
○会議等

事業名及び事業内容 場所 備考

通常総会 5/30 メルパルク岡山
参加者数５２６名
（うち委任状４７５名）

正副会長会議 4/21 5/12 8/23 11/15 2/21 事務局内

常任理事会 5/18 8/26 11/17 3/2 事務局内

理事会 5/20 9/6 11/29 3/7 建築士会会議室他

監査 5/17 事務局内

支部長・部会長会議 8/19 2/24 建築士会会議室

青年部会・女性部会・地域づくりフォーラム
２１部会合同総会

4/23 岡山市民会館

岡山支部総会 4/15 岡山シンフォニーホール

東備支部総会 4/30 常盤旅館

西大寺支部総会 4/16 食事処ひさご

玉野支部総会 4/21 日本料理こより

倉敷支部総会 4/23 京都府与謝郡伊根町

児島支部総会 4/16 又一別館

井笠支部総会 4/22 株式会社塩飽設計会議室

高梁支部総会 4/20 中村建設株式会社

新見支部総会 4/29 伯備

真庭支部総会 4/16 岡田鮮魚店

津山支部総会 5/13 津山国際ホテル

○委員会等

事業名及び事業内容 場所 備考

総務・企画委員会 5/10 3/29 事務局内

法制委員会 随時 メール

4/25 5/25 6/22 7/8 9/8 10/14

11/22 12/14 3/8

岡山県立東岡山工業高校

※8/17は第５２回工業高校建築
設計競技会開催、岡山工業高
校、水島工業高校、津山工業高
校、東岡山工業高校より２０名参
加

岡山県立岡山工業高校

広島方面 参加者数２６名

3/30 4/7 ～4/11 5/9 5/12 ～5/16 事務局内

6/29 7/3 7/20 7/24 9/6 9/11
岡山県立岡山工業高
校（試験会場）

10/4 10/9 3/11 3/18 3/22 3/29

CPD制度・専攻建築士制度委員会 10/4 2/24 建築士会会議室

6/21 7/6 8/1 8/4 9/6 9/29

10/19 10/21 11/14 11/22 1/6 1/30

2/16 3/6 3/28

　・専攻建築士審査評議会 3/6

建築士試験委員会

※4/7～11二級・木造試験申込
受付、5/12～16一級試験申込受
付
※3/11二級・木造免許証明書交
付式
※3/18一級免許証明書交付式

平成2８年度事業報告
平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

日程

日程

教育・事業委員会

建築士会会議室

8/17　第52回工業高校建築設計競技会
設計課題　「小さな雑貨店のある家」

12/2　出前講座「建築確認申請手続き講
習」

3/12　日帰り建築見学会

※4/25は岡工・水工・津工・東岡
山工の先生との意見交換会

メール　　　・ＣＰＤ審査委員会



4/6 6/8 8/10 10/7 12/5 1/25 建築士会会議室

2/8 3/15

景観整備・ヘリテージマネージャー委員会 2/2 建築士会会議室
岡山県歴史的建造物委員会と合
同

・全国ヘリテージマネージャーネットワーク
協議会

10/21 大分県 塩飽委員長、中村副委員長

・全国ヘリテージマネージャー大会 10/22 大分県
洗井会長、塩飽委員長、中村副
委員長、日向ほか

・平成２８年度全国まちづくり委員長会議 2/3 ～2/4 東京都 森下理事

岡山県歴史的建造物委員会 10/6 2/2
倉敷市役所、
建築士会会議室

10/6洗井会長、中村副委員長
（陳情）
2/2景観整備・ヘリテージマネー
ジャー委員会と合同

地域貢献活動委員会 1/18 2/22 建築士会会議室

住宅相談事業委員会 11/7 建築士会会議室

岡山ふれあいセンター

備前エコハウス

津山市役所

6/6 7/11 9/5 10/6 12/9

9/26 9/27 2/23

事業名及び事業内容 場所 備考

日本建築士会連合会総会 6/21 東京都 洗井会長

全国大会 10/22 大分県 岡山から19名参加

中四国ブロック会議　会長会議 6/16～ 6/17 11/18 2/3 洗井会長、皆木局長、日向

中四国ブロック会　事務局長会議 9/16 皆木局長、日向

中四国ブロック職員会議 皆木局長、金光、日向

日本建築士会連合会全国職員会議 2/12 東京都 日向

平成２８年度高校生の建築甲子園への応
募

11/22 建築士会会議室

11/22県内代表選抜
岡山県立水島工業高等学校より４
点、岡山県立津山工業高等学校より
1点の応募
岡山県より水島工業高校１点、津山
工業高校１点を選抜
津山工業高校がベスト８に、水島工
業高校が奨励賞に選ばれました

事業名及び事業内容 場所 備考

岡山県知事表彰 7/22 岡山県庁 岡田正士氏受賞

日本建築士会連合会長表彰 10/22 大分県
中村陽二氏受賞
嶋田詠子氏受賞

伝統的技能者表彰 10/22 大分県 室田鐵一氏受賞

事業名及び事業内容 場所 備考

二級・木造建築士免許証明書交付式 3/11 岡山シンフォニーホール 参加者数５０名

一級建築士免許証明書交付式 3/18 岡山シンフォニーホール 参加者数２５名

○連合会及び普及センター関連会議

日程

○建築士免許証明書交付式

日程

情報・広報委員会

おかやま建築５会まちづくり協議会 建築士会会議室
9/26県議会議長へ、9/27県知事
へ要望書提出

11/10～11/11

幹事県：岡山県
ホテルグランヴィア岡
山

○表彰関連

日程

岡山支部　毎月第２土曜日

東備支部　毎月第３土曜日

津山支部　２ヶ月に１回

住宅よろず無料相談会



事業名及び事業内容 場所 備考

平成２８年度児島湖流域環境保全対策推
進協議会総会

7/1 岡山県庁 洗井会長

平成２８年度被災建築物応急危険度判定
担当者会議

7/26 岡山県庁 皆木局長、森下理事、他３名

平成２８年度北方領土返還要求運動県民
会議総会

7/26 岡山商工会議所 皆木局長

木材・製材業活性化研修会 7/29 建部町文化センター 日向

平成２８年度備前地域木材需要拡大推進
会議

7/29 真庭市 皆木局長、安田副会長

「岡山県空家等対策推進協議会」 8/24 3/17 岡山県庁 皆木局長、森下理事

平成２８年度岡山県建築行政マネジメント
推進協議会

10/13 岡山県庁 皆木局長

空き家管理サービス普及に関する検討会 10/20 岡山県庁 日向

平成２８年度岡山県被災建築物応急危険
度判定協議会

11/7 岡山県分庁舎
皆木局長、森下理事、地域づくり
フォーラム21部会１名

岡山県被災建築物応急危険度判定士実
地訓練

11/15 熊谷尻市営住宅
森下理事、地域づくりフォーラム
21部会１０名

平成２８年度岡山県文化財等救済ネット
ワーク会議

1/25 岡山県庁分庁舎 皆木局長

第１３回岡山県アスベスト対策協議会 11/25 岡山県庁分庁舎 日向

事業名及び事業内容 新規 事変 携帯 住変 再交付 その他

一級建築士 40 9 18 37 7 6

二級建築士 89 16 7 34 16 0

木造建築士 2 0 0 0 0 0

設備設計一級建築士 2 0 0 0 0 0

構造設計一級建築士 2 0 0 0 0 1

○建築技術班会

事業名及び事業内容 場所 備考

設計班 6/6 建築士会事務局内

施工班 4/20 12/10 2/26 3/25

4/20岡山県医師会館、
12/10おかやま西川原プ
ラザ、2/26吉備公民館、
3/25金光病院

4/20、2/25、3/25見学会実施、
12/10講習会補佐

構造班 4/28 5/12 5/26
イトーヨーカドー岡山
店内３階ライフサロン

講師　岩水開発株式会社　技術部
丸岡正季氏
３日間の合計受講者数４０人

木造技術班 3/18 宝島寺 参加者数１７名

人材育成班 なし

○賛助会員関係

事業名及び事業内容 場所 備考

建築士会役員と賛助会員の集い 9/23 岡山シンフォニーホール
役員１７名、賛助会員２２社３１名
参加

日程

日程

○建築士登録等業務

※事変／事項変更、携帯／携帯型への変更、住変／住所等変更、その他／死亡届等　　　※数字は件数　件数は平成２９年３月３１日時点

○岡山県・岡山市等行政関連会議

日程



事業名及び事業内容 場所 備考

児島湖流域清掃大作戦 11/6
西川緑道公園付近
倉敷地区

参加者数５名（岡山）
参加者数５名（倉敷）

建築関係５団体新年互礼会 1/6 メルパルク岡山 参加者数２１３名

二級建築士設計製図試験対策講座

事前講座 6/25 7/9 7/23 8/6 建築士会会議室 受講者数５名

8/20 8/21 8/27 8/28 9/3 9/4

9/10

木造建築士試験対策講座

　学科試験対策講座 6/5 6/19 7/3 建築士会会議室 受講者数２名

　設計製図試験対策講座 9/18 9/25 10/2 建築士会会議室 受講者数３名

住宅の新築・リフォーム見積講習会 4/14 岡山県生涯学習センター
講師　一般財団法人経済調査会出版
事業部　太田修弘氏、武田裕三氏、
受講者数２３名

岡山県医師会館新築見学会 4/20 岡山県医師会館 参加者数５０名

ボーリング柱状図の読み方・杭基礎設計
への適用～岡山県のデータを参考に～
無料セミナー全３回

4/28 5/12 5/26
イトーヨーカドー岡山
店内３階ライフサロン

講師　岩水開発株式会社　技術部
丸岡正季氏
３日間の合計受講者数４０人

熊本地震　応急危険度判定活動報告会 6/28 岡山県立図書館
地域づくりフォーラム21部会主
催、参加者数３８名

建築相談委員のための講習会 7/21 岡山県立図書館
講師　岡田修一弁護士（東京）、青木
清美氏、増沢幸尋氏（連合会委員）
受講者数４０名

杭基礎の設計・施工の要点と「基礎ぐい工
事監理ガイドライン」の解説講習会（第１
弾）

8/4 おかやま西川原プラザ
ＤＶＤ講習
受講者数３０名

建築士会インスペクター養成講座 8/24 おかやま西川原プラザ
講師　藤田佳篤氏、有正典之氏
受講者数５０名

ＣＬＴ関連告示解説セミナー 9/12 岡山商工会議所

講師　日本住宅・木材技術センター
岡田恒氏、山田誠氏、岡山県林政課
担当者
受講者数３６名

ＣＬＴを用いた建築物の設計・施工マニュア
ル講習会

11/24 おかやま西川原プラザ

講師　日本住宅・木材技術センター
岡田恒氏、山田誠氏、日本ＣＬＴ協会
塩﨑征男氏
受講者数１８名

ＢＩＭ活用講習会 12/6 コンベックス岡山
講師　有限会社TAG建築設計事
務所　田上圭一氏
受講者数３１名

ゼネコン技術者が教える　施工現場のトラ
ブル回避100ポイント講習会

12/10 おかやま西川原プラザ
講師　村尾昌俊氏、臼井博史氏
受講者数３０名

中大規模木造設計セミナー 12/14 おかやま西川原プラザ
講師　ＤＶＤ講習
受講者数１２名

杭基礎の正しい設計・施工講習会（第２
弾）

1/11 おかやま西川原プラザ
講師　ＤＶＤ講習
受講者数３６名

岡山市立吉備公民館・岡山市北区役所吉
備地域センター建築見学会

2/26 岡山市立吉備公民館
講師　株式会社丹羽建築設計事
務所　小村氏
参加者数１４名

日帰り建築見学会 3/12 尾道方面
教育・事業委員会主催
参加者数２６名

「シロアリの勉強会」と「宝島寺仁王門の保
存修理完成見学会」

3/18 宝島寺

木造技術班主催
講師　倉敷白蟻工業株式会社　荻野
浩 氏、新東住建工業株式会社　芥川
英祐氏
参加者数１７名

医療法人社団同仁会　金光病院建築見学
会

3/25
医療法人社団同仁会
金光病院

講師　株式会社新谷建築設計事務所
新谷氏、蜂谷工業株式会社
参加者数２２名

受講者数９名本講座 建築士会会議室

○研修会・講習会・見学会等

日程



事業名及び事業内容 場所 備考

二級建築士試験

　申込受付審査員説明会
　試験監理員説明会

3/30 6/29 9/6 建築士会会議室
建築士試験委員会、試
験監理員、事務局

　申込受付 4/7 建築士会会議室
建築士試験委員会、事
務局

　　受付方法 郵送 ネット 対面 合計

　　　学科試験申込受付数 18 104 232 354

　　　設計製図試験申込受付数 6 39 12 57

　学科試験 7/3 岡山県立岡山工業高等学校 受験者数２９０名

　学科試験合格発表 8/23 合格者数１１０名

　設計製図試験 9/11 岡山県立岡山工業高等学校 受験者数１５４名

　設計製図試験合格発表 12/1 合格者数８８名

木造建築士試験

　申込受付審査員説明会
　試験監理員説明会

3/30 7/20 10/4 建築士会会議室
建築士試験委員会、試
験監理員、事務局

　申込受付 4/7 建築士会会議室
建築士試験委員会、事
務局

　　受付方法 郵送 ネット 対面 合計

　　　学科試験申込受付数 1 1 2 4

　　　設計製図試験申込受付数 0 0 0 0

　学科試験 7/24 岡山県立岡山工業高等学校 受験者数３名

　学科試験合格発表 9/6 合格者数２名

　設計製図試験 10/9 岡山県立岡山工業高等学校 受験者数２名

　設計製図試験合格発表 12/15 合格者数２名

一級建築士試験

申込受付審査員説明会
試験監理員説明会

5/9 7/20 10/4 建築士会会議室
建築士試験委員会、試
験監理員、事務局

　申込受付 5/12 建築士会会議室
建築士試験委員会、事
務局

　　受付方法 郵送 ネット 対面 合計

　　　学科試験申込受付数 25 182 128 335

　　　設計製図試験申込受付数 0 55 9 64

　学科試験 7/24 岡山県立岡山工業高等学校 受験者数２７０名

　学科試験合格発表 8/23 合格者数３５名

　設計製図試験 10/9 岡山県立岡山工業高等学校 受験者数９８名

　設計製図試験合格発表 12/15 合格者数４２名

平成2８年度【受託事業】事業報告
平成２８年4月１日～平成２９年３月３１日

○建築士試験

日程

～4/11

～4/11

～5/16



事業名及び事業内容 場所 備考

6/9 コンベックス岡山 実受講者数１１２名

7/13 コンベックス岡山 実受講者数８０名

8/10 コンベックス岡山 実受講者数４８名

9/9 津山文化センター
ＤＶＤ講習
実受講者数４８名

10/5 コンベックス岡山 実受講者数８３名

11/10 コンベックス岡山 実受講者数１１６名

2/22 コンベックス岡山 実受講者数９５名

事業名及び事業内容 場所 備考

4/18 月曜 建築士会会議室 実受講者数６名

5/10 火曜 建築士会会議室 実受講者数４名

6/8 水曜 建築士会会議室 実受講者数６名

7/14 木曜 建築士会会議室 実受講者数７名

8/26 金曜 建築士会会議室 実受講者数８名

9/26 月曜 建築士会会議室 実受講者数４名

10/20 木曜 岡山県建設業協会津山支部 実受講者数７名

11/16 水曜 建築士会会議室 実受講者数２名

12/15 木曜 建築士会会議室 実受講者数９名

1/20 金曜 建築士会会議室 実受講者数３名

2/18 土曜 建築士会会議室 実受講者数６名

3/14 火曜 建築士会会議室 実受講者数３名

事業名及び事業内容 場所 備考

文化庁、文化遺産を活かした地域活性
化事業

6/25 7/9 7/23 8/6 8/20

9/3 9/24 10/1 10/15 11/12

11/26 12/10

事業名及び事業内容 場所 備考

引火性溶剤を用いるドライクリーニン
グ工場に対する実態調査業務

０件

日程

○建築士定期講習  

建築士会実施
建築士定期講習

建築士事務所協会実施
建築士定期講習

調査なし

監理技術者講習　ＤＶＤ講習

養成講座

コンベックス岡山、倉敷教会・
井上家住宅、岡山市出石町中
村邸、旧閑谷学校、おかやま
西川原プラザ、牛窓シーサイド
ホール、篠山市立四季の森生
涯学習センター、岡山県生涯
学習センター、津山市、井山
宝福寺

受講者数１５名
修了者数８名

○引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場に対する実態調査業務

日程

○監理技術者講習

日程

○岡山県地域文化財建造物専門家（ヘリテージマネージャー）養成講座2016

日程

平成28年4月1日～平成29年3月31
日



事業名及び事業内容 場所 備考

ＣＬＴ関連告示解説セミナー 9/12 岡山商工会議所

講師／日本住宅・木材技術セ
ンター　岡田恒氏、山田誠氏、
岡山県林政課担当者
受講者数３６名

ＣＬＴを用いた建築物の設計・施工マ
ニュアル講習会

11/24 おかやま西川原プラザ

講師／日本住宅・木材技術セ
ンター　岡田恒氏・山田誠氏、
日本ＣＬＴ協会　塩﨑征男氏
受講者数１８名

事業名及び事業内容 場所 備考

住宅市場整備推進等事業

住宅省エネルギー技術講習会全国事
務局会議

7/1 2/3 東京都
金光副委員長（総務・企画
委員会）、日向、山本

平成２８年度省エネ設計リーダー研
修

7/26 大阪府
柴田、臼井、中桐、見手倉、永
冨、山名（設計講師）

講師勉強会 8/22 建築士会会議室 省エネ講師、事務局

第２８回木造住宅フォーラム 11/21 岩手県 日向

※講習区分 日にち 定員
実受講
者数

講師 講師 会場 備考

9/7 30 28 山崎 林 コンベックス岡山

9/17 30 19 林 永冨 コンベックス岡山

10/5 30 13 山崎 有正 岡山県森林組合連合会津山支所

10/19 30 12 柴田 髙田 コンベックス岡山

11/5 30 6 柴田 宇川 岡山県生涯学習センター

11/19 30 5 森下 岸武 岡山県生涯学習センター

11/30 30 13 有正 三宅 コンベックス岡山

12/3 30 11 林 宇川 コンベックス岡山

12/13 30 14 柴田 林 コンベックス岡山

1/21 30 36 森下 岸武 コンベックス岡山

2/1 30 38 中村 有正 コンベックス岡山

9/14 30 19 臼井 柴田 おかやま西川原プラザ

9/28 30 24 中桐 中村 岡山県生涯学習センター

10/12 30 24 臼井 見手倉 コンベックス岡山

10/29 20 6 臼井 山名 岡山県森林組合連合会津山支所

11/9 30 7 臼井 見手倉 おかやま西川原プラザ

12/17 30 23 中桐 中村 コンベックス岡山

1/14 30 32 臼井 見手倉 コンベックス岡山

1/28 30 37 臼井 柴田 おかやま西川原プラザ

合計 560 367

○岡山県木造住宅生産体制強化推進協議会（住宅省エネルギー技術講習会関連）

日程

平成28年6月16日～平成29年2月7
日

　施工技術者講習
（半日講習）

※講師一覧
　　　宇川民夫
　　　柴田晴夫
　　　中桐慎治
　　　永冨真理
　　　中村陽二
　　　森下真典
　　　山名千代
　　　洗井健一
　　　有正典之
　　　臼井博史
　　　岸武信行
　　　高田　一
　　　武田賢治
　　　林　敏夫
　　　見手倉幸己
　　　三宅隆司
　　　山崎真由美
　
　
※平成２８年度目標受
講者数は５３０名

　設計技術者講習
（半日講習）

○ＣＬＴ等普及促進事業

日程



事業名及び事業内容 場所 備考

岡山県地域住宅リフォーム推進事業

総会 12/22 おかやま西川原プラザ

マンション管理基礎セミナー打合せ 6/7 岡山市役所 皆木局長、日向

マンション管理基礎セミナー 10/22 西川アイプラザ

【協力】セミナー後、住宅相
談会ブース設置（吉澤由美
子、皆木局長）相談件数１
件

住宅の長寿命化リフォームシンポジ
ウム

10/21 東京都 日向

消費者向け住宅リフォームセミナー 1/14 岡山ふれあいセンター 参加者数１６名

事業者向け住宅の「長寿命化リ
フォーム」セミナー

12/16 コンベックス岡山 参加者数２７名

平成２８年度住宅リフォーム推進フォーラム 2/17 兵庫県 日向

空き家コンシェルジュ市町村サポート事業

相談員派遣 6/17 7/28 8/2 8/9 10/15 美咲町　他

10/30

空き家相談 6/3～ 2/末 建築士会会議室

市町村職員研修（相続関係） 10/14 10/21 10/28 岡山県立図書館　他 参加者数６０名

市町村職員研修（活用関係） 11/8 11/25 11/30 岡山県立図書館　他 参加者数６０名

空き家対策セミナー＆相談会 3/18 岡山県立図書館 参加者数４０名

毎週火曜日、金曜日

平成28年5月9日～平成29年3月24
日

平成２８年８月１日～平成２９年２月
６日

○岡山県住宅リフォーム推進協議会

日程



・平成２８年度の会員数

区分

支部／年度末
平成29年

3月
平成28年

3月
平成29年

3月
平成28年

3月
平成29年

3月
平成28年

3月

岡 山 支 部 764 805 23 20 787 825

東 備 支 部 30 29 0 0 30 29

西 大 寺 支 部 30 28 0 0 30 28

玉 野 支 部 38 39 1 2 39 41

倉 敷 支 部 197 200 4 7 201 207

児 島 支 部 35 36 3 5 38 41

井 笠 支 部 55 53 3 1 58 54

高 梁 支 部 33 31 4 1 37 32

新 見 支 部 38 43 0 0 38 43

真 庭 支 部 43 44 1 1 44 45

津 山 支 部 146 161 7 4 153 165

合 計 1,409 1,469 46 41 1,455 1,510

・会員の弔辞

（倉敷支部） （岡山支部）

（新見支部） （津山支部）

（倉敷支部） （新見支部）

・名誉会員の推薦

・平成２８年度ＣＰＤ制度・専攻建築士制度の登録状況

建築士会会員 415 名

非会員（ＣＰＤのみ参加） 148 名

専攻建築士有効登録者数 107 名

専攻建築士更新者数 31 名

専攻建築士新規申請者数 1 名

正会員 準会員 合計

平成２９年３月３１日時点の会員数

賛助会員
平成２８年３月・・・７４社７４口

平成２９年３月・・・７４社７４口

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日の入退会数
備考

入会が６０名、退会が１１５名（故人含む）

谷 本 裕 河 合 朝 一

該当なし

ＣＰＤ制度登録者数

長 谷 川 彰

尾 高 教 由

山 本 敏

上 田 清




