
第１号議案

２０１９年度事業報告

１．研修事業

・第４９回研修会 ２０１９年５月２４日

場所 ／半田市福祉文化会館 視聴覚室

テーマ／今こそ知りたい 耐震改修補助金活用術

講師 ／井戸田秀樹 氏 名工大大学院教授

木造耐震ネットワーク知多 顧問

都築和敏 氏

愛知県建築局公共建築部住宅計画課

半田市建築課 竹内氏、青木氏

参加者／３７名（講師等含む）

・第５０回研修会 ２０１９年７月２３日

場所 ／半田市福祉文化会館 視聴覚室

テーマ／伝統構法＝丈三建ち 耐震改修設計法

講師 ／運営委員会 成田完二

参加者／３７名（講師含む）

・第５１回研修会 ２０１９年１０月１４日

場所 ／半田市福祉文化会館 視聴覚室

テーマ／｢達人診断｣を使った耐震改修設計講習

講師 ／運営委員会 成田完二

参加者／２７名（講師含む）

・第５２回研修会 ２０２０年１月１７日

場所 ／ 半田市福祉文化会館 視聴覚室

テーマ／ 知って得する 耐震改修新工法

内容 ／ ＮＳ木造耐震デバイス

ＮＳハイパーツ(株)

ＳＲＦ壁補強工法ほか

構造品質保証研究所（株）

パンチくんほか

旭トステム外装（株）

参加者／ ４１名（発表者含む）

愛知県

都築氏
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２．啓蒙事業

・ホームページの運営

・大府市耐震改修相談会

日時 ／２０１９年９月１２日（木）

場所 ／大府市役所 会議室

相談員／本田・神谷

相談者／４組

・東浦町耐震改修相談会

日時 ／２０２０年２月２日(日)

場所 ／東浦町文化センター

相談員／神谷

相談者／３組

・講師派遣 等

耐震リフォーム達人塾 講師派遣（成田）

主催／名古屋工業大学 高度防災工学センター・ＮＰＯ法人 達人塾ねっと

２０１９年５月１８日 愛知県 名古屋工業大学

６月 ７日、 ９月２０日 香川県高松市

７月 ７日 愛媛県松山市

７月１２日、１０月２８日 石川県金沢市

７月１８日 愛知県田原市

８月 ９日 滋賀県大津市

８月２０日 高知県高知市

８月２９日 佐賀県佐賀市

９月９，１０日 広島県広島市

１０月３１日、 １１月１日 熊本県熊本市

１１月 ７日 山口県下関市

１１月２５日 兵庫県姫路市

１２月 ２日 和歌山県和歌山市

２０２０年１月２３、２４日 宮崎県宮崎市

１月２７日 山梨県甲府市

愛知減災協 安価な耐震改修講習会／２０２０年３月３日／ 名古屋市／成田

耐震診断員向け講習会／２０２０年３月２６日／岡崎市役所／成田
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・半田市無料耐震診断 ローラー作戦（愛知建築士会半田支部 木造住宅耐震診断特別委員会）

乙川３区 ２０１９年６月２２日（土） 参加者 ： ５名

向山区 ２０１９年７月 ６日（土） 参加者 ： ７名

乙川５区 ２０１９年１２月７日（土） 参加者 ： ９名

平地２区 ２０１９年１２月１４日（土）参加者 ： ７名

大池区 ２０２０年１月１８日（土） 参加者 ：１０名

半田市建築課、地元と共同しローラー作戦を実施

３．受託事業

木造住宅有料耐震診断チェック事業 １件１棟（四日市市）

４．会議

・総会 ２０１９年３月２６日

半田市福祉文化会館 視聴覚室

出席：３９名（会員３６名）

記念講演

｢森林と社会をつなぐ Timber Engineering」

講師 ： 山崎真理子 氏

名古屋大学大学院生命農学研究科 准教授

・運営委員会

第１回 ２０１９年４月１６日 クラシティ半田 市民活動ルーム

第２回 ６月１２日 〃

第３回 ７月３０日 〃

第４回 ９月３０日 〃

第５回 １１月１２日 〃

第６回 ２０２０年２月１２日 〃

５．その他
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２０２０年度事業計画(案)

１．研修事業

・研修会等 年間３～４回

・その他会員研修に関わる事業

２．啓蒙・ＰＲ事業

・ホームページ・ブログの管理、発信

・各メディアへの情報発信

・講演会等への講師派遣(随時)

・相談会等への相談員派遣(随時)

・その他耐震診断、耐震改修の普及促進に関する事業

３．耐震診断業務

・自治体の無料診断の対象とならない木造建築物の耐震診断業務

・その他木造建築物耐震診断に関わる業務

４．耐震改修斡旋業務

・木造建築物の耐震改修設計および改修工事の斡旋

・上記物件のチェック業務

・その他木造建築物の改修に関わる業務

５．会議

・総会

・運営委員会 (随時開催)
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第２号議案
２０１９年度決算・２０２０年度予算 2020.2.10

収入の部

2019年度予算 2019年度決算 差異 備　考 2020年度予算 予算増減 備　考

助成金 20,000 20,000 0 愛知建築士会半田支部 20,000 0 愛知建築士会半田支部

協賛金 20,000 0 -20,000 10,000 -10,000

年会費3000円×56名 年会費3000円×60

総会懇親会2000円×14名 総会懇親会2000円×15

事業収入 100,000 56,500 -43,500 診断チェック費、資料代 100,000 0 有料診断等

雑収入 1,000 2 -998 利息 1,000 0

預り金 0 0

前年度繰越 270,723 270,723 0 240,835 -29,888

合計 626,723 543,225 -83,498 581,835 -44,888

支出の部

2019年度予算 2019年度決算 差異 備　考 2020年度予算 予算増減 備　考

総会費 120,000 98,240 -21,760 会場費、講師謝礼、懇親会 120,000 0 会場費、講師謝礼、懇親会

研修会費 100,000 72,830 -27,170 研修会４回 100,000 0 会場費、講師謝礼・交通費

会議費 60,000 0 -60,000 執行せず 50,000 -10,000 会議室、茶代、出張費、委員交通費

相談会費 100,000 27,000 -73,000 大府、東浦 100,000 0 相談員手当、昼食代等

事業費 100,000 32,500 -67,500 資料代 100,000 0 有料診断、受託事業ほか

広報費 6,600 6,600 0 ＨＰ　ネットデザイン 6,600 0 ＨＰ　ネットデザイン

事務費 50,000 59,000 9,000 印刷費ほか 60,000 10,000 印刷費ほか

預り金 6,000 6,000 0 会費に振り分け

雑費 2,000 220 -1,780 振込 2,000 0 振込手数料ほか

予備費 93,123 0 -93,123 43,235 -49,888

合計 637,723 302,390 -335,333 581,835 -55,888

収支差額 0 240,835 次期繰越金 0

-5,000会費 215,000 196,000 -19,000 210,000
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第３号議案

２０２０年度役員(案)

運営委員 神谷 優 ： 大府市

北村正信 ： 半田市

青山豊和 ： 半田市

石川 譲 ： 武豊町

服部由美 ： 東海市

岩川泰子 ： 常滑市

代表委員： 北村正信

事務局 ： 成田完二

相談役 ： 富永 和久氏 (公社)愛知建築士会 半田支部長

顧問 ： 福和 伸夫氏 （名大大学院 教授）

井戸田秀樹氏 （名工大大学院 教授）

川端 寛文氏 （名工大 客員教授）

第４号議案 (その他)
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