） 
2 大阪市南 6/28 45名 500円 

               第2回 2 大阪市南 9/19 63名 500円 

               第3回 2 大阪市南 9/20 30名 500円 

岩崎地区・ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸと hu+gMUSEUM

見学会＆懇親会 
2 大阪市4地域 9/24 13名 

会 員 1000円 

会員外 1500円 

わくわく探検（駅前ｼﾘｰｽﾞ）第15弾 3 東大阪＋やお・かしわら 11/21 27名 1000円 

総会＋地域学習会「密集市街地＆住宅建

築の卓話」 
2 いずみ野 11/28 10名 1000円 

天野山金剛寺金堂解体復元工事現場見学

と願昭寺木造五重塔見学＋活動報告会 
3 南河内 12/ 5 20名 3000円 

 冬の京都歴史散策 3 みしま野＋北河内 28.2/6 20名 
会 員 1000円 

会員外 1500円 

冷間ﾌﾟﾚｽ成形角形鋼管（BCP ﾒｰｶｰ）製作工

場の見学会 
2 北摂 28.2/26 14名 1000円 

東高野街道歴史散策 in 古市と富田林寺

内町 
5 南河内 28.3/13 18名 3000円 

八尾市立桂中学校校舎改築工事の見学会 2 やお・かしわら＋東大阪 28.3/12 12名 1000円 

川から見る大阪の建築クルーズ － 大阪市4地域 28.4/7 40名 7100円 

（東大阪市民ふれあい祭りを除く）延べ参加者数 387名 

 

【公１】 



 

イ）まちづくり分科会活動 

① 大阪地域貢献活動センターによる助成 

助成対象事業名 事業活動団体名 助成金額 

魅力的な庭園づくりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ～古民家の庭再生事業 特定非営利活動法人吹田歴史文化まちづくり協会 10万円 

 

② 景観整備機構の指定による活動（大阪市・箕面市・吹田市より指定） 

吹田市 地域住民と建築士等が中心となって進めるまちづくり活動として、特定非営利活動法人吹田歴史

文化まちづくり協会に助成を行った。 

大阪市 大阪市立大学主催オープンナガヤ大阪（大阪の古い長屋を公開して情報発信するイベントの後援） 

 

 

ウ）耐震部会活動 

① 耐震診断員勉強会 

勉強会テーマ CPD 実施日 参加者数 

かべつよし設計・施工技術者勉強会 2 5/29 27名 

かべ大将 設計・施工技術者勉強会 2 7/24 21名 

作成者が語る 木造住宅耐震改修マニュアル 徹底解説！ 2 9/25 30名 

木造耐震診断ソフトＨＯＵＳＥ-ＤＯＣのすべて！ 2 11/27 28名 

ホームズ君耐震診断Pro 超実践テクニック 2 28.1/29 29名 

 延べ参加者数 135名 

 

② 建築物の耐震化促進（行政との連携） 

a.東大阪市木造住宅耐震診断員派遣（耐震改修アドバイザー業務を含む） 

時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月 合計 

実績（件） 0 0 3 3 6 3 9 2 5 1 2 34 

 

b.東大阪市における耐震部会耐震セミナー（東大阪市と共催）【延べ受講者数 約690名】 

6/27、7/18、9/6、10/10、11/12、11/14、11/28、12/13 

 

c.市町村からの依頼による耐震診断技術者派遣（大阪建築防災センター経由） 

時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 合計 

実績（件） 4 10 7 6 10 6 4 7 3 0 2 59 

 

d.大阪府まちまるごと耐震化支援事業 

啓発依頼 高槻市、茨木市、守口市、寝屋川市、摂津市、河南町の5市1町から依頼 

 耐震診断補助制度案内チラシ配布    豊中市 ：約20,000枚（8月に13校区） 

守口市 ：約  1,000枚（28.3/18、3/19） 

 

e.藤井寺市における木造住宅耐震相談会及び診断の実施 

 相 談 会：5/11、6/5、6/10、7/17、8/26 

 耐震診断：8件 

 

f.箕面市からの依頼による耐震診断技術者派遣 

  耐震診断：17件 

 

g.建築士会建築相談室等における耐震診断の実施 

 耐震診断：6件 

 

 



 

③ 建築物耐震評価業務 

▼評価件数一覧 

一般建築物 面積区分 耐震診断評価（棟） 耐震変更評価（棟） 総合評価（棟） 

標準架構の建築物 500㎡以内 5 - 1 

 500㎡を超え2000㎡以内 13 1 2 

 2000㎡を超え4000㎡以内 10 - 2 

 4000㎡を超え8000㎡以内 6 1 - 

 8000㎡を超える 6 3 - 

ホール等吹抜け架構を 

有する建築物 

2000㎡を超え4000㎡以内 - - - 

4000㎡を超え8000㎡以内 - - - 

 合計 50棟 40 5 5 

 

 

エ） インスペクション部会活動 

インスペクター養成講座 CPD5単位 

回数   日程 参加者数 受講料 

第1回 8 /11 109名 
会 員 12,000円 

会員外 17,000円 
第2回 10/20 102名 

第3回 28.2/23  57名 

  

オ） ヘリテージ部会活動（歴史的建造物の保全・活用） 

歴史的建造物の保全・活用に携わる専門家（ヘリテージマネージャー）の人材育成のための講習会を文化

庁から4,848,000円の助成を受けて実施した。 

(ア) 大阪府ヘリテージマネージャー育成講座（全10日間 CPD 4/日）日程：8/29～28.2/6 参加者：30名 

(イ) 船場ガイドマップ英訳版の発行 3,600部 船場建築ガイドマップ英訳版6棟6種の発行 500部ずつ 

住吉の蔵ブックレットの発行 3,750部  

 

カ） 建築相談分科会活動（一般府民・建築士からの相談対応） 

① 府民からの建築相談  

電話相談 608件 無料                              毎週月～金13：00～16：00  240日間 

面接相談 25件 有料  54,00円/ｈ                 毎週月～金16：00～17：00 予約制 

現地相談 45件 有料 33,000円/半日、55,000円/日                           予約制 

  

② 公益的建築相談機関への相談員の派遣  

a. 大阪建築防災センター「耐震診断・改修相談」  13：30～16：30 

4/13、6/8、8/10、10/19、12/14、28.2/8 

b. 大阪市立住まい情報センター「住まいの専門家相談」 10：00～13：00 

4/25、5/30、6/27、7/25、8/29、10/3、10/31、11/28、12/26、28.1/30、2/27、3/26 

c. アドバンス開発㈱「なんば住宅博・相談室」 13：00～17：00 

4/4、4/5、4/11、4/12、4/18、4/19、4/25、4/26、5/2、5/3、5/9、5/10、5/16、5/17、5/23、5/24、6/6、6/7、

6/13、6/14、6/20、6/21、6/27、6/28、7/4、7/5、7/11、7/12、7/18、7/19、7/25、7/26、8/1、8/2、8/8、8/9、

8/15、8/16、8/22、8/23、8/29、8/30、9/5、9/6、9/12、9/13、9/19、9/20、9/26、9/27、10/3、10/4、10/10、

10/11、10/17、10/18、10/24、10/25、10/31、11/1、11/7、11/8、11/14、11/15、11/21、11/22、12/5、12/6、

12/12、12/13、12/19、12/20、28.1/9、1/10、1/16、1/17、1/23、1/24、1/30、1/31、2/6、2/7、2/13、2/14、

2/20、2/21、2/27、2/28、3/5、3/6、3/12、3/13、3/19、3/20、3/26、3/27 

d. アドバンス開発㈱「堺泉北住宅博・相談室」 13：00～17：00 

4/4、4/5、4/11、4/12、4/18、4/19、4/25、4/26、5/2、5/3、5/9、5/10、5/16、5/17、5/23、5/24、6/6、6/7、

6/13、6/14、6/20、6/21、6/27、6/28、7/4、7/5、7/11、7/12、7/18、7/19、7/25、7/26、8/1、8/2、8/8、8/9、

8/15、8/16、8/22、8/23、8/29、8/30、9/5、9/6、9/12、9/13、9/19、9/20、9/26、9/27、10/3、10/4、10/10、

10/11、10/17、10/18、10/24、10/25、10/31、11/1、11/7、11/8、11/14、11/15、11/21、11/22、12/5、12/6、

12/12、12/13、12/19、12/20、28.1/9、1/10、1/16、1/17、1/23、1/24、1/30、1/31、2/6、2/7、2/13、2/14、

2/20、2/21、2/27、2/28、3/5、3/6、3/12、3/13、3/19、3/20、3/26、3/27 



 

e. アドバンス開発㈱「桃山六地蔵住宅博・相談室」 派遣業務なし 13：00～17：00 

f. アドバンス開発㈱「大津ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ住宅博・相談室」 派遣業務なし 13：00～17：00 

g. 堺市分譲マンション専門家相談 13：30～16：30 

派遣業務なし 

h. 大阪府分譲ﾏﾝｼｮﾝ管理・建替えサポートシステム推進協議会「相談アドバイザー派遣」 

6/7、9/12、12/13 

i. 大阪市ﾏﾝｼｮﾝ管理支援機構「分譲ﾏﾝｼｮﾝ相談ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣」  

8/22、9/5、11/1、28.1/17、1/24、1/31、2/7 

j. 大阪市立住まい情報センター「日曜建築相談」 13：00～16：00 

4/5、4/12、4/19、4/26、5/10、5/17、5/24、5/31、6/7、6/14、6/21、6/28、7/5、7/12、7/19、7/26、8/2、

8/9、8/23、8/30、9/6、9/13、9/20、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29、12/6、

12/13、12/20、12/27、28.1/10、1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/6、3/13、3/20、3/27 

 

 

キ） 鑑定業務支援分科会活動（建築士法第22条研修） 

テーマ CPD 実施日 参加者数 

第1回セミナー「建築紛争解決のために建築士がすること」 2 28.2/18 46名 

 

 

ク） 支援分科会活動 

被災建築物応急危険度判定の支援（会員判定士連絡ネットワークの構築） 

① 本会会員の被災建築物応急危険度判定士登録者数 

総数 建築物 宅地 建築物・宅地 

744名 690名 9名 45名 

 

② 連絡訓練の実施 

 本会会員判定士の連絡ネットワークを構築し、H27年 8月 27日(木)に大阪府・府内市町村・建築4団

体が参加する合同連絡訓練を実施した。 

本会所属の全判定士を対象としてメール・携帯電話・ファックスにより連絡訓練を実施した。 

メール 携帯電話 ファックス 

646名 497名 66名 

 

③ 被災建築物の応急危険度判定養成講習会（大阪建築防災センターと運営事務局を共同）CPD3単位 

回数 日程 参加者数 

第1回 6/17 105名 

第2回 8/19 54名 

第3回 10/21 114名 

第4回 12/16 116名 

第5回 28.2/17 121名 

  延べ参加者数 510名 

ケ） 住宅を設計する仲間達の活動 

① 建築相談員の派遣 

大阪市立住まい情報センター「日曜建築相談」 13：00～16：00 

4/5、4/12、4/19、4/26、5/10、5/17、5/24、5/31、6/7、6/14、6/21、6/28、7/5、7/12、7/19、7/26、8/2、

8/9、8/23、8/30、9/6、9/13、9/20、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29、12/6、

12/13、12/20、12/27、28.1/10、1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/6、3/13、3/20、3/27 

 

② パネル展示＆セミナー・相談会 

テーマ CPD 実施日 参加者数 

建築家と考える

住まいづくり 

ﾊﾟﾈﾙ展示「都市型住宅」「二世帯住宅」「エコライフ」 

ｾﾐﾅｰ「都市に住まう」 

住まいの相談会 

 

－ 

 

7/1～7/31 

7/18 

7/18 

 

16名 

 



 

建築家と考える

住まいづくり 

ﾊﾟﾈﾙ展示 

「集まって住む」「古民家再生」「ペットと暮らす」 

ｾﾐﾅｰ「○○と一緒に暮らす」 

住まいの相談会 

－ 

 

12/2～28.1/18 

 

12/12 

12/12 

 

 

14名 

  

 

③ オープン勉強会 

 延べ参加者数 30名 

テーマ CPD 実施日 参加者数 

「空き家をどうする？～法・行政の動きと建築士の業務～」 2 9/28 24名 

    

コ） 引火性溶剤を扱うドライクリーニング業者の実態調査業務（調査依頼なし） 

以上 

 

 

 

 

平成２７年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条第３項に規

定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。 

公益社団法人大阪府建築士会 


























