
 

 

 一般社団法人群馬県建築士事務所協会 

入会のご案内 

 

私たちの業務を取り巻く環境が日々変わっていく時代に、時代の要請に応え、信頼される団体・

建築士事務所であり続けることは容易ではありませんが、より価値の高い協会へと発展させてい

くために、会員の皆様とともに考え、行動していきたいと思います。 

 是非この機会に入会していただき、その活動を通して、本会と共に貴事務所をより価値の高い

ものに発展させていきませんか。 ご入会を心よりお待ちしております。 

一般社団法人群馬県建築士事務所協会 

会 長 栗 原 信 幸 

 

 

■建築士事務所協会とは 

 建築士法に基づく建築士事務所を会員として、全国４７都道府県に設立されている法定団体 

です。また、全国組織として各都道府県建築士事務所協会を会員とする（一社）日本建築士事

務所協会連合会があります。  

 （一社）群馬県建築士事務所協会 は、会員１８８名で構成されています。 ※H30.5月現在 

  

 

■群馬県建築士事務所協会へ入会頂いた場合のメリット等 

１．業務支援システムソフトの無償提供【エクセル版】 

  「業務報酬基準（告示15号）の算定」、「耐震診断・耐震改修の業務報酬基準（告示670号）の

算定」、「図面種別枚数算定」、及び、「ランク別人工算定」の３種類の業務報酬の算定とこれ

に連動した見積書・請求書・内訳書・重要事項説明書・士法24条の8書面の作成ができます。 

  データベース構築により、年次報告・業務記録台帳（士法帳簿）が簡単に出力できます。 

  （このソフトは毎年バージョンアップされ会員には無償提供されます。） 

 

 



【業務支援ソフト全体構成イメージ】 

 

２．住宅ローン金利優遇 

  ・会員事務所が設計等に携わった物件について、特定の金融機関からの住宅ローン金利優遇

が受けられます。 

３．建築士事務所の賠償責任保険、加入の際の割引優遇措置 

  ・建築士事務所が負うべき責任は重くなっており、（一社）日本建築士事務所協会連合会が運

営する賠償責任保険へ加入する際には割引などの優遇措置があります。 

４．電子メディアによる情報の提供 

  ・建築基準法をはじめ関係法令等の改正や業務に関する重要情報を電子メールにてご案内 

いたします。 

  ・協会ホームページに会員情報を掲載し一般消費者からの照会に応えます。 

５．講習会・研修会 

  ・業務・技術・法令（法改正等）の設計事務所に役立つ講習会を会員価格で提供します。 

６．業務に関する相談 

  ・設計監理に関する疑問点など困ったことが生じたとき、協会の顧問弁護士に相談できます。 

７．会員交流・支部活動 

  ・協会や支部の各種会合、懇談会、事業等に出席し会員との交流を深め、事務所同士のネッ

トワークを活用し業務の幅を広げることができます。 

８．月刊誌「日事連」の無償配布 

  ・日本建築士事務所協会連合会会誌「日事連」を毎月、無償配布します。 

９．行政への要望・意見 

  ・会員からの要望を受けて、各行政庁に施策の提案、要望を行い、また、定期的に群馬県と

の意見交換会を開催しております。日頃の意見、要望、質問などの回答が得ることができ

ます。 

10．社会的信頼の確保 

  ・会員章標板、カード型会員証、会員バッチを無償配布します。 

「会員章」標板を掲示することにより、社会的信用が得られます。 



■ 支部事務所 

支部名 支部長 所  在  地 TEL ／ FAX 

中央支部 片山 康浩 
〒371-0805 前橋市南町3-63-5 

(株)ライブ環境建築設計 

027-289-8300 

027-289-8301 

高崎支部 新井 春夫 
〒370-2132 高崎市吉井町吉井267 

新井設計工房 

027-387-5971 

027-387-5971 

西毛支部 田中 基明 
〒379-0133 安中市原市2248-1 

田中建築設計事務所 

027-385-3826 

027-385-3826 

桐生支部 須永  登 
〒376-0011  桐生市相生町1-211-5 

須永建築設計事務所 

0277-52-2551 

0277-52-2553 

太田支部 小林  禎 
〒373-0852 太田市新井町213 

(株)北村建築設計事務所 

0276-45-1008 

0276-45-1003 

館林支部 阿佐美三郎 
〒374-0068 館林市台宿町5-7 

㈱阿佐美建築設計事務所 

0276-71-2255 

0276-72-5338 

伊勢崎支部 蛭川 清之 
〒372-1121 佐波郡玉村町下新田197-8 

蛭川建築設計事務所 

0270-65-0300 

0270-65-8194 

北毛支部 清水 一男 
〒377-0008 渋川市渋川3841-6 

(株)清水設計事務所 

0279-24-0378 

0279-24-0368 

 

■ 入会金および会費 

  入会金       な     し 

  会費（年額）    ６０，０００円 （年度途中の入会は月割計算） 

  支部会費      各支部規定の支部会費 

 

■ 入会の手続 

  入会申込書に所要事項を記入、押印のうえ、正会員１名の紹介を得て、各支部長を 

通じて本会事務局にご提出ください。理事会で承認後、入会金、会費を払い込みいた 

だき、入会手続を行っていただきます。 

 

■お問い合わせ等は本会の事務局まで  

 一般社団法人群馬県建築士事務所協会 

   〒371－0846 群馬県前橋市元総社町二丁目23番地7 

     TEL：027-255-1333  FAX：027-255-1066 

     E-mail sekkei-g@vega.ocn.ne.jp 

         ＵＲＬ https://www.sekkei-gunma.jp 

 



中央支部
㈱アーキズムあすか設計 アーク環境設計㈱ ＊ ㈱アクティブ一級建築士事務所 池下工業一級建築士事務所

㈱石井設計 ㈱イズミシステム設計 （同）磯部一級建築士事務所 ㈱イノ設計

㈱岩田設計 鵜川興業㈱一級建築士事務所 ㈱エムオー設計 小野里工業一級建築士事務所

㈱核建築研究所 ㈱梶建築設計事務所・前橋建築事務所 ㈱勝山工務所 ㈱金井設計

㈱神山設計 菊川一級建築士事務所 ㈱共同設計 （協）群馬県建築設計センター

㈱小沼設計 小林工業㈱一級建築士事務所 ㈱齋藤設備技研 ＊ 佐田建設㈱一級建築士事務所

㈱塩崎建築設計事務所 ㈱ＳＩＮ建築事務所 ㈱新設計事務所 ㈱須田建築計画工房

全農群馬一級建築士事務所 ㈱高橋建築設計事務所 立見建設一級建築士事務所 ㈱天原社

中澤設計 ㈱仲設計 西田設計工舎 ㈲萩原構造計画事務所

㈱ビュー環境計画研究所 ㈱福島建築設計事務所 ㈱亦野建築設計事務所 松下一級建築士事務所

㈱松本設計室 ㈱丸最建築事務所 ㈱丸進建築設計事務所 ㈱ミタカ計画工房

三原工業一級建築士事務所 宮下工業㈱一級建築士事務所 ㈲モード企画 山一建設㈱一級建築士事務所

㈱山田工務所 ㈱ヤマト一級建築士事務所 ㈱ヤマト設計 ㈱ヤマニ熱工業一級建築士事務所

㈱ユウ設計事務所 ㈱米田横堀建築研究所 ㈱ライブ環境建築設計 ㈱ランド計画研究所

高崎支部
㈲アクトプランニング ㈱アトリエフォー建築設計 新井設計工房 ㈱石井アーキテクトパートナーズ

㈱井ノ上一級建築士事務所 エス・イー・エス総合計画 ㈱環境設備設計 * ㈲かんざわ一級建築士事務所

建築設計・群㈱ ㈱コムスブレーン ㈱コムテックス ㈱坂本工業一級建築士事務所

㈱佐藤建築設計事務所 佐藤構造設計 ㈱サン設計事務所 ㈱始原社

㈱柴田建築設計事務所 清水一級建築士事務所 昭和建業㈱一級建築士事務所 ㈲城田建築設計事務所

神宮工業㈱一級建築士事務所 設備設計一級建築士事務所㈱スカワ 芹澤建設㈱一級建築士事務所 ㈲善如寺建築設計事務所

ソフィアホーム一級建築士事務所 大和リース㈱群馬支店一級建築士事務所 高橋建設㈱一級建築士事務所 ㈱竹中組一級建築士事務所

㈱竪山設計事務所 ㈲ツチヤ設計 ㈱同人建築設計事務所 ㈱研屋一級建築士事務所

二級建築士法理俊史事務所 西澤英雄一級建築士事務所 信澤工業㈱一級建築士事務所 羽鳥設備設計事務所

冬木工業㈱一級建築士事務所 ㈱松本金弥建築計画事務所 みくに設計事務所 ㈱モアブレーン

㈱ユウ・アンド・ユウ建築設計

西毛支部
㈲アイ・エム・エイ設計 赤石一級建築士事務所 新井一級建築士事務所 岩井建設㈱一級建築士事務所

㈲菊地設計 久保建築設計事務所 齊藤建築設計積算事務所 ㈲サルヤ建築設計事務所

㈲昴設計 田中建築設計事務所 塚本建設建築設計事務所 塚本工務店一級建築士事務所

野口建築設計室

桐生支部
㈱家住設計室 北川設計 木村設計 ㈲桜井雄樹建築設計事務所

佐藤一級建築士事務所 須永建築設計事務所 一級建築士事務所関口設計 ㈲萩原設計

橋本建築設計事務所 一級建築士事務所ＰＥＡＲＬ設計 平澤建設㈱一級建築士事務所 堀一級建築士事務所

吉川建築設計事務所 ㈱吉田組一級建築士事務所

太田支部
赤石建設㈱一級建築士事務所 アクト設計 アークプランニング設計事務所 ㈱アラマキ設計

石川建設㈱一級建築士事務所 石橋建設工業㈱一級建築士事務所 市川建設㈱一級建築士事務所 ㈱糸井建築設計事務所

関東建設工業㈱一級建築士事務所 ㈱北村建築設計事務所 協和建設一級建築士事務所 ㈲クリーン設備設計事務所

㈲建都計画 コヤマ一級建築設計事務所 桜本建築設計事務所 ㈲髙田建築設計

㈱トータルシステム工業 戸塚構造設計 ㈱ナカムラ設計 ㈱西岡設計

守屋建築設計事務所 ㈱ＹＣＤ

館林支部
㈱阿佐美建築設計事務所 新井建築設計 河本工業㈱一級建築士事務所 ㈱野田建築事務所

藤井弦建築設計事務所 ホンマ建築デザイン㈲ 恵建築設計事務所

伊勢崎支部
カワバタ設計 ㈱菊池一級建築士事務所 ㈲計画堂 剣持建築設計事務所

齋藤一級建築士設計事務所 佐藤建築設計事務所 ㈱下田設計 ㈱ジャム構造設計

園部建築設計事務所 ㈱東和建築設計事務所 早坂建築設計事務所 ビューデザイン建築設計事務所

蛭川建築設計事務所 ㈱フケタ設計群馬事務所

北毛支部
㈲相崎工務店一級建築士事務所 ㈲飯塚設計事務所 ㈱エムロード環境造形研究所 金子設計事務所

㈲構造技術システム ㈱小島設計 ㈲古藤設計室 ㈱吾東設計

㈱清水設計事務所 下田建築設計事務所 ㈱田中設計 ㈱津久井工務店一級建築士事務所

㈱土田工務店TAKE一級建築設計室 ㈱傳建築事務所 バク建築設計事務所 兵藤建築設計事務所

㈱福島久男建築設計事務所 ホクブ㈱一級建築士事務所 瑞穂建設一級建築設計事務所 南澤建設㈱一級建築士事務所

㈲吉田設計
H30.5現在

＊は協力会員

　　　　一般社団法人群馬県建築士事務所協会 会員名簿         



  一般社団法人 群馬県建築士事務所協会会長　殿

申込者 住 所

名 称

代表者氏名

　貴会定款第６条により貴会に入会を申し込みます。

法　人 ・ 個　人

理 事 会 付 議

入会承認年月日

建
築
士
事
務
所

支 部 長 意 見

　■　正会員となる者　氏　名

　紹介者 （正会員名称・氏名）

管理建築士 資格・登録番号 　　級建築士登録　　　第　　　　号

（開設者・管理建築士・所属建築士）

　　　　　年　　　月　　　日

登録番号

組織の別

　級建築士事務所登録　第　　　　　　号

　　　　　　　　　　　印

ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ

登録年月日

開設年月日

平成　　　年　　　月　　　日

　　平成　　　年　　　月　　　日

所　在　地 〒

名　　　称

代表者氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日　　　　　年　　月　　日

連　　　絡

Ｅ－ｍａｉｌ

　　備　　　考

　　平成　　　年　　　月　　　日　

正 会 員 入 会 申 込 書



（注）　　（３）、（４）の左欄は年月日を記入してください。

　（４）　業務経歴概要　（主な設計・監理業務歴）

履　歴　概　要　書

　（１）　最終学歴

　（２）　資格・番号

　（３）　経歴概要　（職歴等）
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