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建築士事務所協会運営方針案

２０１６～２０１７年度

東條 正博

感 謝

一期２年大きな問題もなく会長職を務めることができました。

  これも偏に副会長はじめ常務会、理事会、委員会、参与、事務局ならびに全会員の方々の

おかげだと感謝申し上げます。

５０周年事業もリーダーシップを発揮していただいた、それぞれの担当者のおかげで

協会員心を一つにし、滞りなく盛会裏に終えることができました。

改めて感謝申し上げます。

まだまだ働きが悪い、成果が見えないとのことで再び会長職を務めて参ることになりました。

浅学菲才の身ではありますが、お引き受けした以上は粉骨砕身、一生懸命頑張って参る所存で

ございますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

※本方針案は常務会→理事会→全会員に情報開示して全会員の意見集約後、

本協会の２年間の運営方針として決定させていただきたいと思います
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1. スローガン

全会員！スタンドからグラウンドへ

ミッション達成の為に共に考え共に行動を！

2. 協会の使命・役割

    

    Ｍ

    Ａ

    Ｐ

Ｍ ミッション（使命・役割）

1. 会員事務所の理想像を支援・誘導

会員事務所の理想像

  ① 建築を通じて社会貢献

   ・良質な建築物の設計、監理

   ・美しい街づくりに貢献

  ② そこに働く人々全員の物心両面の幸せ

   ・物の幸せ → 経済的満足を得る

           勤務時間、福利厚生等働きやすい職場環境

   ・心の幸せ → 建築の創作活動を通じて達成感、生きがい

  ③ 若者が希望を持って働ける職場環境の整備

  ④ 雇用拡大を通じて社会貢献

  ⑤ 利益の約半分は税金、税金を通じて社会貢献（収益性の高い経営）

2. 専門家集団としての社会貢献

Ａ アクションプラン

ミッション達成の為の具体的行動

Ｐ パッション（情熱）

   ミッション達成のための情熱

    ① 理事、役員はじめ全会員のやる気を結集

    ② 会員増強をはかりエネルギーのボリュームアップ
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3. 委員会について

1. 委員会の役割

委員会の最大の目的はミッション達成の為に具体的アクションプランを策定し実施

2. 全員参加型の構成

全協会員の希望を募り委員会配属

3. 若手育成

・委員長、副委員長は理事以外から理事会にて決定

・育成、誘導のために委員会ごとに担当理事配属

・委員長は必要とする時はオブザーバーとして理事会に出席

・事業内容は委員会にて協議して常務会に上程し、それを受けて理事会にて協議、承認、報告

4. 事業の進め方

・各目的を持った具体的事業計画書（資料Ⅰ）を作成し上程、理事会承認後実施

・実施後は報告書（資料Ⅱ）を提出し理事会承認

5. 経費削減

・委員会活動に係る委員の日当等は市内外にかかわらずボランティアとする

・欠席者にはメールにて情報共有に努める

6. コミュニケーション

・理事、委員長懇談会を年あたり 3 回開催

（実費負担。ただし事務局分は協会負担）

・全会員のオブザーバー出席は自由（実費負担）

・各委員会事業推進は積極的に合同あるいは委員会対抗等フレキシブルなコミュニケーション誘導を

7. 情報開示

・委員会報告は理事会に報告事項として開示する

4. 対協会員

1. 建築資質向上のための研修・現場見学会等

2. 職業倫理他必要とする研修

3. 国交省告示設計料の啓蒙・実施

  4. 親睦、福利厚生事業

  5. 賠償保険制度の加入促進

6. 1 級建築士受験講座等、若年技術者の育成

7. 理事会等の情報開示、広報紙発行等開かれた協会づくり

  8. 青年部会設立に向けての検討

  9. 非協会員との差別化
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5. 対発注者

① 行政

1. 協会運営の為の指導を真摯に受ける

2. 行政主管の研修、催し物等他依頼への全面的協力

3. 国交省告示に基づく設計料の順守

4. 協会員への優先的指名（その為の理論武装）

5. プロポーザル業務の簡略化（モデルを示して）

6. 設計事務所ランクの公表

7. ランクに応じた業務発注

8. 最低制限価格設定のない市町村への要望かつ最低制限価格の引き上げ

9. 確認申請業務、受注した物件等での問題点に対しての要望及び担当者レベルの意見交換会

10.建賠保険加入事務所の指名点数加点

11.積算可能な発注仕様書の整備

  ② 民間

   1. 国交省告示に基づく設計料の順守

   2. 設計、施工分離発注要望

   3. 耐震診断、補強設計の推進

   4. 県内事務所への発注

6. 対社会

1. 設計事務所の役割の認知（設計、施工分離発注）

2. 建築関連相談

3. インターンシップ等若者育成プログラム

4. 経済関連各団体との友好関係

5. 目的にそった建築ふれあいフェアの実施（デザインフェアとタイアップ）

6. マスコミを通しての協会活動アピール

7. 建築紛争未然防止活動

7. 対建設関連団体

1. 建築士会、設監組合、建築家協会との協調

2. 建築 4 団体中イニチアチブを持つべき団体としての誇りを持ち、対行政等への協力体制を強化する

3. 賛助会員増強

（メリットよりも協会員設計の仕事をするメーカー、サブコン等は入るのが当たり前の雰囲気づくり）

8. 協会体制、運営

1. 健全な財務

2. 理事手当等の見直し（経費削減）

3. 将来ビジョン策定

4. 会員増強

5. 鹿児島支部、役員選挙規定はじめ、総会時提言に対しての検討

6. 各支部との情報共有

7. 事務局業務掌握
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9. 対事務局

1. より良い職場環境の向上

2. 効率の良い業務手順

3. コンプライアンス順守

4. 担当理事による日報、月報等のチェック（両副常務担当）

10. 理事会運営

1. ミッション達成の為に全理事の英知と行動を結集

2. 開かれた理事会（ザックバランな発言）

3. 設計協会割り当て役職の分担

4. 理事会後の議事録はタイムリーにメールにて情報開示

11. アクションプラン例

1. 会員増強委員会設置

・正会員、賛助会員とも 50 社拡大を目指して

・協会員と非会員との差別化を明確に

・コンテストにて表彰等、増強手法

2. 協会ビジョン委員会設置

3. コンプライアンス遵守委員会設置

・特に告示 15 号努力義務に対してはプロジェクトごとに試算研修、その結果を関係者に情報開示

4. 研修委員会にて海外先進地建築視察計画

5. 建築相談は弁護士協会と協力した体制づくり

6. 建築紛争未然防止対策としてタウン誌を通じた事例紹介

7. 市役所等での担当窓口等は継続かつ活用に対してのアピール

8. 行政への要望は徹底した手順で

・政治連盟との連携

・遠慮せずに要望はしっかり伝える

9. 自治体と災害時対応協定

・県は本部で、それぞれの市町村は支部を窓口として

10. 賛助会事業への積極参加

・若手技術者対象の定期的研修

11. 賛助会と建築協会、設計協会との懇談会（賛助会員の為に）

12. 建築四団体と連携した要望活動（建産連と一線を画した建築団体をアピール）

13. 士会、JIA との定期的懇談会

14. 棟上募金の徹底と有効活用法

15. 協会としてボランティア活動

16. 魅力ある企画、日程調整による会員交流の機会増大

17. スリーピング会員の積極的参加を促す機会増大

18. 若手技術者と行政担当者との日頃の現場レベルでの問題解決を（実務者レベル協議会）

19. 建築専門月刊誌贈呈している県内 10 校に対してのフォローアップ



（社）鹿児島県建築士事務所協会

事業計画書（フォーマット）

委 員 会 名       委員会

担当理事名        確認日：   年   月   日

委 員 長 名        確認日：   年   月   日

作成日：   年   月   日

1. 事業名

（事業名称。今後の資料すべて統一した名称を）

2. 事業実施に至る背景

（この事業を企画するにいたった理由・背景を）

※5行程度で簡潔に

3. 事業目的

※2行程度で簡潔に

4. 事業内容

（何を行うのか、事業全体が明確に分かるように記載する）

5. 実施日時

（事業実施日程と受付・集合等を含む時間が分かるように記載する）

6. 実施場所・会場

（事業実施場所・会場については、名称・住所・電話番号までを記載する。必要に応じて地図

添付）

7. 予算総額

（予算書を収支共項目ごとに分かりやすく作成）

8. 参加員数計画並びに参加推進方法

9. 外部協力者・団体

（外部協力者・団体等がある場合は、正式名称を記載する）

資料Ⅰ



10. 実施組織

（委員会名、共催の場合は、その他団体名を記載する）

11. 実施スケジュール

（実施日までの活動スケジュール）

12. 前年度よりの引継事項

（前年度の事業からの引継事項並びに対処・対応方法について記載する。引継の問題点と対処・

対応方法については分けて記載すること）

13. 本年の工夫と期待される効果

（この事業で特段取組む工夫について、その効果について記載する）

14. 協会員への依頼事項

（事業実施に当たって、会員に特別に依頼しておきたいこと）

15. その他（添付資料等）



（社）鹿児島県建築士事務所協会

事業報告書（フォーマット）

委 員 会 名        委員会

担当理事名        確認日：   年   月   日

委 員 長 名        確認日：   年   月   日

作成日：   年   月   日

1. 事業名

2. 事業概要

（事業全体が分かるように。計画と変更があった内容等が分かるように）

3. 実施日時

（実際のスケジュールについて記載する）

4. 実施場所・会場

（実際の実施場所・会場等について記載する）

5. 決算総額

（予算書と比較できる決算書）

6. 外部協力者・団体

（実際に協力いただいた協力者・団体について正式名称で記載すること）

7. 参加員数と参加推進計画の検証

（計画での参加員数と実際の参加員数を比較できるように記載する）

8. 事業目的の実現と成果

（事業目的に対しての検証と次回への改善点）

9. その他（添付資料等）

（計画から変更のあったものについて添付する。また、報告として挙げておくべきものについ

て添付するものとする）

資料Ⅱ


