令和元年度事業計画
Ⅰ 基本方針
今秋アジアで初めてのラグビー・ワールドカップが、日本で開催される。また
来年には、オリンピック・パラリンピックが東京で開催され、さらに２０２５年
には「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに大阪で国際博覧会が計画され
ている。いま、我々の業界に対する人々の期待はいやが上にも高まりを見せてい
る。
しかし、国を挙げてこの大事業を展開しようとするとき、その事業を下支えす
る斯界に変化の兆しが見られる。団塊の世代を中心に廃業する事務所が増加す
る一方で、新たに事務所を開設しようとする者は増えていない。そのため、東京
における建築士事務所の登録数は、毎年概ね１００件ずつ減少している。特に、
中小規模の事務所の廃業に向けた動きが顕在化しつつある。
こうした状況にあって、我々は社会の変化に適切に対応するため３つのワー
キンググループを設置し対応策を検討してきた。当会は、今年度此のワーキング
グループの検討結果の具体化に積極的に取り組むとともに、その一方で地道な
協会活動を推し進め今年度もさらなる会勢の拡大を図る。

Ⅱ 主な事業展開
１ 建築設計・監理業の今後の有るべき姿に向けた取組みを進める
建築設計業務の第一線で働く建築士及び建築士事務所の地位向上と社会的
認知を目指し関連団体と緊密な連携を取りながら、建築設計・工事監理業の有
るべき姿を確立するための取り組みを進める。
具体的方策
（１）令和の新しい時代に相応しい建築士事務所の姿を考えるシンポジウムの
開催 （仮題）「開設者の責務と管理建築士の役割」
（２）「建築士事務所法（仮称）」いわゆる業法の制定に向けた取り組み

２ 建築設計界における働き方改革に向けた取組みを着実に進める
人口の高齢化、減少などの構造の変化を背景としたＡＩ化、次世代高速通信
システム５Ｇの整備など、技術革新によるいわゆる第四次産業革命社会への遷
移といった時代の趨勢を確実にとらえ、会員の認識を高め、業界におけるＣＡＤ

からＢＩＭへの進展、廃業やＭ＆Ａ等の事務所整理への対応など、社会及び業界
の構造の変化に追従できる体制を構築する。
具体的方策
（１）テレワークへの取り組みなど多様な働き方のモデルを構築し会員へ展開
（２）特に女性を中心とした人材の建築設計現場への復帰を支援する事業への
取り組みと「東京都スパイラルアップ事業」などの提案応募及び提案の着
実な実施
（３）事務所の開業支援、設計図書の保管、低廉な保険制度など適時適切なサポ
ートを実施するため「マネジメント支援センター（仮称）」の設立

３ 人的資源の深耕を図り、新たな「人財」の獲得に向けた取組みを
進める
減少を続けているとはいえ令和元年５月１日現在、東京都における登録建築
士事務所数は１万５千余を数える。しかし、当会の会員は、約千６百事務所であ
り、登録事務所の１割を超えた水準に止まっている。このことは、１万３千余の
事務所が入会の可能性を持っているともいえる。こうした事務所の開設者の
方々に、入会を働き掛けるとともに、入会にむけたさらなる誘因を生み出してい
く取り組みを進める。
具体的方策
（１）県に匹敵しうる人口、産業を有する多摩部を新たな視点から活性化
（２）建築士法第２７条の５第３項に見られる協会員、非会員の取り扱いの不均
衡の是正とともに、建築士事務所協会への全入化に向けた働きかけ

４

認知向上とともに、協会外との連携強化を図り、社会における
信頼と存在感を進展させる。

具体的方策
（１）当会の法的位置づけ、活動が浸透していない地域における認知度の向上
（２）東京三会建築会議に加え職能を異にする構造、設備及び積算などの事務所
協会との連絡会「東京建築設計関連事務所協会協議会」の創設

Ⅲ．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
・定款第 5 条第二号に定める、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・研修会等の実施
・東京建築賞受賞作品・まちなみ・建築現場
(4) 海外建築事情視察研修の検討
（以上、研修委員会）
(5) 既存住宅状況調査技術者講習の実施
(6) 適合証明技術者登録講習の実施
(7) 事業委員会に係る講習会の実施
(8) 法制委員会に係る講習会の実施

(以上、業務委員会）
（事業委員会）
(法制委員会)

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』
(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の受理、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
・東京都事務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。
（以上、登録センター）

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
(2) 建築士事務所に所属する建築士の定期講習の実施
（以上、研修委員会）

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) 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
（以上、東京建築賞選考特別委員会）
(3) 業務報酬算定指針の改訂・発行及び講習会の実施
(4) 建築構造設計指針２０１９年版講習会の実施

（以上、業務委員会）

(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・発行
(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、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」の増刷・改訂準備・維持管理

(12) 木造耐震診断・耐震補強のデータ集計
(13) 木造耐震に関する情報収集・調査研究
(14) 木造耐震に関する講習会の開催

（以上、木造耐震専門委員会）

(15) 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
(16) ＩＯＴ関連の情報収集・調査研究
(17) 当会扱い販売書籍、報告・申請書式、看板等会員サービスの向上促進
（以上、業務委員会）
(18)ＢＩＭ等の情報収集・調査研究及び講習会の実施

（事業委員会）

(19)空き家対策問題の調査研究

（事業委員会）

(20)関係機関との意見交換会の実施
(21)建築ストック活用に関する法律及び基準等の収集・整理
(22)改正建築士法に関する調査研究
7.

（以上、法制委員会）

『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運営
(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
(3) 防災の日を中心とした支部建築無料相談に対する支援
（4）一般消費者向け広報の推進
(5) 既存住宅状況調査に関する相談窓口の設置
8.

（会員委員会）
(広報委員会)
(業務委員会)

『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 受動喫煙対策支援事業への協力
⑤ 都立施設の応急危険度判定及び定期調査報告への協力
⑥ その他事業等への協力

（以上、事業委員会）

(2) 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 （法制委員会）
・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

（総務財務委員会）

10. 『定款第5条第1～9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
（広報委員会）
(2) 図書販売物等の刊行・頒布
（業務委員会）
(3) リノベーションに関する建築基準法令ガイドブックの刊行
（法制委員会）
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) 会員増強、維持活動
(2) 会員相互の親睦
・新春賀詞交歓会
・会員交流ゴルフ大会
(3) 新入会員・賛助会員・特別会員との交流会の開催
(4) 会員法律相談の運営
(5) 協会パンフレットの作成・改訂
（以上、会員委員会）
(6) 本会ホームページ（スマホ対応を含む）更新・維持管理
(7) コア東京（Ｗeb版を含む）の編集・発行
(8) 協会パンフレット（消費者向け）の維持管理
(9) TAAF NEWSの発行
(10) 次世代建築士育成支援事業
（以上、広報委員会）
(11) 賛助会員会の運営
（賛助会員会）
(12) 青年部会の活動
（青年部会）
(13) 団体別採用力スパイラルアップ事業ワーキンググループ
（同グループ）
(14) 働き方改革推進ワーキンググループ（仮称）
（同グループ）
(15) マネジメント支援センター設立準備ワーキンググループ（仮称）
（同グループ）
(16) 社会貢献活動推進ワーキンググループ（仮称）
（同グループ）
(17) 多摩活性化プロジェクトチーム

（同チーム）

