平成２９年度事業計画
I. 始めに
オリンピック・パラリンピックの招致を契機として、東京への一極集中が、益々
加速している。国際都市として東京が、その地位をさらに強固なものとするために
は、都心回帰などの都市構造の見直しや都市更新が不可欠である。
来年 9 月に設立 70 周年を迎える一般社団法人東京都建築士事務所協会は、戦後
から建築設計を通して首都東京の建設に寄与してきた。今後も本会は、社会からの
期待に応え専門家としての責任を果たすべく、首都東京の再生・更新に向け、時宜
を失することなく的確に行動し広く社会に貢献するため、以下の基本方針に基づき
多岐に亘る施策を力強く推し進めていく。

II. 基本方針
～未来に向けた取り組み～
1.

次世代育成へ向けた中長期的な展望

正会員数は、会員各位の努力により平成 23 年 4 月 1 日の 1,354 事務所から平成
29 年 3 月 31 日には 1,559 事務所となった。この間の入会が 591 事務所、退会が 386
事務所であり、その結果、205 事務所の増加をみることができた。
しかし、この間登録建築士事務所の総数は、1,766 事務所の減と減少の一途を辿
っており、本会の会員数増加は困難なものがある。
その要因の一つは、新たに建築士事務所の開設を志す者の減少である。
本会はこの状況に積極的に立ち向かう為、新たに建築士事務所の開設を志す若手
建築士等に対し、開設準備から開設後の事務所運営に必要不可欠な知識を体系的に
付与するとともに、適時適切な支援を行う体制を構築していく。
2.

建築設計業界における男女共同参画社会の実現に向けて
建築設計を学ぶ学生の１／３を女性が占めている。高い志を持ち、建築設計業界

に入った女性たちが、一生涯かけて建築設計活動に参画しようとしても、現実には、
出産・育児等のために一時休業を余儀なくされ、その後の復職も困難が伴う為、生
涯かけての設計活動継続には大きな障害がある。プロフェッショナルとしての能力
を様々な場面で発揮できる男女共同参画社会の実現のため、建築設計業界として、

今何ができるか、何をなすべきか、その障害の実態を明らかにすることから始める
ためフォーラム等を新たに設けこの大きな課題解決に向け取り組んでいく。
3.

ＣＡＤからＢＩＭへと遷移していく時代における対応
平成 26 年、国土交通省が「官庁営繕事業における BIM モデルの作成及び利用に

関するガイドライン」を出して以降 BIM の導入が進んでいる。その一方で、BIM の
概念も、単なる建物設計データから建築物の企画、設計、施工、維持管理まで、将
来の建築分野における IoT 化につながる建築・建設データ連携基盤へと広がりつつ
ある。そうした時代の流れに建築士事務所が適合していくため、確認申請手続の電
子化、電子データでの設計図書の保存、BIM の導入・活用等について、調査・研究
を行う。

～現在～
1.

今、着手すべき取り組み

建築設計業界の業務基盤の確保
(1) 建築主への継続的なサービスの提供
これまで建築設計業界を支えてきた団塊の世代が第一線から退き、後継者不
足や高齢化等の波が確実に押し寄せて来ており、廃業が増加している。
廃業が進む状況下において、建築士法第 27 条の 2 の精神の具現化として、
顧客目線に立って建築主への継続的なサービスの提供を図るため、個人事務所
等の廃業に備え、設計図書の共同保管や協会員の中で業務継承者を事前に指定
するなど業務の円滑な承継が行える体制の構築を検討していく。
【参考】登録建築士事務所数
一級・二級・木造建築士事務所の登録数 15,362 事務所（平成 29 年 3 月末現在）
新規登録

914 事務所、廃業・登録抹消

1,114 事務所

（平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月末）

【参考】建築士法第 27 条の 2
その名称中に建築士事務所協会という文字を用いる一般社団法人（次項に規定する
ものを除く。）は、建築士事務所の業務の適正な運営及び建築士事務所の開設者に設計
等を委託する建築主（以下単に「建築主」という。
）の利益の保護を図る事を目的とし、
かつ、建築士事務所の開設者を社員（以下この章において「協会会員」という。
）とす
る旨の定款の定めがあるものでなければならない。

(2) 経営基盤の安全安心確保のために
より良い都市を建設するための法規・条例の精緻化、細分化は止まるところ
を知らない。こうした状況にあって現場の建築士においては法条の理解不足や、
錯誤が見受けられる。
建築設計事務所の経営保全及び法的課題に適切に対応するため、建築行政に
係る法規の知識及び疑義が生じた場合の対応方法等を知得する機会を設ける
とともに、具体的事案の発生時に支援する体制を新たに構築する。

～過去の遺産～
設立 70 年の協会の歴史を踏まえ更なる未来へ向けて
1.

設立 70 周年記念事業に向けた体制を構築
昭和 23 年の発足以来、本会は戦後の復興期、高度成長期、失われた 20 年とその

時代、時代の社会変化に対応しながら、首都東京の建設に取り組んできた。この伝
統と成果、遺産を未来に引き継ぐ為に、これまでの来し方を整理し、顧みる事によ
り将来世代に向けレガシーの継承を図る。

III.具体的な施策
1.

建築士事務所経営支援センターの設置へ向けた取り組み
(1) 事務所経営支援体制の構築
(2) 個人事務所等の廃業に伴う設計図書散逸防止及び資格手続きの助言
(3) 法規及び税務・会計知識に特化した研修会の実施
(4) 法的アドバイス等の支援体制の構築

2.

設立 70 周年事業へ向けた実行委員会の設置

Ⅳ．事業計画（定款第５条の事業項目別）
1.

『建築士法に基づく、建築士事務所の業務に係る契約内容の適正化、その他建築主の利益
の保護を図るために必要な建築士事務所の開設者に対して行う指導、勧告、その他の業務』
（倫理委員会）
(1) 倫理規程等への対応
・建築主等の利益の保護を図るため、会員に対する倫理規定の遵守及び業務の適正化
等の指導を行う。
(2) 建築士事務所の業務の適正化等に関する指導
・苦情解決業務を通じて、建築士事務所の開設者に対する指導を行う。

2.

『建築士法に基づく、建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情を解
決する業務』 （指導委員会）
(1) 苦情相談・苦情解決の実施
・建築士法第 27 条の 5 に基づき、建築主等から建築士事務所の業務に対する苦情を受
け相談に応じ、調査、事情聴取、斡旋等を実施し、苦情の解決を図る。

3.

『建築士法に基づく、建築士事務所の開設者に対する業務の運営に関する研修及び建築士
事務所に所属する建築士に対する設計等の業務に関する研修業務』
(1) 東京都知事指定「建築士事務所の管理研修会」の実施
・建築士事務所の開設者及び管理建築士を対象とした講習
(2) 実務講習会の実施
・新規登録建築士事務所及び新入会員を対象とした講習
(3) 見学会の実施
・建築現場・東京建築賞受賞作品等見学会の実施
（以上、会員研修委員会）
(4) 既存住宅状況調査技術者講習の実施 （業務技術委員会）
(5) 建築物省エネ法実施に関する実務者研修会の実施 （法務制度委員会）
・会員への情報提供
・完全実施後の課題のフォロー
・研修会の反復実施

4.

『建築士法に基づき、東京都知事から指定を受けて行う建築士事務所の登録及び閲覧事務』
（登録センター）
(1) 建築士事務所登録の実施
・一級・二級・木造建築士事務所登録（新規・更新・変更・廃業等）事務を実施する。
(2) 建築士事務所登録証明書の発行及び登録簿等の閲覧の実施
(3) 東京都から委託を受けて行う業務報告書の受付及び閲覧の実施
・東京都知事登録事務所から建築士法に基づく業務報告書を受理、内容審査を行う。
また、閲覧を実施する。
(4) 東京都から委託を受けて行う業務報告書の閲覧手数料の徴収業務の実施
・東京都手数料条例に基づく業務報告書閲覧手数料の徴収及び東京都への納入を行う。

5.

『建築士法に基づく登録講習機関からの受託業務』
(1) 管理建築士講習の実施

（法務制度委員会）

(2) 建築士事務所に所属する建築士の定期講習の実施
6.

『建築設計、工事監理等の建築士事務所業務の進歩改善に関する調査・研究・広報業務』
(1) 先端技術セミナーの開催 （賛助会員会）
(2) 東京建築賞・建築作品コンクールの実施
(3) 日事連建築賞の推薦作品の選出
（以上、東京建築賞選考特別委員会）
(4) 業務報酬算定指針の改訂・発行 （業務技術委員会）
(5) 行政庁との定期協議
・東京都構造行政連絡会幹事会と 2 カ月に 1 回開催する。
(6) 建築構造設計指針の改訂準備
(7) 新構造標準図の内容維持･管理
(8) 耐震改修のための構造標準図及び仕様書の維持管理
・最新の情報を反映した内容で、維持管理を行う。
(9) 東京都施策への協力
・東京都超高層建築物等における長周期地震動対策に係る協定への対応
（以上、業務技術委員会／構造技術専門委員会）
(10) 木造耐震改修工事特記仕様書・標準図の内容維持・管理
・最新の情報を反映した内容で維持・追加・管理を行う。
(11) 木造耐震改修の手引き
・「木造耐震Ｑ＆Ａ集」の維持・増刷・改訂準備。
(12) 各市区町村の耐震診断事業の調査・比較・検討
(13) 木造耐震診断・耐震補強のデータ集計
(14) 木造耐震に関する講習会の開催
（以上、業務技術委員会／木造耐震専門委員会）
(15) 環境・省エネルギーに関する調査研究
・地球環境確保のため、環境や省エネルギー問題に向けて調査研究・まちづくり講演会
の実施。
(16) 特記仕様書の内容維持・管理
・最新の技術・法改正を反映した内容での維持・管理。
(17) 当会扱い販売書籍、報告・申請書式、看板等会員サービス向上促進の展開及びネットワ
ーク計画
・会員が実務に必要な書籍、申請書類、提示物を身近に対応できる環境形成に向け準備
（以上、業務技術委員会）
(18) 建築関係法令等の調査研究
・東京都建築安全条例の運用、建築基準法施行令・告示などの改正案、行政庁建築確認
状況などに関して、その実情並びに問題点について調査・研究を行う。
・「定期調査・検査」について調査し、会員に情報提供する。
・委員会での検討、及び国・都への要望書策定活動からの課題を新たな法整備への提
案・提言に結び付ける。
(19) 法令関係情報の会員への周知・意見の集約
・建築基準法施行令・告示等の改正案、建築士法等の内容の会員への周知
・新たな法規制へのパブリックコメントの意見集約と実施
（以上、法務制度委員会）

7.

『建築設計、工事監理等業務を通じた地域社会に貢献する事業』
(1) 日事連建築士事務所キャンペーン事業 （建築ふれあいフェア特別委員会）

・建築ふれあいフェアの実施
(2) 建築相談室の運営 (建築相談室委員会）
・毎週水曜日に一般消費者を対象とした建築相談（予約制）を実施する。
(3) 支部建築無料相談の実施(防災の日を中心) (広報編集委員会）
8.

『事故又は災害を防止し、人命及び財産の安全の確保等を目的とした官公庁等からの受託
業務』
(1) 東京都施策への協力
① 東京都緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業への協力
② 東京都防災・建築まちづくりセンターの委託事業への協力
③ 東京都私学財団の委託事業・建築相談への協力
④ 東京都特定施策推進型商店街事業への協力
（以上、事業企画委員会）
⑤ 空き家対策問題への検討
・行政のヒアリングによる比較実態調査の実施
・空き家問題について他の士業、業界との連絡会の検討、実施
⑥ リノベーションに関わる法規・制度体系の研究、調査
（以上、法務制度委員会）
(2) 新規事業の開拓
（事業企画委員会）
(3) 耐震改修促進法に基づく建築物の耐震診断調査内容及び改修計画の評価
（建築物耐震改修評価特別委員会）

9.

『官公庁への建議及び内外の関係諸団体との交流』
(1) 国家予算ならびに税制に対する要望･東京都予算等に対する要望
(2) 関係機関との意見交換会の実施 （法務制度委員会）
・東京都との意見交換会の検討、実施
・消防庁との意見交換会の実施

10. 『前各号の事業に関する図書ならびに印刷物等の刊行及び頒布』
(1) 機関誌｢コア東京｣の編集・発行 （広報編集委員会）
(2) その他図書印刷物等の刊行、頒布 （業務技術委員会）
11. 『労働保険事務組合の運営』（事務局）
(1) 労働保険事務組合の運営
12. 『その他本会の目的を達成するために必要な事業』
(1) 設立70周年記念事業の検討 （総務財務委員会）
(2) 会員増強活動 （会員増強対策特別委員会）
(3) 会員相互の親睦
・新春交礼会
・会員交流ゴルフ大会
(4) 新入会員・賛助会員・特別会員との交流会の開催
(5) 会員のための法律相談の運営
(6) 同好会の設置・運営
(7) 女性会員（所員の女性建築士含む）交流会の実施
（以上、会員研修委員会）
(8) 本会ホームページ更新・維持管理
(9) コア東京（Ｗeb版を含む）製作
(10) 協会パンフレットの維持管理
(11) TAAF NEWSの発行
(12) 次世代建築士育成支援事業

（総務財務委員会）

（以上、広報編集委員会）
(13) 建築士事務所経営支援センターの設置へ向けた取り組み
・事務所経営支援体制の構築
・個人事務所等の廃業に伴う設計図書散逸防止及び資格手続きの助言
・法規及び税務・会計知識に特化した研修会の実施
・法的アドバイス等の支援体制の構築
（以上、事業企画委員会）
(14) 賛助会員会の運営（賛助会員会）
・幹事会の運営
・セミナー、講演会
・カタログラックの設置運営
・賛助会懇親会 他
(15) 青年部会の活動 （青年部会）

Ⅴ．事業計画（各委員会別）
〇総務・財務委員会
1. 国・東京都への要望の検討
2. 各委員会、各事業等の予算調整等
3. 設立70周記念年事業の検討
〇会員増強対策特別委員会
1. 会員増強に関する検討
〇機構改革ワーキンググループ
1. 本会機構に関する検討
〇倫理委員会
1. 倫理規程等への対応
2. 建築士事務所の業務の適正化等に関する指導
〇指導委員会
1. 苦情相談・苦情解決の実施
〇会員研修委員会
1. 会員相互の親睦
(1) 会員交流ゴルフ大会の実施
(2) 新春交礼会の実施
2. 新入会員・賛助会員・特別会員との交流会の開催
3. 会員法律相談の運営
4. 同好会の設置･運営へ向けた検討
5. 女性会員（所員の女性建築士含む）交流会の実施
6. 会員名簿の発行
7. 講習会・見学会等の実施 （旧：研修委員会から）
(1) 東京都知事指定「建築士事務所の管理研修会」の実施
(2) 新規登録建築士事務所及び新入会員を対象とした実務講習会
(3) 見学会の実施
・建築現場・東京建築賞受賞作品等見学会の実施
〇広報編集委員会
1. 支部建築無料相談の実施(防災の日を中心)

2.
3.
4.
5.
6.

協会パンフレット（消費者向け）の維持管理
次世代建築士育成支援事業
TAAFニュースの発行
コア東京（web版含む）製作
ホームページ更新・維持管理

〇業務技術委員会
1. 業務報酬算定指針の改訂
2. 行政庁との定期協議
3. 建築構造設計指針の改訂準備 （構造技術専門委員会）
4. 新構造標準図の内容維持・管理 （構造技術専門委員会）
5. 耐震改修のための構造標準図及び仕様書の維持管理 （構造技術専門委員会）
6. 東京都施策への協力 （構造技術専門委員会）
東京都超高層建築物等における長周期地震動対策に係る協定への対応
7. 木造耐震改修工事特記仕様書・標準図の内容維持・管理 （木造耐震専門委員会）
8. 木造耐震改修の手引き （木造耐震専門委員会）
9. 各市区町村の耐震診断事業の調査・比較・検討 （木造耐震専門委員会）
10. 木造耐震診断・耐震補強のデータ集計 （木造耐震専門委員会）
11. 木造耐震に関する講習会の開催 （木造耐震専門委員会）
12. 環境・省エネルギーに関する調査研究
13. 特記仕様書の内容維持・管理
14. 当会扱い販売書籍、報告・申請書式、看板等
15. 木造耐震に関する講習会の開催 （木造耐震専門委員会）
16. 既存住宅状況調査技術者講習の実施
17. IoTに関する調査研究
〇事業企画委員会
1. 建築士事務所経営支援センターの設置へ向けた取り組み
2. 東京都が推進する緊急輸送道路沿道建築物の耐震化支援業務への協力
3. 東京都私学財団の委託事業・建築相談への協力
4. 東京都防災・建築まちづくりセンター委託事業への協力
5. 新規事業の開拓
〇法務制度委員会
1. 建築士法に基づく登録講習機関からの受託業務（旧：研修委員会から）
(1) 管理建築士講習の実施
(2) 建築士事務所に所属する建築士の定期講習の実施
2. 建築士に対する設計などの業務関する研修業務
(1) 建築物省エネ法実施に関する実務者研修会
3. 建築関係法令等の調査研究
・東京都建築安全条例の運用、建築基準法施行令・告示などの改正案、行政庁建築確認
状況などに関して、その実情並びに問題点について調査・研究を行う。
・「定期調査・検査」について調査し、会員に情報提供する。
・委員会での検討、及び国・都への要望書策定活動からの課題を新たな法整備への提案・
提言に結び付ける。
・昨年度のアンケート調査の結果を公表する。
4. 法令関係情報の会員への周知・意見の集約
・建築基準法施行令・告示等の改正案、建築士法等の内容の会員への周知
・新たな法規制へのパブリックコメントの意見集約と実施
5. 関係機関との意見交換会の実施
・東京都との意見交換会の検討、実施
・消防庁との意見交換会の実施

6.

東京都施策への協力
(1) 空き家対策問題への検討
・行政のヒアリングによる比較実態調査の実施
・空き家問題について他の士業、業界との連絡会の検討、実施
(2) リノベーションに関わる法規・制度体系の研究、調査

〇建築相談室委員会
1. 建築相談室の運営
毎週水曜日に一般消費者を対象とした建築相談（予約制）を実施する。
〇建築物耐震改修評価特別委員会
1. 耐震改修促進法に基づく建築物の耐震診断調査内容及び改修計画の評価
〇東京建築賞選考特別委員会
1. 東京建築賞・建築作品コンクールの実施
2. 日事連建築賞の推薦作品の選出
〇建築ふれあいフェア実行委員会
1. 日事連・建築士事務所キャンペーン事業/建築ふれあいフェアの実施運営

