
第 70 回 通常総会議案書 

日   時  令和３年５月 29 日（土） 

総    会  午後３時～               ５階 大ホール 

会    場  富山電気ビル

富山市桜橋通り３-１ TEL: 076-432-4111

公益社団法人 富山県建築士会

 本議案書を総会当日必ずご持参ください。  



公益社団法人 富山県建築士会 令和３年度通常総会 

スケジュール 

電気ビル ５階 大ホール 

－総会次第－ 

（15:00～16:30） 

１．開会 

２．綱領唱和 

３．会長挨拶 

４．物故会員への黙祷 

５．議長選出 

６．定足数確認 

７．議事録署名人選出 

８．議事 

  第１号議案 令和２年度 事業報告と決算の承認

  第２号議案 理事補選について 

９．報告事項 

①令和３年度  活動指針及び事業計画の報告 

  ②令和３年度  正味財産増減予算書の報告 

－ 総会終了・休憩－ 

（第 44 回理事会開催・終了後新役員報告） 

１．新役員の報告 

２．会長挨拶 



綱    領  

1. われらの建築は人類の幸福のため最良の芸術たるべし 

1. われわれ建築士は社会の発展のため最新の指導者たるべし 

1. わが建築士会は会員の向上のため最善の団結たるべし 

令和２年度 物故会員

【富山支部】 安 達  和 也  荒 井  泰 晴  河 原  亨  

宮 内  敏  
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令和2年度 事 業 報 告 

会      勢 
1．会員数 

令和2年3月31日 令和2年4月1日 令和3年3月31日 令和3年4月1日 

正会員数 

一般 1,443名  1,396名(39) 1,369名  1,337名(36)

ﾌｧﾐﾘｰ       55名 53名 (0)       51名 52名 (0)

計 1,498名  1,449名(39) 1,420名  1,389名(36)

準会員数        6名 6名 (0)        6名 6名 (0)

賛助会員数      129社     128社      126社     126社 

年度間 入会20名 4/1付 入会 2名 年度間 入会12名 4/1付 入会 6名 

年度間 退会50名 3/31付 退会36名 年度間 退会41名 3/31付 退会25名 

  3/31資格喪失15名   3/31資格喪失12名 

※( )内は会員特典停止中 

2．代議員数（令和２年４月１日社員数） 

新川 

支部 

中新川 

支部 

富山 

支部 

婦負 

支部 

射水 

支部 

高岡 

支部 

氷見 

支部 

砺波 

支部 合計 

8名 3名 15名 4名 3名 7名 2名 8名 50名 

会    議 
1．総会 

日 時   令和2年5月30日(土) 

   会 場   富山電気ビル 

通常総会    午後3時～ 

議事  (1)令和元年度 事業報告と決算の承認 

(2)理事及び監事の選任 

2．役員会 

(1)理事会(ＷＥＢ併用) 

(2)監査会 

5/13･5/30･10/28･1/27･3/24 

4/28 

5回

1回

3．会議 

(1) 業務執行会議(ＷＥＢ併用) 

(2) 支部長会議 

4/8･5/7･7/1･9/2･10/14･11/25･1/19･3/3 

4/8 

8回

1回

令和2年度 事業報告と決算の承認 
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4．委員会・部会 

(1) 広報委員会 

(2) 歴史まちづくり部会 

(3) 青年委員会 

(4) 女性委員会 

(5) 交流委員会 

2回 

6回 

2回 

3回 

1回 

(6) 専攻建築士審査評議会 

(7) ＣＰＤプログラム評議会 

(8) 役員候補者推薦委員会 

(9) 選挙管理委員会 

(10)70周年記念事業検討委員会 

1回 

11回 

1回 

2回 

1回 

5．建築士会東海北陸ブロック会 

7月21日(火) 

9月18日(金) 

11月20日(金)～21日(土) 

2月19日(金) 

第1回会議 (福井市) 

第2回会議 (ＷＥＢ) 

第3回会議 (あわら市) 

第4回会議 (ＷＥＢ) 

6．建築士会連合会 

6月23日(火) 

11月21日(土) 

3月13日(土) 

令和2年度通常総会(東京) 

全国女性委員長(部会長)会議(ＷＥＢ) 

全国青年委員長会議(ＷＥＢ) 

7．建築士会東海・北陸ブロック会青年建築士協議会 

6月13日(土)  

11月21日(土) 

12月12日(土) 

12月19日(土) 

1月16日(土) 

2月 １日(月) 

2月20日(土) 

青年建築士協議会第1回定例会議(ＷＥＢ) 

青年建築士協議会第2回定例会議(ＷＥＢ) 

青年建築士協議会富山県研修事業(ＷＥＢ) 

青年建築士協議会臨時会議(ＷＥＢ) 

青年建築士協議会第3回定例会議(ＷＥＢ) 

青年建築士協議会臨時会議(ＷＥＢ) 

青年建築士協議会七尾大会(ＷＥＢ) 

8．建築士会東海・北陸ブロック会女性建築士協議会 

6月27日(土) 

2月27日(土) 

女性建築士協議会定例会議(前期会議)(ＷＥＢ) 

女性建築士協議会定例会議(後期石川会議)(ＷＥＢ) 
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事    業 
1．建築行政協力事業 

(1)  建築士試験受付(参考)  ※（ ）内は本会対面受付数 

二  級 木  造 一  級 

学 科 製 図 学 科 製 図 学 科 製 図 

R2受付数 248(0) 43(0) 1(0) 0(0) 254(0) 40(0) 

R1受付数 215(118) 37(3) 2(2) 0(0) 228(40) 46(1) 

(2) 試 験 

二  級 木  造 一  級 

学 科 製 図 学 科 製 図 学 科 製 図 

試 験 月 日 7月5日(日) 9月13日(日) 7月12日(日) 10月11日(日) 7月12日(日) 10月11日(日) 

R2受験者数 213 126 1 1 196 85 

R1受験者数 184 90 1 0 175 78 

試 験 会 場
富山大学 

工学部 

富山大学 

工学部

富山大学 

工学部 

富山大学 

工学部 

富山大学 

工学部 

富山大学 

工学部 

合格者 
R2 68名 1名 20名 

R1 42名 0名 27名 

(3) 違反建築物防止週間一斉公開パトロール協力 

  日 時   10月21日(水) 午前10時より 県下11市町で協力した。 

(4) 行政協定 

 (a)過年度締結 

№ 相手方 協定名称 協定締結日 備 考 

１ 氷見市長 まちづくり支援に関する協定書 Ｈ28.９.26  

２ 富山市長 
地震災害時における被災建築物の応急対策

活動の協力に関する協定書 
Ｈ29.３.30 

建築３会と協定（建築士会、 

事務所協会、JIA富山地域会） 

３ 砺波市長 〃 Ｈ31.３.26 〃 

４ 小矢部市長 〃 Ｒ元.11.18 〃 

５ 南砺市長 〃 Ｒ元.12.２ 〃 

６ 高岡市長 〃 Ｒ２.２.13 〃 

７ 魚津市長 〃 Ｒ２.２.19 〃 

 (b)当年度締結 

№ 相手方 協定名称 協定締結日 備 考 

１ 富山県知事 
地震災害時における被災建築物の応急対策

活動の協力に関する協定書 
Ｒ２.４.22 

建築３会と協定（建築士会、 

事務所協会、JIA富山地域会） 

２ 射水市長 〃 Ｒ３.３.22 〃 
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2．二級・木造建築士の登録・閲覧の事務等

(1) 免許申請・登録 

手続種別 
件数 

手続種別 
件数 

二級 木造 二級 木造 

新規登録 57 1 携帯免許変更 10 0 

事項変更 15 0 住所変更届 42 0 

再交付 6 0 登録抹消 4 0 

(2) 懲戒処分情報 

手続種別 
件数 

手続種別 
件数 

二級 木造 二級 木造 

取消 0 0 業務停止 0 0 

(3) 合格者・法定講習修了者データ取込 (4) 閲覧 

データの種類 
件数 

二級 木造 

管理建築士講習修了者 20 

定期講習修了者 495 3 

件数 

二級 木造 

閲覧者件数 1 0 

対象者件数 1 0 

3．一級建築士の登録等事務の受付等業務 

(1) 免許申請・登録受付 (2) 閲覧 

手続種別 件数 手続種別 件数 

新規登録 13 携帯免許変更 11 

事項変更 4 住所変更届 30 

再交付 1 登録抹消 0 

 件数 

閲覧者件数 1 

対象者件数 1 

4．構造・設備設計一級建築士の登録等事務の受付等業務

(1) 免許申請・登録受付 

手続種別 
件数 

構造 設備 

新規登録 1 1 

5．講習・研修・事業等 

(1) 定期講習 

回 開 催 日 会 場 受講者数 

第一期 ① 6月25日(木) 富山産業展示館(テクノホール) 中止

第二期 

② 7月30日(木) 砺波まなび交流館 40名

③ 8月20日(木) 富山産業展示館(テクノホール) 76名

④ 8月27日(木) 富山産業展示館(テクノホール) 61名

⑤ 9月24日(木) 新川文化ホール 25名

第三期 

⑥ 11月 ５日(木) 富山県高岡文化ホール 59名

⑦ 11月13日(金) 富山産業展示館(テクノホール) 60名

⑧ 12月 ８日(火) 富山産業展示館(テクノホール) 60名

⑨ 12月15日(火) 富山産業展示館(テクノホール) 63名

第四期
⑩ 令和3年3月18日(木) 富山産業展示館(テクノホール) 63名

⑪ 令和3年3月30日(火) サンシップとやま 81名

   合計 588名
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(2) 監理技術者講習 

回 開 催 日 会 場 受講者数 

① 4月15日(水) 自宅学習方式 6名

② 5月27日(水) 自宅学習方式 1名

③ 9月 ９日(水） 富山県建築設計会館 6名

④ 11月18日(水) 富山県建築設計会館 11名

⑤ 令和3年1月14日(木) 富山県建築設計会館 中止

⑥ 令和3年2月25日(木) 富山県建築設計会館 11名

⑦ 令和3年3月25日(木) 富山県建築設計会館 5名

   合計 40名

(3) 既存住宅状況調査技術者講習 

開 催 日 会 場 受講者数 

新規 12月 ２日(水) 富山県建築設計会館 15名

更新 
8月21日(金) 富山県教育文化会館 46名

9月 ３日(木) 富山県教育文化会館 29名

  合計 90名

(4) 応急危険度判定講習会 

 日 時 

会 場 

9月29日(火) 午後1時30分より 

富山県民会館304号室 受講者 79名

(5) 建築文化講演会 

日 時 

会 場 

講 師 

演 題 

10月19日(月)  午後2時より 

富山県教育文化会館 

岸 和郎 氏 

「近作について」 参加者 56名

(6) 応急危険度現場研修会 

 日 時 

会 場 

12月３日(木)  午後1時30分より 

講義：小矢部市民交流プラザ 

現場研修：小矢部市総合会館 受講者 21名

(7) 新春講演会(知事講演) 

日 時 

会 場 

講 師 

演 題 

令和3年2月20日(土)  午後5時より 

富山県民会館大ホール 

新田 八朗 氏 

「これからの富山県について」 参加者 232名

(8) 建築士免許交付式・講演会 

 日 時 

会 場 

令和3年3月9日(火)   

サンシップとやま 

＜交付式＞ 午前9時30分より 新建築士 43名

＜講演会＞ 午前10時30分より 

 講 師 

演 題 

齋田 武亨 氏

「風景を翻訳しデザインする」 参加者 68名
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(9) 委員会事業 

【広報委員会事業】 

通年 

5月30日(土) 

毎月 

通年 

会運営の企画・運営 

総会の運営 

ホットライン 企画情報とやま(284～295号、新年特別号)  

計12回発行 

ホームページ 随時更新、支部メール・支部ブログ管理、会員用ダウン

ロードサイト設定 

【研修委員会事業】 

通年 

通年 

10月19日(月) 

令和3年3月9日(火) 

専攻建築士制度の運営、啓蒙 

CPD(継続能力開発)の啓蒙、評議会運営 

建築文化講演会 

建築士免許交付式・講演会 

【まちづくり委員会事業】 

[街中まちづくり部会事業]  

 4月～10月 

10月～令和3年2月 

うるおい環境とやま賞募集・パネル展示・審査資料 

うるおい環境とやま賞パンフレット作成等 

[防災まちづくり部会事業]  

 11月13日(金) ～ 

16日(月) 

次年度復興状況視察下見調査(宮城県) 

[歴史まちづくり部会事業]  

 7月21日(火) 

10月31日(土) ～ 

11月14日(土) 

12月～令和3年3月 

歴史的建造物委員会(サンシップとやま) 

ヘリテージマネージャー養成講座補講計3回(富山県民会館他県内各地) 

くれは山荘構造調査 

【青年委員会事業】 

8月29日(土) 一級建築士製図試験課題の参考事例見学会(ＷＥＢ) 

【女性委員会事業】 

10月 女性委員会たより発行(43号) 

6．ＣＰＤ(継続能力開発)研修プログラム認定 

主管 申請数 認定数 

本会・委員会 14 14 

ブロック・支部 8 8 

他団体 16 16 

個人 0 0 

計 38 38 

7. 高校生の建築甲子園（第11回） 

富山県大会・全国大会ともに新型コロナウィルス感染症拡大のため中止 
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8．受託事業 

(1) 住宅瑕疵担保保険制度等に係る事務業務 

 (a)まもりすまい保険 

受託先 住宅保証機構株式会社 

受付件数 一般：富山(本部)0 高岡0 魚津0 砺波0 特定団体：0   0計0件 

 (b)すまい給付金 

受託先 住宅保証機構株式会社 受付件数：43件 

(2) 建築技術育成業務 

受託先 富山県 受託額 286,000円 

(3) 被災建築物応急危険度判定講習等業務 

受託先 富山県 受託額 935,000円 

(4)「うるおい環境とやま賞」候補案件募集等業務 

受託先 富山県 受託額 990,000円 

(5) 特定空家等の認定に係る調査業務 

受託先 

黒部市  (3件) 受託額 166,100円 

富山市  (9件) 受託額 469,700円 

南砺市 （9件） 受託額 524,700円 

 受託額合計 1,160,500円 

(6) 富山県建築文化賞協議会事務局事業 

受託先 富山県建築文化賞協議会 受託額 400,000円 

(7) 住宅市場整備推進等事業

受託先 国土交通省 受託額 1,254,000円 

(8) くれは山荘構造調査業務

受託先 金沢工業大学 受託額 
(構造調査)272,250円 

(地盤調査)281,050円 

9．第63回建築士会全国大会(広島)  

日 時 

会 場 

11月14日(土) 

広島グリーンアリーナ 

・日本建築士会連合会会長表彰者 

・日本建築士会連合会会長表彰者 

・日本建築士会連合会会長表彰者 

・日本建築士会連合会伝統的技能者表彰者 

来年度へ順延 

杉本 隆一 氏 

高道 一栄 氏 

中谷 元秋 氏 

山田 隆一 氏 
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令和２年度　支部事業報告（ブロック・支部合同事業は主管支部に纏めて記載）

新川支部 中新川支部
事業番号 1 2 3 4 事業番号 1 2 3

事業名称 入善商工フェア
視察研修

　(魚津地区担当)
地域貢献事業

　　（魚津地区担当）
建築パトロール協力 事業名称 建築パトロール協力 防災ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 会員拡大事業

事業コード 1384 1284 1384 1383 事業コード 1383 1385 1386

 ①テーマ
 ②事業の形
 ③講師の職氏名等

①入善商工フェアー参加

②住宅相談・木造住宅
耐震改修相談

③支部会員 ４名

①建材関連企業訪問に
よる研修歴史的建造物
や注目される建築物の
見学

 ②施設見学･研修

③

①域内の工作物等危険
度調査

②支部会員による巡回
点検調査

③

①違反建築防止週間に
おける県の公開建築パト
ロールへの協力
②工事現場の違反状況
調査
③支部会員２名

 ①テーマ
 ②事業の形
 ③講師の職氏名等

①工事現場の違反状況
調査

②行政協力

③支部会員

①防災まちづくり

②応急危険度判定士の
緊急連絡訓練

③

①支部会員の状況把
握・新規会員の勧誘

②会員拡大に向けての
ネットワークの再構築
（連絡網の整備）

③支部役員等

実施日 10月3日 11月16･17日 10月24日 10月21日 実施日 10月21日 9月25日 11月16日

参加費
　会員　　　円
会員外　　　円

  会員10,000円
会員外12,000円

　会員　　　円
会員外　　　円

　会員　　　円
会員外　　　円

参加費
　会員　　　円
会員外　　　円

　会員　　　円
会員外　　　円

  会員　　　円
会員外　　　円

参加状況
会員　　 7人
会員外　 人

会員　　　9人
会員外　　7人

会員　　　5人
会員外　　　人

会員　　　２人
会員外　　　人

参加状況
会員　　 　1人
会員外　　　人

会員　　　 1人
会員外　　　人

会員　　　74人
会員外　　　人

場所(会場・施設名称)
入善まちなか交流施設
うるおい館

金沢建築会館･西田家庭
園･能美ﾐｭｰｼﾞｱﾑ

入善町･魚津市 場所(会場・施設名称) 中新川各所 中新川支部内 支部事務局

富山支部 婦負支部

事業番号 1 2 3 4 事業番号 1

事業名称 住宅講座 県内建築見学会 地域防災支援 建築パトロール協力 事業名称 支部役員会のみ(３回）

事業コード 1282 1284 1385 1383 事業コード

 ①テーマ
 ②事業の形
 ③講師の職氏名等

①

②見学会

③建築士会会長：近江
吉郎

①

②見学会

③

①家具の転倒防止対策
等の実施
②実践活動

③障害者(児)を守る富
山市連絡会と協力

①富山市内建築中工事
現場の違反状況調査
②行政協力

③市職員に同伴
　(富山消防より1名)

 ①テーマ
 ②事業の形
 ③講師の職氏名等

実施日 10月17日､24日 10月24日 3月3日 10月21日 実施日

参加費
　会員1,000円
会員外2,000円

　会員　　　0円
会員外　　　0円

　会員　　　円
会員外　　　円

　会員　　　円
会員外　　　円

参加費

参加状況
会員　　30人
会員外　　0人

会員　　21人
会員外　　0人

会員　　　3人
会員外　　0人

会員　　　 1人
会員外　　　人

参加状況

場所(会場・施設名称) 近江家 富山県立大学中央棟 富山市内 富山市内 場所(会場・施設名称)

-
9
-



射水支部 高岡支部
事業番号 1 2 事業番号 1 2

事業名称 研修会 建築パトロール協力 事業名称 技術講習会
インテリア

デザインセミナー

事業コード 1282 1383 事業コード 1281 1282

 ①テーマ
 ②事業の形
 ③講師の職氏名等

①射水市新斎場見学会

②研修・見学会

③射水市市役所　西村
隆

①建築パトロール

②パトロール随行

③１名

 ①テーマ
 ②事業の形
 ③講師の職氏名等

①板金施工技術

②講習会

③板金施工者

①インテリア・デザイン

②講演会

③桑原淳司

実施日 1月23日 10月21日 実施日 2月　20日 3月　5日

参加費
  会員　　0円
会員外　  0円

　会員　　　円
会員外　　　円

参加費
　会員　円
会員外1,000円

　会員　　円
会員外1,000円

参加状況
会員　　21人
会員外　  2人

会員　　　１人
会員外　　5人

参加状況
会員　25人
会員外　1人

会員　26人
会員外 24人

場所(会場・施設名称) 射水市新斎場 射水市 場所(会場・施設名称) ウイングウイング高岡 ウイング・ウイング高岡

氷見支部 砺波支部
事業番号 1 事業番号 1 2

事業名称 建築パトロール協力 事業名称 活動報告会 建築パトロール協力

事業コード 1383 事業コード 1386 1383

 ①テーマ
 ②事業の形
 ③講師の職氏名等

①行政協力

②パトロール随行

③川合　光行

 ①テーマ
 ②事業の形
 ③講師の職氏名等

資料送付 ①富山県一斉公開建築パ
トロールとして支部所管３
市にて実施。

②現地確認

実施日 10月21日 実施日 10月21日

参加費
　会員　　　円
会員外　　　円

参加費
　会員　　　円
会員外　　　円

参加状況
会員　　　１人
会員外　　　人

参加状況
会員　　　３人
会員外　　　人

場所(会場・施設名称) 市内 場所(会場・施設名称) 砺波市、小矢部市、南砺市

-
1
0
-
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公益社団法人  富山県建築士会
（様式１－３）

（単位：円）

Ⅰ　資産の部
  １．流動資産
          現金及び預金 7,718,933 1,312,792 12,851,090 0 21,882,815
          未収金 1,667,882 0 0 0 1,667,882
          公益・収益勘定 822,362 0 0 △ 822,362 0
          公益・法人勘定 0 0 17,269,557 △ 17,269,557 0
          収益・法人勘定 0 0 5,448,910 △ 5,448,910 0
          前払費用 0 0 357,240 0 357,240
          立替金 83,290 0 0 0 83,290
        流動資産合計 10,292,467 1,312,792 35,926,797 △ 23,540,829 23,991,227
  ２．固定資産
    (1) 基本財産
          預金 0 0 27,000,000 0 27,000,000
        基本財産合計 0 0 27,000,000 0 27,000,000
    (2) 特定資産
          退職給付引当資産 0 0 7,913,907 0 7,913,907
        特定資産合計 0 0 7,913,907 0 7,913,907
    (3) その他固定資産
          什器備品 0 0 161,460 0 161,460
          ソフトウェア 0 0 1,150,920 0 1,150,920
          敷金 0 0 765,450 0 765,450
        その他の固定資産合計 0 0 2,077,830 0 2,077,830
        固定資産合計 0 0 36,991,737 0 36,991,737
        資産合計 10,292,467 1,312,792 72,918,534 △ 23,540,829 60,982,964

Ⅱ　負債の部
  １．流動負債
          未払金 0 0 150,000 0 150,000
          預り金 0 0 245,608 0 245,608
          公益・収益勘定 0 822,362 0 △ 822,362 0
          公益・法人勘定 17,269,557 0 0 △ 17,269,557 0
          収益・法人勘定 0 5,448,910 0 △ 5,448,910 0
        流動負債合計 17,269,557 6,271,272 395,608 △ 23,540,829 395,608
  ２．固定負債
          退職給付引当金 0 0 7,913,907 0 7,913,907
        固定負債合計 0 0 7,913,907 0 7,913,907
        負債合計 17,269,557 6,271,272 8,309,515 △ 23,540,829 8,309,515

Ⅲ　正味財産の部

貸 借 対 照 表 内 訳 表
2021 年 3 月 31 日　現在

科　　　　　　　　目 公益 収益 法人会計 内部取引等消去 合計

-
1
2
-



公益社団法人  富山県建築士会

（単位：円）

  ２．指定正味財産
      指定正味財産合計 0 0 0 0 0
  ３．一般正味財産
      一般正味財産合計 △ 6,977,090 △ 4,958,480 64,609,019 0 52,673,449
      正味財産合計 △ 6,977,090 △ 4,958,480 64,609,019 0 52,673,449
      負債及び正味財産合計 10,292,467 1,312,792 72,918,534 △ 23,540,829 60,982,964

合計科　　　　　　　　目 公益 収益 法人会計 内部取引等消去

-
1
3
-
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1. 重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
器具備品･････定額法によっている。

無形固定資産
ソフトウェア･････定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準
退職給付引当金

(3) リ－ス取引の処理方法

(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産
預金 27,000,000 27,000,000

小計 27,000,000 0 0 27,000,000
特定資産

退職給付引当資産 7,313,176 600,731 7,913,907
小計 7,313,176 600,731 0 7,913,907

合計 34,313,176 600,731 0 34,913,907

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

当期末残高
(うち指定正味財産
からの充当額)

(うち一般正味財産
からの充当額)

(うち負債に対応する
額)

基本財産
預金 27,000,000 (27,000,000)
小計 27,000,000 （　　 　－） (27,000,000) （　　 　－）

特定資産
退職給付引当資産 7,913,907 － － (7,913,907)

小計 7,913,907 0 0 (7,913,907)
合計 34,913,907 － (27,000,000) (7,913,907)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)
取得価額 減価償却累計額 当期末残高

器具備品 421,200 259,740 161,460
ソフトウェア 3,002,400 1,851,480 1,150,920
合計 3,423,600 2,111,220 1,312,380

1. .基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については財務諸表に対する注記２に記載されている。

2. 引当金の明細 (単位：円)
期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
7,313,176 600,731 0 7,913,907
7,313,176 600,672 0 7,913,907

附属明細書

科　　　　目
退職給付引当金
合計

科　　　　目

科　　　　目

科　　　　目

財務諸表に対する注記

自　令和　2年4月  1日
至　令和　3年3月31日

役員及び職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき計上している。

リ－ス物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リ－ス
取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
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（単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額

Ⅰ資産の部

1.流動資産

現金 手元保管 運転資金として 345,786

普通預金 北陸銀行 中野出張所　公益 2,747,370

北陸銀行 中野出張所　収益 1,155,045

北陸銀行 中野出張所　法人 3,424,514

富山第一銀行 本店営業部 531,271

北陸銀行 中野出張所　会費口 131,824

ゆうちょ銀行 6,106,346

北陸銀行 県庁内支店　木体協 0

北陸銀行 橋北出張所　新川 171,929

北陸銀行 橋北出張所　中新川 14,536

北陸銀行 橋北出張所　上新川 0

北陸銀行 橋北出張所　富山 380,103

北陸銀行 橋北出張所　婦負 157,228

北陸銀行 橋北出張所　射水 32,539

北陸銀行 橋北出張所　高岡 212,229

北陸銀行 橋北出張所　氷見 23,209

北陸銀行 橋北出張所　砺波 192,920

みずほ銀行 富山支店 627,748

振替口座 ゆうちょ銀行　士会費 1,964,360

ゆうちょ銀行　CPD会費 1,008,953

ゆうちょ銀行　二級木造 2,654,905

（現金･預金計） 21,882,815

未収金 富山市 富山市空家等実態調査業務委託費 469,700

日本建築士会連合会 定期講習　第四期精算金 798,182

富山県建築文化賞協議会 事務委託費 400,000

（未収金計） 1,667,882

前払費用 富山県建築設計監理協同組合 事務所賃借料 240,240

池田 駐車料金 117,000

（前払費用計） 357,240

立替金 日本建築士会連合会 定期講習　第四期会場費 83,290

（立替金計） 83,290

流動資産合計 23,991,227

2.固定資産

基本財産

普通預金 みずほ銀行 富山支店 法人の会勢維持 7,258,957

定期預金 北陸銀行 中野出張所 法人の会勢維持 8,932,277

富山第一銀行 本店営業部 法人の会勢維持 10,808,766

（基本財産計） 27,000,000

特定資産

退職給与積立金 北陸銀行 職員の退職金支払いの財源としての積立 7,913,907

（特定資産計） 7,913,907

その他の固定資産

敷金 事務局事務所の賃貸ため 765,450

什器備品 システム用サーバ 会員管理用 161,460

ソフトウェア 会員管理システム 会員管理用 1,150,920

（その他の固定資産計） 2,077,830

固定資産合計 36,991,737

資産合計 60,982,964

財　　産　　目　　録
2021年3月31日現在
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貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額

Ⅱ負債の部

1.流動負債

未払金 消費税未納額 150,000

（未払金計） 150,000

預り金 役職員 源泉所得税　 56,050

役職員 雇用保険料 27,642

役職員 社会保険料等 149,916

士会会費 翌事業年度の会費 12,000

（預り金計） 245,608

流動負債合計 395,608

2.固定負債

退職給付引当金 職員に対する退職金支払いに備えたもの 7,913,907

固定負債合計 7,913,907

負債合計 8,309,515

正味財産 52,673,449
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第２号議案    

理事補選について 

提 案 理 由   専務理事の退任に伴う補選 

退任する理事  森田 直樹 

補選する理事  浦  雄嗣 

理事の任期     令和４年度の定時総会まで（定款第 25 条第 3 項）
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報告事項①  

  令和３年度活動指針及び事業計画の報告

令和２年度・令和３年度 役員名簿 

  (第39回理事会決定：令和２年５月30日）

顧 問  江幡 光博 ○ 本江  誠 ○ 沖村  実 

竹内  茂  ○ 根塚 三起生 藤井  均 

相 談 役 稲葉  実 押田 洋治  中野 健司 

代 表 理 事
会 長

  近江 吉郎   

業務執行理事
副 会 長

  金山 泰夫  西野 晴仁  

業務執行理事
専 務 理 事

森田 直樹 

(今回退任) 

業務執行理事
常 務 理 事

  南保 史朗  根塚三起生  山口 孝芳 

   中谷 元秋   

理 事   松井 哲雄(新)  松平 輝之(新）  山田 忠信(新） 

  杉本 隆一(中) 山下 重利(富)  飯野美代子(富) 

  稲垣由希子(富) 鈴木 保二(富) 富樫 吉規(富) 

   中村  満(婦)  松本 吉晴(射) 林  芳宏(高) 

   藤井  均(高) 向山 武俊(氷) 白井 宏嗣(砺) 

   木村 吉秀(砺)  長島   修(砺)  

   山﨑 寛生(青年委員会)  大門 益子 (女性委員会) 

  篠原 靖幸(建設業協会） 松原 恭二 (建築組合連合会）

監 事  小見美由紀(富） 藤井 一彦(砺) 

（○印は新任）
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令和３・４年度 代議員名簿 

新 川 支 部
（８名） 

飯田 憲司 伊田 直樹 大川 信和 金谷 勝彦 

清森  満 松原  誠 柳田 泉章 吉野 博行 

中新川支部
（ ２ 名 ）

川上 邦夫 高木 忠彦   

富 山 支 部
（１５名） 

姉崎 聖子 池田 通則 石坂 昌夫 稲垣 英優 

    岡崎 光晴 越場  厚 小見 直輝 小山 浩二 

    中本  尚 福村 仁志 藤田 秀樹 前田 哲宏 

    宮下  剛 室谷 外幸 吉本 章子  

婦 負 支 部
（３名） 

岩瀧  卓  松本 剛志 吉本 雅己  

射 水 支 部
（３名） 

酒井 洋和 槙  一憲 村田 昌俊  

高 岡 支 部
（７名） 

高畑  純 中井 美幸 中野 真成 巻渕  忍 

  村上 考之 山中 路代 和田 行弘  

氷 見 支 部
（１名） 

笠島 一之    

砺 波 支 部
（７名） 

蟹谷  哲 可部谷利昭 佐々木利幸 諏訪  淳 

    南部  稔 盛田 幹雄 米田 正明  

計 ４６名 
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令和３年度 支部長名簿
支部名 支部長 支部名 支部長 

新 川  松平 輝之 中新川 杉本 隆一 

婦 負  中村  満 富 山 鈴木 保二 

高 岡 林  芳宏 射 水      松本 吉晴 

砺 波  長島  修 氷 見      向山 武俊 

令和３年度委員会委員名簿
◆事業委員会               

□広報委員会 

(正)稲垣由希子(富) (副) 武田 和正(中) (副) 福村 仁志(富)  

 委      員 

山下 重利(富) 小見美由紀(富) 中根慶治郎(富) 井上  理(婦) 

巻渕 忍（高）    

□研修委員会 

(正) 川合 光行(氷) (副) 阪口  憲一(富) (副) 伏木里英子(砺)   (副) 可部谷利昭(砺) 

委      員 

大川 信和(新) 小坂 幸博(新) 小泉 美江子(富) 金盛 文孝(婦) 

水野 行偉(射) 樋口 昌弘（高） 巻渕 忍(高) 土倉 範行(砺) 

情報化推進部会 

 部会長：巻渕 忍(高) 

(副) 青野 茂和(高) 

酒井武志(中) 

小林弘二(氷)
前田哲宏(富)      小澤高夫(婦)
塩谷和広(砺) 

□まちづくり委員会 

(正)  西野 晴仁(富) 
(副) 今村 彰宏(富) 

(副) 徳田 義弘(高) 

(副) 中本  尚(富)   (副) 根塚三起生(富) 

(副) 加藤 明博(砺)   (副) 池田 通則(富) 

委      員 

街中まちづくり部会 

部会長：徳田 義弘(高）

(副)  山中 路代(高) (副) 中井 美幸(高)  

酒井 武志(中)  荒井好一郎(富) 中本  尚(富) 

内山 昭一(富)   片境 清久(射) 川合 光行(氷) 

防災まちづくり部会 

部会長：根塚三起生(富) 

(副) 鈴木 保二(富) (副)  富樫 吉規 (富)  

杉本 隆一(中) 山下 重利(富)  中村  満(婦) 

歴史まちづくり部会 

部会長：今村 彰宏(富) 

(副)  飯野 美代子(富) (副) 金山 泰夫(富) (副) 中野 健司(高) 

池田 通則(富)  岩脇 崇(射) 小森  忠(新) 

高原 昌弥(射) 林 芳宏(高)  

ヘリテージネットワークと

やま 

代表：池田 通則(富) 

(副)田嶋 由美子(新) (副)林 芳宏(高) (副)吉田 芳人(富) 

稲垣 由希子(富) 澤井 修治(富) 飯野 美代子(富) 

柳澤 寧季（新） 若松  聡(高) 秋山 豊彦(高) 

木のまちづくり部会 

部会長：加藤 明博(砺) 

(副) 安田 信夫(婦) (副) 長島  修(砺)  

山下 輝雄(新) 池田 通則(富) 柴田 裕弘(高) 

藤井 一彦(砺)   
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◆技術向上･交流委員会 

□青年委員会 

(正)  青野 茂和(高) (副)  岩瀧  卓(婦)  (副) 塩谷 和広(砺)   

委   員 

伊田 直樹(新) 岡  大輔(新) 姉﨑 聖子(富) 奥井 良樹(富) 

岡崎 光晴(富) 徳舛 一博(富) 前田 哲宏(富) 室谷 外幸(富) 

小澤 高夫(婦) 中野 真成(高) 小林 弘二(氷) 長島  修(砺) 

平井 拓磨(婦) 伏間崇太郎(富) 山﨑 寛生(新)  

□女性委員会 

(正) 大門 益子(砺) (副) 上野美祐紀(砺) (副)  富樫久美子(富)    

委      員 

池本 真里(富) 鵜野 田鶴子(砺) 稲田 真理(射) 林  千晶(高) 

吉野 由美(高) 

□交流委員会 

(正) 水葉 幸治（富） (副) 上梅澤保博(新)   (副) 斉藤 弘志(砺) 

委      員 

大倉 将史(新) 當田 健二(中) 越場  厚（富） 山本 幹史(富) 

吉本 雅己(婦) 片境 清久（射） 今城真由美(高)  

◆その他の委員会 

□ＣＰＤプログラム評議会（専攻建築士審査評議会を兼ねる）  

(正)  長島  修(砺) (外部) 福井 真澄(教)   

東 
石原 浩一(新)  山本  裕(新) 富樫久美子(富) 岡崎 光晴(富) 

木村 正人(富) 根塚三起生(富)   

西 
西村  隆(射) 林 千晶(高) 明元 茂喜(高) 本多 一文(氷) 

諏訪   淳(砺)     

□選挙管理委員会 

(正)  金山 泰夫(富)    

委      員 

 松平 輝之(新) 鈴木 保二(富)  松本 吉晴(射)  長島  修(砺) 

□70周年記念事業検討委員会 

(正) 金山 泰夫(富) (副) 山口 孝芳(高)  

委      員 

 岩瀧 卓(婦) 稲垣由希子(富) 大門 益子(砺) 土倉 範行(砺) 

川合 光行(氷) 

□財務状況検討委員会 

(正) 山口 孝芳(高) (副) 稲垣 英優（富） (副) 江本 優（婦） 

委      員 

石山 敏雄(新ブ) 鈴木 保二(富ブ) 林 芳宏(高ブ) 水木  功(砺ブ) 

小林 弘二(青） 大門 益子(女) 中村  満(婦)  
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公益社団法人富山県建築士会組織図(令和3年度～）

業務執行会議

＜常設委員会＞

広報委員会

ヘリテージネットワークとやま

青年委員会

女性委員会

交流委員会

＜支　部＞
新川支部

中新川支部

富山支部

婦負支部

射水支部

高岡支部

氷見支部

砺波支部

＜個別規程の委員会＞

ＣＰＤプログラム評議会（専攻建築士審査評議会）

建築甲子園富山県大会審査委員会

木のまちづくり部会
歴史まちづくり部会

総　会
（代議員会）

会　長 理事会

街中まちづくり部会
防災まちづくり部会

常務理事

副会長

事　務　局

監　事
まちづくり委員会

専務理事

研修委員会 情報化推進部会

財務状況検討
委員会

歴史的建造物
委員会

選挙管理委員会

顧問･相談役会議

７０周年記念事業
検討委員会
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令和 3年度活動指針

 昨年度は、中国に端を発した新コロナウイルスの問題が、全てを変えてしまった感がある。本会の定

時総会の人数制限や懇親会の中止、広島での全国大会の延期や毎年常勝組として頑張っていた高校生に

よる建築甲子園の中止等、今まで経験したことのない想定外の連続であった。三密を避けるよう国や県

の指導の下、活動もままならない状態がいまだに続く。世界的なパンデミックに陥り、経済の停滞も今

後徐々に我々の身近な問題として押し寄せて来るのは間違いのない事実であろう。世界中が混乱してい

るなか、日本の IT化の遅れが鮮明になったのが教育現場であった。中国や韓国などいち早くリモート授

業を始めたのに対し、日本の授業は数パーセントしかできていない状況であった。電子マネーの普及率

の差は少なからず知っていたが、ここまでの差があることはショックであった。 

当会の改革線上にある経費削減策としての、ペーパレス化やリモート会議が、皮肉にも促進される結

果となったのは歓迎すべきである。こんな中、DX（デジタル化による改革）なる言葉が多く発せられ、

IT の進化に伴い新たなサービスやビジネスモデルを展開することで、コストを削減し働き方改革や社会

そのものの改革に繋がって行くことは間違いない事であろう。そこで当会としてもこの流れに後れを取

らないよう、会員個人の資質向上を第一に掲げ研修を積極的に取り入れて行きたいと思う。「建築士会に

入ればいろいろな IT 手法が学べるゾ」的な状況になれば、建築士会のメリットとして全面的にアピール

でき、会員増強に繋がると思う。 

また、今後の活動の一環として注目しているのは、地域に有る文化財的な重要な建築物の保存利活用

だ。これは昨年、歴史まちづくり部会のヘリテージマネジャーが中心となり、県や所在地の市との連携

で進めている。身近にある建物で重要と思われるものがあったら、積極的に保存利活用を提案して頂き

たい。地域の街づくりにも直結し専門家である会員の皆さんの地域貢献にも繋がり、信頼関係を築く第

一歩となる。 

会員減少が止まらないなか、昨年 3 月から施行になった、建築士の実務経験が登録要件となった対応

も今後明確になってくる。試験に合格すれば後は実務経験さえ積めば建築士として登録できるので、そ

の実務を積む期間にしっかり情報を共有して、入会して頂く流れを作ることが重要である。 

行政との防災協定は現在 7 市と県と締結しているが、今後さらに進むと思う。目的は協定を結ぶこと

では無い。いざとなったときの実効性ある組織造りが急務である。 

これらの課題に対応するため、令和 3年度は以下の事項に重点を置いて活動するものとする。 

重点事項 

１．7月 1日「建築士の日」に合わせ、建築三会連携し「防災フォーラム」を実施し、建築士の役割

を知って頂く機会を作る。 

２．デジタル化による変革の時代に後れを取らないよう、研修を積み会員の資質向上を図る。 

３．各支部の身近でもある「街づくり活動」を支援する。 

４．建築三会連携により、行政との防災協定を実効性ある組織に強化する。 

令和３年３月２４日 

              公益社団法人富山県建築士会会長  近江 吉郎

-30-



令和３年度事業計画 

本会所管       

区分 事業名称 事業概要 ※ 

A 

公 
1.建築士試験の実施 

一級建築士の受験申込み＆試験の実施補助 受 

二級・木造建築士の受験申込み＆試験の実施補助 受 

益 

事 
2.建築士の登録管理 

一級建築士の登録申請・変更事項等届出受理進達・名簿閲覧 受 

二級／木造建築士の登録・変更届等処理・名簿閲覧事務  

業 3.専攻建築士の資格付与 建築士会専攻建築士制度の維持管理  

（4.継続能力開発制度運営 
建築士会CPD制度の維持・管理 

CPD講習会の認定、受講者単位付与・管理 

地 5.定期講習会 事務所所属建築士の３年ごとの法定講習会 受 

域 6.監理技術者講習会 建築現場監理技術者の５年ごとの法定講習会 受 

社 7,既存住宅状況調査技術者講習 既存住宅の状況を調査する３年ごとの法定講習会 受

会 8.法令改正等講習事業 法改正等に併せて開催  

の 9.応急危険度判定講習等業務 被災建築物応急危険度判定講習/現場研修会業務 受 

健 10.木造住宅省エネ化推進事業 木造住宅の省エネ化を推進するため建築技術者の講習会等を実施 受 

全 11.建築文化講演会 建築士の資質向上を目的とする見学会・講習会・講演会 受 

な 12.建築士免許伝達・交付式(合同) 建築士免許（１級・２級・木造）伝達・交付式及び記念講演会 受 

発 13.建築士の日の記念事業 建築士の職能を一般に啓発（青年委員会の事業として実施）  

展 14.建築甲子園 工業高校建築科の生徒を対象とした設計コンペ  

）15.うるおい環境とやま賞広報等 県実施のうるおい環境とやま賞の募集協力等景観行政への支援 受 

 16.建築パトロール 建築行政への支援  

 17.富山県建築文化賞協議会支援 建築文化賞協議会負担金・事務局事業、中部建築賞協議会への参加  

 18.すまいとまちづくり支援 とやま住まいとまちづくり推進懇話会の解散に伴う事務整理  

 19.とやま住まい情報ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 ５団体の受託相談所。負担金＆相談員派遣  

 20.事前復興体制整備事業 災害時の支援体制、復興体制の整備、かぐてんぼう隊の拡充  

 21.行政庁等からの受託事業 公益目的に沿う事業を受託する。新規受託事業の提案 受 

 22.情報発信 富山建築士・ホットラインによる外部への情報伝達   

 23.HPの管理運営 対外的情報発信  

B 1.まもりすまい保険業務 住宅瑕疵担保保険の受付・送達 受 

共 2.すまい給付金 すまい給付金申請書の受付、送達 受 

益 3.グリーン住宅ポイント 一定の省エネ性能を満たす住宅ポイントの受付 受 

 事 4.広告登載事業 富山建築士・ホットライン等の出版物への広告登載  

業 5.他団体のチラシ等の配布 会誌封筒への他団体の講習会案内などのチラシ封入サービス    

 6.書籍販売・斡旋 建築関係法令集等の販売斡旋  

7.福利厚生事業 
慶弔事業 受賞者への祝い金・死亡会員に電報  

 損保・生保の加入斡旋、各種会員割引制度割引購入制度の維持  

 8.会員表彰・顕彰 勲章・褒賞・大臣・知事表彰、連合会表彰の推薦の実施  

 9.新年交流会 会員及び建築関係団体共同の新年交流会事務局事務及び会員参加  

C 1.会員管理 入退会・会費徴収  

法 2.総会・役員会運営 総会・理事会・業務執行会議・顧問相談役会等の運営  

人 3.委員会運営(70周年記念事業含む) 事業､技術向上･交流、その他の委員会の連絡調整、70周年事業準備  

事 4.支部事業支援 支部事業等への支援・連絡調整  

業 5.会員及び賛助会員の拡大 会員及び賛助会員を拡大するよう会員一同積極的に取組む  

 6.広告 会の対外広報（業界新聞等への登載）  

 7.連合会事業・連合会会誌配布等 全国大会・連合会会議・委員会等への参加・会誌「建築士」配布  

 8.東海北陸ブロック会議 東海北陸ブロックの各建築士会との連絡調整、事業の共同  

 9.事務局運営 事務局体制の整備・維持・会員管理ソフトの維持管理  

 10.団体役員賠償責任保険 建築士会の役員のための保険加入の検討  
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事業委員会事業

■ 広報委員会

区分 項目 事業名称 内容 ※ 

公益 広報 富山建築士発行  第66号の企画編集・対外配布 本 

  企画情報紙編集発行 ホットライン等の毎月発行・対外配布 本 

  Ｗｅｂ環境整備 本会ホームページ維持・改良検討 本 

   SNS等の活用に関する情報発信の方法の検討 本 

■ 研修委員会

区分 項目 事業名称 内容 ※

公益 技術研鑽 建築文化講演会 建築士の職能向上と一般の方への啓蒙及び交流を目的と

した講演会 

受

本

  一級・二級・木造建築士免

許交付式  

新一級・二級・木造建築士への免許伝達・交付、及び記

念講演  

受

本

  建築士会技術研修 建築士の職能向上の研修会の企画  

  法令等講習会 建築基準法や消防法の改正点など確認申請上の留意点な

どを中心にした具体的な勉強会の企画 

情報化推進勉強会 建築士のWEB活用等情報化推進ための勉強会の開催 

 ＣＰＤ（継続能力 CPDプログラム検討活動 CPD制度の普及、CPDプログラムの充実化  

 開発）の推進 専攻建築士広報活動 社会に対する広報、専攻建築士制度の説明 

専攻未取得の建築士の取得意欲の喚起

■ まちづくり委員会

区分 項目 事業名称 内容  

公益 街中まちづくり

部会 

住宅相談派遣事業 高齢者の増大に対応する地域のニーズに応え、「健康と

長寿の祭典住宅相談所」等に相談員を派遣する地域貢献

活動を実施していく。 

うるおい景観賞募集事業 県の委託事業である「うるおい環境とやま賞」のＰＲ活

動及び審査資料の作成及び審査動向・撮影・パンフレッ

トの作成及び県の「景観広告とやま賞」の支援。 

受

 歴史まちづくり

部会 

ヘリテージネッ

トワークとやま 

近代建築見学会 近代建築について見学し、歴史的建物の理解を深めるこ

とにより建築文化振興に資する。 

歴史的まちなみ見学会 歴史的まちなみや歴史的建物を見学し、理解を深めるこ

とにより、建築文化振興に資する。 

建築士会ヘリテージネッ

トワークとやま運営

ヘリテージマネージャー（ＨＭ）を始め、歴史的建造物

やまちなみに関心のある人々を繋ぎ・活動するために、

「ヘリテージネットワークとやま」を運営する。

ＨＭネットワーク協議

会・ＨＭ大会参加事業 

ＨＭの役割・活動について研修を行い、全国のＨＭとの

情報交換・交流を行なう。 

歴史的建造物の相談窓口

の開設 

建築士会内に歴史的建造物の相談窓口を開設し、建築文

化振興に資する。 

ＨＭスキルアップ講習

会・ＨＭ向けの講座と活

動ＰＲ 

ＨＭのための文化財建造物保存修理技術スキルアップ講

座開催、ＨＭの学びと交流の場をつくること、ＨＭ活動

のＰＲ行う。 

歴史的建造物委員会の運

営協力 

歴史的建造物委員会の運営委員として運営に協力する。 受

防災まちづくり

部会 

防災ネットワーク事業 

（建築三会合同） 

建築三会合同委員会で、県内応急危険度判定士のネット

ワークづくりを目指す。 

  防災関係協定検討・締結事

業（建築三会合同） 

建築三会合同委員会で、県や県内市町村との災害時支援

協定を検討し、本年度中に最低1件の締結を目指す。 

  防災ネットワーク先進地

視察事業（建築三会合同） 

建築三会合同委員会で、実質的なネットワークができて

いる先進地の災害時支援訓練を視察する。 

防災フォーラム開催 建築三会共同で「建築士の日」行事として開催する。 
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 木のまちづくり

部会 

木のまちづくり講演会 県内の（建築・木材・街づくり）各種団体との連携を図

り『とやまの木のまちづくり』を推進する。 

技術向上・交流委員会事業

■ 青年委員会

区分 項目 事業名称 内容 ※ 

公益 優秀な技術者の

育成（技術研修事

業） 

とやま「青年建築志」のつ

どい 

建築関連団体の参加の下、昨年度の活動報告と今年度の

活動の方向性を発信すると伴に、建築に係る仕事のこと

や研修・地域貢献等について意見交換する。

  設計課題（一級建築士）・ 

視察研修事業   

設計課題に類似した建築物を受験者と合同で視察研修

を行う。 

 建築技能者連携事業 建築関連団体と連携し、会員のスキルアップを図ると共

に、社会に向けてものづくりや建築の楽しさを伝える。 

  高校建築志の未来授業 建築学生に対して、建築への興味・関心を抱いてもらう

ため、建築の一端を体験できる体験型授業を実施する。 

 研修会・見学会 

（視察研修事業） 

全国大会・東海北陸ブロッ

ク研修・建築視察事業 

県内外の建築を視察するとともに、県外の青年建築士と

合同研修に参加する。 

共益 会員の交流 全国フォーラム、東海北陸

ブロック大会、北陸各県総

会等への参加 

全国やブロック等の建築士との交流（研修・視察・WS等）

を通じて、若手建築士の資質向上を図ると共に、交流に

より他県の活動から学ぶだけでなく連携に繋げる。 

青年建築士レクリエーシ

ョン事業 

青年会員が軽スポーツ等のレクリエーションを通して、

交流をより深めることにより、連帯感を醸成し活動の活

性化につなげていく。 

■ 女性委員会

区分 項目 事業名称 内容 ※ 

公益 活動報告・交流会 2020 年度女性委員会報告

会 

2020 年度の企画事業・対外事業の活動報告及び決算報告

と、2021 年度の活動計画・予算の説明。会員相互の親睦

を深める 

 体験会・講習会 福祉について学ぶ体験

会・講習会 

講習会及び体験会を通し介護・福祉に関し建築士として

的確な対応ができる知識とスキルを身につける。 

 大会・見学会 全国女性建築士協議会・東

海北陸ﾌﾞﾛｯｸ研修事業 

県内外の建築士との合同研修に参加  

 体験会・講習会 防災について学ぶ体験

会・講習会 

講習会及び体験会を通し富山の災害について学ぶとも

に日常生活や建築士の業務において必要な防災につい

ての知識とスキルを身につける。 

活動報告 女性委員会だより発行 女性委員会の活動報告を行い、会員拡大に繋げる。 

（年２回） 

 見学会 新砺波図書館見学会 今年度完成予定の新砺波図書館を見学し、コンセプト・

建築の魅力を学ぶ 

共益 会員の交流 全国大会や東海北陸ブロ

ック会議への参加 

全国あるいはブロック等の建築士との交流や会議・視察

を通じて、女性建築士の資質向上と働き方の改善を図る

と共に、交流により他県の活動から学ぶだけでなく連携

に繋げる。 

■ 交流委員会

区分 項目 事業名称 内容 ※ 

公益 他団体との交流

会

地場産業とチーム交流会 県内伝統的地場産業との交流会を通して、コラボレーシ

ョンなどの可能性を試行する。

※ 補は補助事業、受は受託事業、助は助成事業。

本会所管の委は委員会関与、委員会所管の本は本会予算管理
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事業番号 1 2 3 4 5 6 7 8

事業名 支部事業報告会 支部役員会 建築パトロール くろべﾌｪｱ2021 視察研修会 支部講演会① 入善商工フェア 支部講演会②

事業コード 1386 1451 1383 1384 1284 1282 1384 1282

①テーマ
②事業の形
③講師名等

令和2年度事業
経過報告及び
令和4年度事業
計画

①各四半期に
毎に事業実施
経過や支部運
営について会
議を持つ(3回
程度)

②

③

①工事現場の
違反状況調査

②行政協力

③支部会員

①くろべ商工
フェアへの参画

②住宅相談・ア
クセサリー作り
など

③支部会員

①建材等を製
造する施設等
を視察研修

②研修会･見学
会

③未定

①社寺建築や
それらの模型
作りの大家に
よる講演

②魚津建築士
会40周年記念
事業に合わせ
て実施

③未定

①入善町商工
フェアに参画

②住宅相談･耐
震相談受付な
ど

③支部会員

①空き家対策

②講演会

③・やなぜ空
き家ねっと代
表長谷川徹氏･
富山国際大学
教授川本誠一
氏･家印代表板
東秀昭氏

事業番号 1 2 3 4 5

事業名 会員拡大事業
建築

パトロール
防災

ﾈｯﾄﾜｰｸ事業
富山ブロック
研修事業

支部役員会

事業コード 1386 1383 1385 1284 1461

①テーマ
②事業の形
③講師名等

①支部会員の
状況把握・新
規会員の勧誘

②研修・見学
等

③役員等

①工事現場の
違反状況調査

②行政協力

③支部役員

①応急危険度
判定や災害支
援協定のネッ
トワーク
②ブロック事
業に協力

③未定

①東北震災復興
視察ツアー

②研修・見学等

③未定

①実施事業の
協議・検討

②打合せ等

③役員等

事業番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

事業名 全体会講演会 住宅講座 県内建築見学会 県外建築見学会 賛助会員訪問 地域防災支援
建築パトロール

協力

富山ブロック
研修事業

(富山支部主管)
支部役員会

事業コード 1281 1282 1284 1284 1282 1385 1383 1284 1463

①テーマ
②事業の形
③講師名等

①事業報告

②記念講演会

③未定

①未定

②講習会

③未定

①県内の新築
建物見学

②視察研修

③設計者等

①県外の新築建
物見学

②視察研修

③設計者等

①賛助会員の
工場、ショー
ルーム、フェ
ア見学・研修
②研修会

③未定

①家具の転倒
防止対策等の
実施
②実践活動
③総曲輪･蜷
川･柳町地区自
主防災委員会
と協力

①工事現場の
　違反状況調
査

②行政協力

③支部会員

①東北震災復
興視察ツアー

②研修・見学
等

③未定

①実施事業
　協議・検討

②打合せ

③役員等

各支部事業一覧（すべて公益事業）

中新川支部

新川支部

富山支部

-
3
4
-



事業番号 1 2 3 4 事業番号 1 2 3

事業名 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修 県外建築見学会 支部役員会 事業名 研修会
建築パトロール

協力
支部役員会

事業コード 1282 1282 1284 1464 事業コード 1282 1383 1471

①テーマ
②事業の形
③講師名等

①未定

②講習会

③未定

①未定

②講習会

③未定

①未定

②視察研修

③未定

①実施事業協議

②会議

③役員等

①テーマ
②事業の形
③講師名等

①新湊地区内
川沿周辺建築
物

②研修会

③未定

①工事便場の
違反状況調査

②行政協力

③支部役員

①実施競技・
検討

②打合せ

③役員等

事業番号 1 2 3 4 5 6 事業番号 1 2 3 4

事業名
高岡支部活動
報告会・支部50
周年記念事業

インテリア・デザ
インセミナー

技術講習会 全国大会参加 講演会 意見交換会 事業名
｢歴史的建造物
の修復設計｣講

演会

建築ﾊﾟﾄﾛｰﾙ協
力

｢Wall stat倒壊
解析ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣操
作解説

支部役員会

事業コード 1386 1282 1281 1284 1282 1386 事業コード 1282 1383 1282 1473

①テーマ
②事業の形
③講師名等

①高岡のまち
と建築
②講演会・見
学会
③能作淳平

①インテリア
デザイン

②講演会

③未定

①技術習得

②講習会・見
学会

③専門技術者

①建築見学、会
員交流

②視察研修

①空き家活用

②講演会

③未定

①意見交換

①テーマ
②事業の形
③講師名等

①歴史的建造
物
②講演会
③アトリエ縁
清水徹

①工事現場の
違反状況調査

②行政協力

③支部会員

①ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの操
作習得

②講習会

③未定

①実施事業協
議

②会議

③役員等

事業番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

事業名 活動報告会
となみ野
建築講座

となみ野
建築探訪

建築パトロール 県外建築視察
となみ野住まい
ネット大交流会

Vo.3
新年講習会 支部役員会

カフェけんちく
けんきゅうかい

市防災訓練

事業コード 1386 1282 1284 1383 1284 1384 1281 1481 1282 1383

①テーマ
②事業の形
③講師名等

①支部活動お
よび会計報告
支部創立50周
年記念誌発刊･
配布
②支部の見学
会・講習会等
の活動報告会

③未定

①となみ野に
関する内容
『景観』
『防災』
『企業』など

②講習会

③未定

①となみ野の
建築を見学(工
事中のもの･既
存の良い建物)
『図書館』な
ど

②見学会

③設計者･施工
者等(未定)

①工事現場の違
反状況調査

②行政協力

③支部会員

①全国大会参
加に併せて広
島県の先駆的
建築を視察す
る

②見学会

③未定

①となみ野に
おいて幅広く
住まいに関わ
る方々の交流
会

②講習会およ
び名刺交換会

③未定

①近年の建築
関連法令の改
正について

②講習会

③砺波土木セ
ンター建築課
職員(予定)

①実施事業協
議・検討

②打合せ
　意見交換

③役員等

①心地よい空
間を体験しつ
つ、女性会員
主体による活
動報告会

②活動報告会

③未定

①砺波支部管
内三市との防
災協定締結に
基づき､防災訓
練への参加お
よび行政との
協働作業
②打合せ
③未定

氷見支部

砺波支部

婦負支部

高岡支部

射水支部

-
3
5
-



令和3年度　正味財産増減予算書 総括表（R2決算ベース20210512）

公益事業会計 収益その他会計 法人　会計 三会計合計

　（会費35%公益） 公益計 共益計
事業管理費
配賦後法人

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部
(1) 経常収益
１ 基本財産運用益 0 0 2,000 2,000

4101 基本財産受取利息 0 0 2,000 2,000
２ 特定資産運用益 0 0 1,000 1,000

4106 特定資産受取利息 0 0 1,000 1,000
３ 受取入会金 0 0 50,000 50,000

4111 受取入会金 0 0 50,000 50,000
４ 受取会費 6,475,000 0 12,025,000 18,500,000

4121 正・準会員受取会費 5,600,000 0 10,400,000 16,000,000
4122 過年度会費収入 105,000 0 195,000 300,000
4123 賛助会員会費収入 770,000 0 1,430,000 2,200,000

５ 事業収益 18,466,000 1,002,000 0 19,468,000
4148 建築士登録事業収入 1,500,000 0 0 1,500,000
4145 建築士試験準備収入 2,700,000 0 0 2,700,000
4125 CPD/専攻建築士事業収入 1,960,000 0 0 1,960,000
4131 講習会受託収入 750,000 0 0 750,000
4140 定期講習受託収入 1,200,000 0 0 1,200,000
4146 国受託収入 814,000 0 0 814,000
4147 県市受託収入 4,273,000 0 0 4,273,000
4141 他団体等受託収入 400,000 900,000 0 1,300,000
4142 参加費収入 3,619,000 0 0 3,619,000
4143 協賛収入 1,180,000 0 0 1,180,000
4144 図書等販売収入 70,000 102,000 0 172,000

0
6 受取補助金 100,000 0 0 100,000

4159 受取補助金 100,000 0 100,000
7 受取負担金 0 0 0 0

4161 受取負担金 0 0
8 受取寄付金 70,000 0 0 70,000

4171 受取寄付金 70,000 70,000
9 雑収益 300,000 70,000 1,000 371,000

4181 受取利息 0 0 1,000 1,000
4182 雑収入 300,000 70,000 370,000

10 他会計からの繰入金 0 0
経常収益計 25,411,000 1,072,000 12,079,000 38,562,000

(2）経常費用
1 事業費 29,355,113 2,819,042 0 32,174,155

5118 役員報酬 3,281,357 347,791 3,629,148
5119 給料手当 7,089,626 844,870 7,934,496
5120 臨時雇賃金 40,000 0 40,000
5121 退職給付費用 437,514 46,372 483,886
5154 福利厚生費 1,677,138 177,760 1,854,898
5122 会議費 91,226 379 91,605
5123 旅費交通費 2,415,254 186,684 2,601,938
5155 通信運搬費 2,435,711 43,857 2,479,568
5124 ソフトウエア費 110,400 12,150 122,550
5125 リース費 426,880 46,980 473,860
5156 什器備品費 0 0 0
5157 消耗品費 216,242 6,227 222,469
5158 修繕費 36,800 4,050 40,850
5159 印刷製本費 1,114,629 39,049 1,153,678
5127 図書費 293,776 65,171 358,947
5160 燃料費 0 0 0
5161 光熱水料費 0 0 0
5162 事務局賃借料 2,465,600 271,350 2,736,950
5128 賃借料（会場費） 465,206 37,109 502,315
5163 保険料 56,157 565 56,722
5164 諸謝金 2,327,415 0 2,327,415
5165 租税公課 675,800 0 675,800
5129 支払連合会費 0 0 0
5166 負担分担金支出 599,575 36,649 636,224
5167 支払助成金 49,446 164,820 214,266
5169 委託費 2,433,000 400,000 2,833,000
5130 慶弔渉外費支出 0 36,471 36,471
5132 広報費 0 0 0
5178 　減価償却費 0 0 0
5133   賞与引当金繰入 0 0 0

0 0 0
5191 雑支出 616,361 50,738 667,099
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令和3年度　正味財産増減予算書 総括表（R2決算ベース20210512）

公益事業会計 収益その他会計 法人　会計 三会計合計

　（会費35%公益） 公益計 共益計
事業管理費
配賦後法人

2 管理費支出 0 0 12,134,380 12,134,380
5201 役員報酬 870,852 870,852
5202 給料手当 2,115,504 2,115,504
5203 臨時雇賃金 0 0
5242 退職給付費用 116,114 116,114
5204 福利厚生費 445,102 445,102
5217 会議費 1,895 1,895
5208 旅費交通費 21,562 21,562
5209 通信運搬費 62,432 62,432
5234 ソフトウエア費 27,450 27,450
5229 リース費 106,140 106,140
5235 消耗什器備品費 0 0
5220 消耗品費 13,231 13,231
5221 修繕費 9,150 9,150
5212 印刷製本費 88,222 88,222
5214 図書費 8,053 8,053
5222 燃料費 0 0
5223 光熱水料費 0 0
5228 事務局賃借料 613,050 613,050
5236 賃借料（会場費） 4,585 4,585
5224 保険料 1,278 1,278
5225 諸謝金 0 0
5215 租税公課 　 81,000 81,000
5230 支払連合会費（本代） 4,800,000 4,800,000
5241 負担分担金支出 461,776 461,776
5237 支払助成金 722,734 722,734
5238 委託費 715,000 715,000
5218 慶弔渉外費 63,529 63,529
5251 広報費 40,000 40,000
5206 　減価償却費 684,720 684,720
5239   賞与引当金繰入 0 0
5232   周年事業等積立金繰入 0 0
5231 雑支出 61,001 61,001

3 繰入金支出
経常費用計 29,355,113 2,819,042 12,134,380 44,308,535

当期経常増減額 -3,944,113 -1,747,042 -55,380 -5,746,535

評価損益等調整前当期経常増減額 -3,944,113 -1,747,042 -55,380 -5,746,535
基本財産評価損益等 0 0 0 0
特定資産評価損益等 0 0 0 0
投資有価証券評価損益等 0 0 0 0
評価損益等計 0 0 0 0
当期経常増減額 -3,944,113 -1,747,042 -55,380 -5,746,535

2 経常外増減の部
他会計振替額 0 0 0 0

当期一般正味財産増減額 -3,944,113 -1,747,042 -55,380 -5,746,535
一般正味財産期首額 -6,977,090 -4,958,480 64,609,019 52,673,449
一般正味財産期末残高 -10,921,203 -6,705,522 64,553,639 46,926,914

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0
指定正味財産期首額 0
指定正味財産期末残高 0 0 0 0

Ⅲ 正味財産期末残高 -10,921,203 -6,705,522 64,553,639 46,926,914
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