
直近 10 年 の 記 録

協会沿革
6 0 t h  A N N I V E R S A R Y

0360th ANNIVERSARY  ―

2012…… 平成24年度 正会員174事務所　準会員1社　賛助会員71社

・第１回総務委員会　（協会会議室）

・平成２３年度決算監査　（協会会議室）
・第１回技術指導委員会　（協会会議室）
・�平成２４年度通常総会及び役付理事会・懇親会　（ホテルクラウンパレス青
森）

・東日本大震災復興支援視察　（岩手県釜石市ほか､宮城県石巻市ほか）
・日事連全国会長会議・定時総会　（東京都、ホテルオークラ）
・第１回一般社団法人移行特別委員会　（協会会議室）
・第１回北海道・東北ブロック協議会会長会議　（札幌市）
・北海道建築士事務所協会60周年記念祝賀会　（同上）
・青森県建築物耐震診断･改修判定委員会（第１回）　（アラスカ会館）

・加藤彰氏国土交通大臣表彰受章　
・第１回広報委員会　（建設会館会議室）

・第２回技術指導委員会　（協会会議室）
・青森県木造住宅耐震診断･改修審査委員会（第１回）　（建設会館会議室）

・平成２４年度第２期建築士定期講習　（リンクステーションホール青森）
・三役・委員長会議　（協会会議室）
・適合証明技術者講習会　（リンクステーションホール青森）
・青森県建築物耐震診断･改修判定委員会（第２回）　（建設会館会議室）
・会員交流会（本部・上十三支部共催）　（十和田市）

・�第３６回建築士事務所全国大会（日事連創立５０周年記念）　（東京都、帝国
ホテル）
・青森県建築物耐震診断･改修判定委員会（第３回）　（建設会館会議室）
・建築士事務所キャンペーン事業（県民への周知）　（東奥日報広告掲載）
・青森県木造建築物耐震診断判定委員会（第１回）　（建設会館会議室）

・平成２４年度第３期管理建築士講習　（リンクステーションホール青森）
・�2012年改訂版「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」　（リンクステー
ションホール青森）
・青森県建築物耐震診断･改修判定委員会（第４回）　（建設会館会議室）
・５０周年記念誌編集委員会　（建設会館会議室）
・第２回北海道・東北ブロック協議会会長会議　（東京都、星稜会館）
・日事連全国会長会議　（東京都、八重洲富士屋ホテル）

・三役・支部長・委員長会議（記念誌・移行認可等）　（協会会議室）
・青森県建築物耐震診断･改修判定委員会（第５回）　（建設会館会議室）

2012年5月に開かれた通常総会
（ホテルクラウンパレス青森）
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・第２回総務委員会　（協会会議室）
・�管理建築士講習・建築士定期講習業務連絡会議　（東京都、アジュール竹
芝）
・青森県建築物耐震診断･改修判定委員会（第６回）　（建設会館会議室）
・木造建築物委員打合会議　（建設会館会議室）
・平成２４年度木造住宅耐震診断本審査委員会（第２回）　（建設会館会議室）

・平成２４年度第４期建築士定期講習　（リンクステーションホール青森）
・第２回広報委員会　（協会会議室）
・第３回技術指導委員会　（協会会議室）
・第２回理事会　（アラスカ会館）
・日事連全国会長会議　（東京都、八重洲富士屋ホテル）

・�社団法人青森県建築士事務所協会解散及び一般社団法人青森県建築士
事務所協会設立登記（一般社団法人へ名称変更）　（青森地方法務局）
・三役会・第１回総務委員会　（協会会議室）

・協会ホームページリニューアル配信　
・平成２４年度決算監査　（協会会議室）
・第１回理事会　（アラスカ会館）
・第１回北海道・東北ブロック協議会会長会議・現地視察　（札幌市外）
・�平成２５年度通常総会及び役付理事会･懇親会　（ホテルクラウンパレス青
森）

・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第１回）　（建設会館会議室）
・日事連全国会長会議　（東京都、銀座東武ホテル）

・相場博氏国土交通大臣表彰受章　
・日事連事務局連絡会議　（東京都）
・JAAF-MST2013講習会　（リンクステーションホール青森）
・財政健全化特別委員会　（協会会議室）

・第３７回建築士事務所全国大会　（三重県伊勢市）
・木造住宅耐震診断・補強シート講習会　（リンクステーションホール青森）

・平成２５年度第２期建築士定期講習　（リンクステーションホール青森）
・第２回総務委員会　（協会会議室）
・第１回技術指導委員会　（協会会議室）
・第１回広報委員会　（協会会議室）
・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第２回）　（アラスカ会館）

・建築士事務所キャンペーン事業（県民への周知）　（東奥日報広告掲載）
・建築無料相談　（青森産業会館）
・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第３回）　（アラスカ会館）

2013…… 平成25年度 正会員173事務所　賛助会員70社

2013年8月の木造住宅耐震診断講習会
（リンクステーションホール青森）

2013年5月の総会で新会長に選ばれた相場博氏
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・会員交流会開催（本部・三八支部共催）　（八戸パークホテル）
・実務者のための工事ガイドラインの運用解説講習会　（リンクステーションホー
ル青森）
・平成２５年度第３期管理建築士講習　（リンクステーションホール青森）
・第２回理事会　（アラスカ会館）

・日事連全国会長会議　（東京都、銀座東武ホテル）
・�建築物の天井脱落対策に係わる技術基準の解説講習会（東青支部と共催）　
（アラスカ会館）
・建築士事務所の管理講習会（知事指定）　（リンクステーションホール青森）
・青森県木造建築物耐震診断判定委員会　（建設会館会議室）

・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第４回）　（協会会議室）

・第２回北海道･東北ブロック協議会会長会議　（札幌市）
・�青森県木造建築物耐震診断･改修審査委員会（第１回）　（建設会館会議
室）
・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第５回）　（アラスカ会館）
・第３回総務委員会　（協会会議室）
・第２回技術指導委員会　（協会会議室）
・第２回広報委員会　（協会会議室）

・平成２５年度第４期建築士定期講習　（リンクステーションホール青森）
・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第６回）　（協会会議室）
・第３回理事会　（アラスカ会館）

・�建築物の改正省エネルギー基準モデル建物法による届出講習会　（アラスカ
会館）

・野呂敏秋氏旭日小綬章受章　
・平成２５年度決算監査・公益目的支出計画実施報告書監査　（協会会議室）
・平成２６年度第１回理事会　（アラスカ会館）
・�平成２６年度定時総会・懇親会、取扱製品説明会　（ホテルクラウンパレス青
森）

・第１回北海道・東北ブロック協議会会長会議　（仙台市）
・日事連全国会長会議　（東京都）
・青森県建築物耐震診断･改修判定委員会（第１回）　（協会会議室）

・日事連事務局連絡会議　（東京都）
・青森県建築物耐震診断･改修判定委員会（第２回）　（協会会議室）
・第１回総務委員会　（協会会議室）
・第１回技術指導委員会　（協会会議室）
・第１回広報委員会　（協会会議室）
・第１回財政健全化特別委員会　（協会会議室）

2014…… 平成26年度 正会員173事務所　賛助会員71社

野呂敏秋氏の叙勲祝賀会が7月8日に開催
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・�適合証明技術者業務講習会・既存住宅現況検査技術者講習会　（リンクス
テーションホール青森）

・平成２６年度第２期建築士定期講習　（リンクステーションホール青森）
・�建築無料相談、パネル展示、パンフレット配布　（八戸市吉田産業ショールーム）
・会員交流ゴルフ大会・懇親会　（青森カントリー倶楽部･アラスカ会館）
・青森県建築物耐震診断･改修判定委員会（第３回）　（アラスカ会館）

・第３８回建築士事務所全国大会　（東京都）
・建築士事務所キャンペーン事業（県民への周知）　（東奥日報広告掲載）

・会員交流会（本部・西北五支部共催）　（五所川原市）
・建築士事務所の管理講習会（知事指定）　（リンクステーションホール青森）
・青森県建築物耐震診断･改修判定委員会（第４回・第５回）　（アラスカ会館）

・第２回北海道・東北ブロック協議会会長会議　（東京都）
・日事連全国会長会議　（東京都）

・青森県建築物耐震診断･改修判定委員会（第６回）　（協会会議室）
・第２回理事会　（アラスカ会館）

・青森県木造建築物耐震診断判定委員会（第１回）　（建設会館会議室）
・青森県木造住宅耐震診断･改修審査委員会（第１回）　（建設会館会議室）
・青森県建築物耐震診断･改修判定委員会（第７回）　（アラスカ会館）
・第２回総務委員会　（協会会議室）
・第２回技術指導委員会　（協会会議室）
・第２回広報委員会　（協会会議室）

・平成２６年度第４期建築士定期講習　（リンクステーションホール青森）
・�青森県木造住宅耐震診断技術講習会（県受託事業）　（リンクステーション
ホール青森）
・第３回理事会　（アラスカ会館）
・賛助会設立総会　（アラスカ会館）

・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第１回）　（協会会議室）

・平成２６年度決算監査･公益目的支出事業監査　（協会会議室）
・第１回理事会　（アラスカ会館）
・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第２回）　（協会会議室）
・平成２７年度通常総会･懇親会､役付理事会　（ホテルクラウンパレス青森）
・取扱製品説明会　（ホテルクラウンパレス青森）

・第１回北海道･東北ブロック協議会会長会議　（福島県）
・日事連全国会長会議　（東京都）
・会員交流ゴルフ大会・懇親会　（青森カントリー倶楽部･アラスカ会館）

2015…… 平成27年度 正会員175事務所　賛助会員76社

協会賛助会員による『賛助会』設立総会が
2015年3月に開催

2015年5月に初めての「取扱製品説明会」開催
（ホテルクラウンパレス青森）
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・日事連事務局連絡会議　（東京都）
・第１回総務委員会　（協会会議室）
・第１回技術指導委員会　（協会会議室）
・第１回広報委員会　（協会会議室）

・青森県木造住宅耐震診断技術講習会（県受託事業）　（アスパム）
・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第３回）　（アラスカ会館）

・平成２７年度第２期建築士定期講習　（リンクステーションホール青森）
・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第４回）　（建設会館会議室）
・会員交流ゴルフ大会・懇親会　（青森カントリー倶楽部･アラスカ会館）

・第３９回建築士事務所全国大会　（茨城県）
・建築士事務所キャンペーン事業（県民への周知）　（東奥日報広告掲載）
・建築無料相談　（青森産業会館）
・青森県木造建築物耐震診断判定委員会（第１回）　（建設会館会議室）

・建築士事務所の管理講習会（知事指定）　（リンクステーションホール青森）
・会員交流会（本部・中弘南黒支部共催）　（弘前市）

・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第５回）　（アラスカ会館）
・第２回北海道・東北ブロック協議会会長会議　（東京都）
・日事連全国会長会議　（東京都）
・平成２７年度第２回理事会　（アラスカ会館）
・第２回技術指導委員会　（協会会議室）

・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第６回）　（アラスカ会館）

・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第７回）　（建設会館会議室）
・第３回北海道･東北ブロック協議会会長会議　（福島県）
・第２回総務委員会　（協会会議室）
・第３回技術指導委員会　（協会会議室）
・第２回広報委員会　（協会会議室）
・平成２７年度第４期建築士定期講習　（リンクステーションホール青森）

・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第８回）　（アラスカ会館）
・青森県木造建築物耐震診断判定委員会（第２回）　（建設会館会議室）
・財政健全化特別委員会　（協会会議室）
・第３回理事会　（アラスカ会館）
・賛助会総会　（アラスカ会館）

・平成２７年度決算監査･公益目的支出事業監査　（協会会議室）
・平成２８年度第１回理事会　（アラスカ会館）
・平成２８年度通常総会・懇親会　（ホテルクラウンパレス青森）
・第１回取扱製品説明会　（ホテルクラウンパレス青森）

2016…… 平成28年度 正会員180事務所　賛助会員84社

2015年9月の会員交流ゴルフ大会
（青森カントリー倶楽部）

石垣改修のため曳家を終えた弘前城天守を
見学した会員交流会
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・日事連理事会　（東京都）

・日事連全国会長会議　（東京都）
・日事連理事会　（東京都）

・日事連事務局連絡会議　（東京都）
・第１回北海道･東北ブロック協議会会長会議　（宮城県）
・第１回会員交流ゴルフ大会・懇親会　（青森カントリー倶楽部･アラスカ会館）
・�2015年改訂版被災度区分判定基準・復旧技術指針講習会　（リンクステー
ションホール青森）
・日事連理事会　（東京都）
・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第１回）　（建設会館会議室）

・第１回総務委員会　（協会会議室）
・第１回技術指導委員会　（協会会議室）
・第１回広報委員会　（協会会議室）
・�適合証明技術者業務講習会･既存住宅状況調査技術者講習会　（リンクス
テーションホール青森）

・青森県木造住宅耐震診断員技術講習会（県受託事業）　（アピオあおもり）
・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第２回）　（アラスカ会館）
・平成２８年度第２期建築士定期講習　（リンクステーションホール青森）
・会員交流会（本部・東青支部共催）　（青森市）

・建築士事務所キャンペーン事業（県民への周知）　（東奥日報広告掲載）�
・建築無料相談　（協会会議室）
・第４０回建築士事務所全国大会　（東京都、帝国ホテル）
・第２回会員交流ゴルフ大会・懇親会　（青森カントリー倶楽部･アラスカ会館）
・第２回取扱製品説明会　（建設会館会議室）

・相場博氏黄綬褒章受章　
・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第３回）　（建設会館会議室）
・建築士事務所の管理講習会（知事指定）　（リンクステーションホール青森）
・日事連理事会　（東京都）

・日事連全国会長会議　（東京都）
・第２回北海道･東北ブロック協議会会長会議　（東京都）
・青森県木造建築物耐震診断判定委員会（第１回）　（建設会館会議室）
・第２回総務委員会・財政健全化特別委員会（合同開催）　（協会会議室）
・青森県建築住宅課との建築設計等懇談会（第１回）　（県庁会議室）
・第２回理事会　（アラスカ会館）�
・第３回取扱製品説明会　（アラスカ会館）

・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第４回）　（アラスカ会館）
・第３回総務委員会　（協会会議室）
・第２回技術指導委員会　（協会会議室）
・第２回広報委員会　（協会会議室）

・平成２８年度第４期建築士定期講習　（リンクステーションホール青森）
・賛助会総会　（アラスカ会館）

2016年10月に2回目の「取扱製品説明会」を開催
（建設会館）
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・日事連理事会　（東京都）
・第３回理事会　（アラスカ会館）
・第４回取扱製品説明会　（アラスカ会館）

・平成２８年度決算監査･公益目的支出事業監査　（協会会議室）
・第１回理事会　（アラスカ会館）
・平成２８年度第３回北海道･東北ブロック協議会会長会議　（宮城県）

・平成２９年度定時総会･懇親会･役付理事会　（ホテルクラウンパレス青森）
・第１回取扱製品説明会　（ホテルクラウンパレス青森）
・日事連理事会　（東京都）
・日事連全国会長会議・定時総会　（東京都）
・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第１回）　（建設会館会議室）
・第１回会員交流ゴルフ大会・懇親会　（青森カントリー倶楽部･アラスカ会館）

・日事連事務局連絡会議　（東京都）
・青森県木造住宅耐震診断技術講習会（県受託事業）　（アスパム）

・第１回総務委員会　（協会会議室）
・第１回技術指導委員会　（協会会議室）
・第１回広報委員会　（協会会議室）
・�建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律解説講習　（アピオあおも
り）
・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第２回）　（アラスカ会館）

・日事連理事会　（東京都）
・平成２９年度第２期建築士定期講習　（リンクステーションホール青森）
・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第３回）　（アラスカ会館）
・会員交流会（本部・上十三支部共催）　（十和田市）

・建築士事務所キャンペーン事業（県民への周知）　（東奥日報広告掲載）
・第４１回建築士事務所全国大会　（和歌山県）
・第２回会員交流ゴルフ大会・懇親会　（青森カントリー倶楽部･アラスカ会館）
・第２回取扱製品説明会　（建設会館会議室）
・既存住宅状況調査技術者講習（新規）　（アピオあおもり）

・既存住宅状況調査技術者講習（移行）　（アピオあおもり）
・建築無料相談　（青森産業会館）
・日事連理事会　（東京都）
・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第４回）　（アラスカ会館）
・建築士事務所の管理講習会（知事指定）　（リンクステーションホール青森）

・第２回理事会　（日本料理つかさ）
・青森県建築住宅課との建築設計等懇談会（第２回）　（県庁会議室）
・日事連全国会長会議　（東京都）
・第１回北海道･東北ブロック協議会会長会議　（東京都）

2017…… 平成29年度 正会員181事務所　賛助会員87社

宅建業法改正に伴い既存住宅状況調査技術者講習を開催
（2017年10月）

十和田での会員交流会は安藤忠雄氏などの作品を見学
（2017年9月）

2017年6月の定時総会に合わせて取扱製品説明会を開催
（ホテルクラウンパレス青森）



1060th ANNIVERSARY  ―

・青森市との建築設計等懇談会（第１回）　（青森市役所会議室）
・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第５回）　（建設会館会議室）

・第２回北海道･東北ブロック協議会会長会議　（宮城県）
・第２回総務委員会　（協会会議室）
・第２回技術指導委員会　（協会会議室）
・第２回広報委員会　（協会会議室）

・日事連理事会　（東京都）
・平成２９年度第４期建築士定期講習　（リンクステーションホール青森）
・第３回理事会　（アラスカ会館）

・平成２９年度決算監査･公益目的支出事業監査　（協会会議室）
・三役会　（協会会議室）
・第１回理事会　（アラスカ会館）
・�平成３０年度定時総会･懇親会、役付理事会（正会員の会費を改定）　（ホテ
ルクラウンパレス青森）

・日事連理事会　（東京都）
・現場見学会（新青森県総合運動公園陸上競技場）　（青森市宮田）
・日事連全国会長会議・定時総会　（東京都）

・第１回北海道･東北ブロック協議会会長会議　（岩手県）
・第１回会員交流ゴルフ大会・懇親会　（青森カントリー倶楽部･アラスカ会館）
・日事連事務局連絡会議　（東京都）
・石綿の事前調査に関する講習会　（リンクステーションホール青森）
・青森県木造住宅耐震診断技術講習会（県受託事業）　（アピオあおもり）

・第１回総務委員会　（協会会議室）
・第１回技術指導委員会　（協会会議室）
・第１回広報委員会　（協会会議室）
・適合証明技術者業務講習　（アスパム）

・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第１回）　（アラスカ会館）
・平成３０年度第２期建築士定期講習　（アスパム）
・第２回会員交流ゴルフ大会・懇親会　（青森カントリー倶楽部･アラスカ会館）

・三上秀昭氏日事連年次功労者表彰受賞　
・第４２回建築士事務所全国大会　（東京都）
・建築士事務所キャンペーン事業（県民への周知）　（東奥日報に広告掲載）
・青森県木造建築物耐震診断判定委員会（第１回）　（アスパム）

・会員交流会（本部・三八支部共催）　（八戸市）
・建築無料相談　（青森産業会館）
・建築士事務所の管理講習会（知事指定）　（アピオあおもり）
・既存住宅状況調査技術者講習（新規）　（アピオあおもり）

2018…… 平成30年度 正会員183事務所　賛助会員88社

青森カントリー倶楽部での会員交流ゴルフ大会
（2018年9月）

八戸での会員交流会では完成間近の屋内スケート場を見学
（2018年11月）

2018年5月の総会で新会長に選ばれた加藤彰氏
（ホテルクラウンパレス青森）
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・青森県建築物耐震診断・改修判定委員会（第２回）　（アスパム）
・青森県建築住宅課との建築設計等懇談会（第３回）　（県庁会議室）
・日事連全国会長会議　（東京都）
・第２回理事会　（アラスカ会館）

・青森市との建築設計等懇談会（第２回）　（青森市役所会議室）

・第２回総務委員会　（協会会議室）
・第２回技術指導委員会　（協会会議室）
・第２回広報委員会　（協会会議室）

・第２回北海道･東北ブロック協議会会長会議　（岩手県）
・平成３０年度第４期建築士定期講習　（リンクステーションホール青森）
・賛助会総会・懇親会　（アラスカ会館）
・第３回理事会　（アラスカ会館）

・平成３０年度決算監査・公益目的支出事業監査　（協会会議室）
・三役会　（協会会議室）
・第１回理事会　（アラスカ会館）
・現場見学会（新青森市役所本庁舎）　（青森市）
・令和元年度定時総会・懇親会　（ホテルクラウンパレス青森）

・日事連全国会長会議・定時総会、日事政研総会　（東京都）
・第１回会員交流ゴルフ大会・懇親会　（青森カントリー倶楽部･アラスカ会館）

・第１回北海道・東北ブロック協議会会長会議　（岩手県）
・日事連事務局連絡会議　（東京都）
・青森県木造住宅耐震診断技術講習会（県受託事業）　（アスパム）
・第１回青年委員会　（協会会議室）
・第１回総務委員会　（協会会議室）
・第１回技術指導委員会　（協会会議室）
・第１回広報委員会　（協会会議室）

・青森県建築物耐震判定委員会（第１回）　（建設会館会議室）
・令和元年度第２期建築士定期講習　（アスパム）
・�第２回会員交流ゴルフ大会・懇親会　（青森カントリー倶楽部･ホテルクラウン
パレス青森）

・第４３回建築士事務所全国大会（加藤会長他３１名参加）　（福島県）
・木村明人氏日事連年次功労者表彰受賞　
・JAAF-MST2019講習・改正業務報酬等講習　（社会教育センター）
・会員交流会（本部・西北五支部共催）　（つがる市）
・建築士事務所キャンペーン事業（県民への周知）　（東奥日報に広告掲載）

・建築士事務所の管理講習会（知事指定）　（アスパム）

2019…… 令和元年度 正会員175事務所　賛助会員90社

秋の会員交流ゴルフ大会を開催
（2019年9月青森カントリー倶楽部）
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・建築無料相談　（青森産業会館）

・日事連全国会長会議　（東京都）
・青森県建築住宅課との建築設計等懇談会（第４回）　（県庁会議室）
・第２回理事会　（アラスカ会館）

・青森市との建築設計等懇談会（第３回）　（青森市役所会議室）

・北海道・東北ブロック協議会専務理事・事務局長会議　（岩手県）
・青森県建築物耐震判定委員会（第２回）　（建設会館会議室）
・第２回総務委員会　（協会会議室）
・第２回技術指導委員会　（協会会議室）
・第２回広報委員会　（協会会議室）
・第２回青年委員会　（協会会議室）

・第３回北海道・東北ブロック協議会会長会議　（岩手県）
・令和元年度第４期建築士定期講習　（コロナウイルス拡大防止の為中止）
・賛助会総会（懇親会は中止）　（コロナウイルス拡大防止の為書面表決）
・�第３回理事会、政研総会・懇親会　（ホテルクラウンパレス青森､政研総会は
書面表決・懇親会は中止）

・令和元年度決算監査･公益目的支出事業監査　（協会会議室）
・三役会　（協会会議室）
・第１回理事会　（書面決議）
・令和２年度定時総会・役付理事会　（建設会館会議室）

・青森県建築物耐震判定委員会（第１回）　（建設会館会議室）
・日事連全国会長会議・定時総会、日事政研総会　（書面表決）
・第１回会員交流ゴルフ大会　（コロナウイルス拡大の為中止）

・既存住宅状況調査技術者講習（新規）　（リンクステーションホール青森）
・�青森県木造住宅耐震診断技術講習会（県受託事業）　（リンクステーション
ホール青森）
・第１回総務委員会　（協会会議室）
・第１回技術指導委員会　（協会会議室）
・第１回広報委員会　（協会会議室）
・第１回青年委員会　（協会会議室）

・第２期建築士定期講習　（リンクステーションホール青森）
・第２回会員交流ゴルフ大会　（コロナウイルス拡大の為中止）

・会員交流会（本部・中弘南黒支部共催）　（令和３年度に延期）

・�設計図書の電子的作成・保存の実務講習会　（リンクステーションホール青
森）

2020…… 令和2年度 正会員171事務所　賛助会員91社

～

コロナ禍の中、規模縮小して開催された2020年度の
定時総会（5月建設会館会議室）
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・工藤真人氏日事連年次功労者表彰受賞　
・第４４回建築士事務所全国大会（福井大会）　（令和５年度に延期）
・�既存住宅状況調査技術者講習（更新）・適合証明技術者業務講習　（リンク
ステーションホール青森）

・第１回北海道･東北ブロック協議会会長会議（WEB会議）　（幹事北海道会）
・既存住宅状況調査技術者講習（新規）　（建設会館会議室）
・建築士事務所の管理講習会（知事指定）　（リンクステーションホール青森）

・青森県建築住宅課との建築設計等懇談会（第５回）　（県庁会議室）
・臨時建築士定期講習　（リンクステーションホール青森）
・日事連全国会長会議（WEB会議）　（東京都）
・第２回理事会　（アスパム）

・青森市との建築設計等懇談会　（コロナウイルス拡大の為中止）

・青森県建築物耐震判定委員会（第２回）　（建設会館会議室）
・第２回総務委員会　（協会会議室）
・第２回技術指導委員会　（協会会議室）
・第２回広報委員会　（協会会議室）
・第２回青年委員会　（協会会議室）

・第２回北海道･東北ブロック協議会会長会議（WEB会議）　（幹事北海道会）
・既存住宅状況調査技術者講習（WEB講習）　
・賛助会総会（懇親会は中止）　（書面表決）
・三役会　（協会会議室）
・第３回理事会　（アスパム）
・第４期建築士定期講習　（リンクステーションホール青森）

・令和２年度決算監査･公益目的支出事業監査　（協会会議室）
・三役会　（協会会議室）
・第１回理事会（対面・WEB併用）　（建設会館会議室）

・第１回日事連理事会（WEB参加）　（東京都）
・令和３年度定時総会（懇親会無し）　（アップルパレス青森）
・日事連全国会長会議･定時総会、日事政研総会（WEB参加）　（東京都）
・第１回会員交流ゴルフ大会（懇親会無し）　（青森カントリー倶楽部）

・日事連事務局連絡会議（WEB参加）　（東京都）
・第１回青年委員会（WEB会議）　（協会会議室）
・第１回技術指導委員会　（協会会議室）
・第１回広報委員会（対面・WEB併用）　（協会会議室）
・第１回総務委員会　（協会会議室）

・青森県建築物耐震判定委員会（第１回）　（建設会館会議室）

2021…… 令和3年度 正会員165事務所　賛助会員91社

コロナ対策として理事会を対面とWEB併用で開催
（2021年5月建設会館）

2020年11月に開かれた知事指定の管理講習会
（リンクステーションホール青森）
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・第２期建築士定期講習　（アスパム）
・日事連通常理事会（WEB参加）　（東京都）
・第２回会員交流ゴルフ大会（懇親会無し）　（青森カントリー倶楽部）

・会員交流会（本部・中弘南黒支部共催）　（令和４年度に延期）

・山口聡氏国土交通大臣表彰受章　
・高村健悦氏日事連年次功労者表彰受賞　
・青森県建築物耐震判定委員会（第２回）　（建設会館会議室）
・�建築士事務所キャンペーン事業（県民への周知）　（東奥日報・デーリー東北
広告掲載）
・第４４回建築士事務所全国大会（熊本大会）　（令和４年度に延期）
・�青森県木造住宅耐震診断技術講習会（県受託事業）　（リンクステーション
ホール青森）
・�既存住宅状況調査技術者講習（更新）・適合証明技術者業務講習　（アスパ
ム）
・建築士事務所の管理講習会（知事指定）　（リンクステーションホール青森）

・建築無料相談　（サンロード青森）
・既存住宅状況調査技術者講習（新規）　（建設会館会議室）

・第２回日事連通常理事会（WEB参加）　（東京都）
・日事連全国会長会議（WEB参加）　（東京都）
・�被災度区分判定基準・復旧技術指針講習会　（リンクステーションホール青
森）
・第２回理事会（対面・WEB併用）　（建設会館会議室）
・青森県建築住宅課との建築設計等懇談会（第６回）　（建設会館会議室）
・青森県建築物耐震判定委員会（第２回）　（建設会館会議室）

・青森市との建築設計等懇談会（第４回）　（青森市役所本庁舎）
・第１回北海道･東北ブロック協議会会長会議（WEB参加）　（幹事北海道会）

・青森県建築物耐震判定委員会（第３回）　（建設会館会議室）
・第２回青年委員会（対面・WEB併用）　（協会会議室）
・第２回技術指導委員会（対面・WEB併用）　（協会会議室）
・第２回広報委員会（対面・WEB併用）　（協会会議室）
・第２回総務委員会（対面・WEB併用）　（協会会議室）

・第２回北海道･東北ブロック協議会会長会議（WEB参加）　（幹事北海道会）
・第４期建築士定期講習　（リンクステーションホール青森）
・三役会　（協会会議室）
・日事連通常理事会（WEB参加）　（東京都）
・賛助会総会（書面表決）　
・第３回理事会（WEB併用）　（建設会館会議室）�
・政研総会（書面表決）　（建設会館会議室）

～

2022年2月開催の第3回青森県建築物耐震判定委員会
（建設会館）

青森市のサンロード青森で開かれた「建築無料相談会」
（2021年11月）

国土交通省の住生活月間功労者として、たいら山口設計の
山口聡氏が国土交通大臣表彰を受章（2021年10月）




