
報告事項：

①　平成26年度事業計画の件

１．地域貢献事業の実施及び協力

(1) 耐震診断評定（渋谷区非木造建物耐震改修助成事業）

（２） 木造住宅耐震診断コンサルタント推薦

推薦者： 8名

(3)

　コンサル： 木造住宅耐震診断コンサルタントとして耐震診断

　判定： 木造住宅耐震特別委員会

　改修： 木造住宅耐震診断コンサルタントとして耐震改修

普及及び斡旋

　簡易補強： 普及及び斡旋

（4） 渋谷区主催｢耐震相談会｣に相談員派遣

相談員： 延20名

4/17 14時～16時 渋谷区役所紛争調整室 件

5/15 14時～16時 渋谷区役所紛争調整室 件

6/19 14時～16時 渋谷区役所紛争調整室 件

　 7/17 14時～16時 渋谷区役所紛争調整室 件

8/28 14時～16時 渋谷区役所紛争調整室 件

9/18 14時～16時 件

10/16 14時～16時 件

11/2 10時～16時 件

11/3 10時～15時 件

12/18 14時～16時 件

1/22 14時～16時 件

2/19 14時～16時 渋谷区役所紛争調整室 件

3/19 14時～16時 渋谷区役所紛争調整室 件

件

（5） 第37回渋谷区くみんの広場、ふるさと渋谷フェスティバル2014に参加

11/2～11/3

2．会員、協力会員の増強

　　（1） 親睦会の開催

協力会員による技術研修会及び懇親会の開催

　　（2） 渋谷区建築士事務所のデータベースの整理

　　（3） 支部ホームページの維持・管理

　　（4） 会員増強施策の構築及び実行
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平成26年度事業計画

補強設計

耐震診断

1名

1名

木造住宅耐震診断判定（渋谷区木造住宅耐震改修助成事業）

相談員開催日時

1名

1名

改修工事

（東京都木造住宅耐震診断事務所登録の診断含む）

相談件数場所

1名

渋谷区防災まちづくり課と共催：写真展示・耐震補強の模型展示、「耐震相談会」・耐震
補強クイズ

渋谷区役所紛争調整室

計13回

渋谷区役所紛争調整室

4名渋谷区くみんの広場

渋谷区くみんの広場

渋谷区役所紛争調整室

　簡易シェルター：

1名

2名

1名

20名

渋谷区役所紛争調整室



3.講習会、研修会の開催

　　（1） 会員・賛助会員・協力会員による技術研修会

（ブロック技術研修会による。）

4.広報活動の強化

　　（1） 機関紙『建築士事務所渋谷報』の発行

毎月15日を目標に発刊、発行部数300部。

会員の他、渋谷区役所幹部職員、関係機関に送付。

　　（２） 関係機関への要望

5.建築士事務所全国大会に参加

10/3 東京大会

6.本会主催事業に参加

　　（1） 総会、新春交礼会等

6/30

新春交例会

　　（２） 建築ふれあいフェア2014

9/28～9/30 新宿駅西口広場イベントコーナーにて

　　（3） 研修会、講習会、その他

建築無料相談2014 渋谷区役所2階ＥＶホールにて

第24回会員交流ゴルフ大会

7.第3ブロック活動に参加

　　（1） ブロック会、ブロック協議会及び役員会

開催日 出席者数

4/3 4月期第3ブロック役員会

6/5 6月期第3ブロック役員会

8/7 8月期第3ブロック役員会

10/2 10月期第3ブロック役員会

12/4 12月期第3ブロック役員会・忘年会

2/5 2月期第3ブロック役員会

3/5 3月期第3ブロック役員会

計7回

　　（2） ブロック技術研修会

開催日 出席者数

5/1 第316回技術研修会「賛助・協力会員によるセミナー」

7/3 第317回技術研修会「賛助・協力会員によるセミナー」

9/4 第318回技術研修会「賛助・協力会員によるセミナー」

11/6 第319回技術研修会「賛助・協力会員によるセミナー」

3/19 第320回技術研修会「賛助・協力会員によるセミナー」

計5回

　　（3） ブロック見学研修会

第87回定時総会（平成25年度決算総会）

渋谷区立商工会館第一会議室

渋谷区立商工会館第一会議室

渋谷区立商工会館第一会議室

渋谷区立商工会館第一会議室

京王プラザホテルにて

渋谷区立商工会館第一会議室

10/19～10/20

南国酒家原宿本館

渋谷区立商工会館クラブ室

渋谷区立商工会館クラブ室

第3ブロック視察研修会

事業 場所

渋谷区立商工会館クラブ室

渋谷区立商工会館クラブ室

渋谷区立商工会館クラブ室

渋谷区立商工会館クラブ室

事業 場所



8.会員交流及びコミュニケーションの強化

　　（1） 渋谷支部建築懇談会の開催

5/9 南国酒家原宿本館翡翠の間にて

　　（２） 渋谷支部新春賀詞交歓会の開催

1/16 渋谷東武ホテルにて

　　（3） 支部役員会の開催

開催日 出席者数

4/3 4月期役員会

5/1 5月期役員会

6/5 6月期役員会

7/3 7月期役員会

8/7 8月期役員会

9/4 9月期役員会

10/2 10月期役員会

11/3 11月期役員会 渋谷区くみんの広場

12/4 12月期役員会

2/5 2月期役員会

3/5 3月期役員会

3/19 3月期役員会

計12回

　　（４） 第3ブロック各支部の交流会等

東京土建渋谷支部新年会に出席

（公社）全日本不動産協会東京本部渋谷支部新年会に出席

世田谷支部新春交歓会に出席

大田支部新春交歓会に出席

目黒支部新春交歓会に出席

品川支部新春交歓会に出席

9.支部功労者の顕彰（区長表彰）

10.その他の必要とする事業

(1) 渋谷区防災会議委員の派遣

第1回　渋谷区防災会議 委員：臼井勝之

　　　　 渋谷区防災訓練 代々木公園Ｂ地区にて 委員：臼井勝之

第2回　渋谷区防災会議 委員：臼井勝之

11.会議報告

(1) 第85回定時総会（平成25年度決算総会）

場所 南国酒家原宿本館にて

（公社）日本建築家協会新年会に出席

渋谷区立商工会館クラブ室

事業

渋谷区立商工会館クラブ室

平成26年5月9日

渋谷区立商工会館クラブ室

渋谷区立商工会館第一会議室

渋谷区立商工会館第一会議室

渋谷区立商工会館クラブ室

南国酒家原宿本館

渋谷区立商工会館クラブ室

渋谷区立商工会館クラブ室

渋谷区立商工会館第一会議室

場所

渋谷区立商工会館第一会議室



　　（６） 電話による建築無料相談6事務所で対応、年間相談件数：約100件

　　（７） 渋谷区危機管理対策部防災課主催、「建物耐震化相談会」に、相談員派遣。

(渋谷区建築士事務所協会が受託）

4～９月（毎月２～4回実施）、各回相談員2名派遣、相談件数２～８件。

２．支部活動

　　（１） 研修会・セミナー等の開催・参加

①通算回数 ②開催日 ③場所 ④テーマ ⑤参加人数

第275回 5月16日 渋谷区立商工会館 協力：渋谷消防署予防係

25名

第276回 5月30日 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ㈱ 日立ｵｰﾙ電化スタジオ見学 14名

第277回 7月25日 東京ビッグサイト ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ&蓄熱ﾌｪｱ 14名

9月２～3日 東京電力葛野川ＰＲ館・日立清水事業所 31名

第278回 9月7日 渋谷区立商工会館 「新技術・新商品」 21名

全国大会 10月4日 いいちこ会館 大分大会 15名

第279回 11月19日 渋谷区立商工会館 24名

第280回 12月17日 渋谷区立商工会館 建築物の構造関係技術基準解説 26名

建築相談等の対応について注意点

第281回 3月21日 渋谷区立商工会館 「新技術・新商品」 23名

　　※協力：第276,277回及びﾌﾞﾛｯｸ研修会は東京電力㈱

　　※共催：第278、279、281回　(社）東京都建築士事務所協会賛助会員会

（２） 機関紙　月刊建築士事務所渋谷報

毎月15日発刊　　発行部数約250部。

会員の他、渋谷区役所幹部職員、関係機関等に送付。

（３） 5月16日、第75回定時総会開催（南国酒家に於いて）

引き続き、第61回建築行政連絡会を開催。テーマ「渋谷の防災」

区長表彰は、渋谷支部副会長・安田浩司氏、㈱アド菅野一級建築士事務所・佐藤徳冶氏。

（４） 12月4日、重大ニュースベストテン発表。渋谷報12月号に掲載。

（５） 1月21日、祝2007新春賀詞交歓会開催（渋谷東武ホテルに於いて）、約100名参加。

（６） 3月23日、第76回渋谷支部通常総会（予算）開催。（渋谷区立商工会館に於いて）

原案通り承認された。

（７） 定例役員会の開催

4月5日、6月4日、7月2日、8月3日、9月7日、10月9日、11月4日、12月4日、

平成20年2月4日、3月3日（いずれも渋谷区立商工会館に於いて）、計10回実施。

以上

共同住宅などの特例基準について

第3ブロック研修会

「新技術・新商品」
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