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第1号議案(1) 

2016年度事業報告書 

○会合 

1. 通常総会 

2016年5月21日（土）13:30より14:15まで名古屋クラウンホテル６階にて開催した。定足数確認時の出席者数は161

名（内委任状による出席者は125名）であった。以下の議案が審議され，承認された。 

 

第1号議案 2015年度事業報告，および2015年度収支決算報告に関する件 

第2号議案 2016年度事業計画（案）報告，および2016年度収支予算書（案）報告に関する件 

第3号議案 その他 特に提案なし 

 

 

2. 運営および事業委員会 

(1) 支部役員会                   9回 

(2) 選挙管理委員会                1回 

(3) 設計競技支部審査委員会            1回 

(4) 日本建築学会東海賞選定委員会         3回 

(5) 作品選集支部選考部会             3回 

(6) 事業委員会                  1回 

(7) 学生優秀講演賞委員会                       1回 

 

3. 研究委員会等 

(1) 材料施工委員会                6回 

(2) 構造委員会                  4回 

(3) 環境工学委員会                4回 

(4) 設計計画委員会                7回 

(5) 都市計画委員会                 4回 

(6) 歴史意匠委員会                 2回 
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○ 事業 

1. 研究振興に関するもの 

(1) 東海支部研究集会 

 2017年2月20日（月）9時00分より17時00分まで，2月21日（火）9時00分より15時10分まで，名古屋工

業大学において研究集会を行った。発表題数159題（構造系71題，環境系15題，計画系73題）で，参加者は280

名であった。 

 同時に，支部主催のシンポジウム「女性が活躍できる職場を目指して －環境・設備分野での現状と課題について

－」を，名古屋工業大学2号館0211教室で2月20日（月）14時00分～17時00分に開催した。参加者は39名で

あった。 

1. 支部長挨拶：市之瀬敏勝（名古屋工業大学） 

2. 主旨説明：山羽 基（中部大学：東海支部環境工学委員長） 

3. パネリスト講演：須藤 美音 (名古屋工業大学)，光田 恵 (大同大学)，藤原 永知子(藤原工業) ，吉岡 沙野 (日

立建設設計) ，鶴田 晶子(ダイダン) 

司会：齋藤輝幸（名古屋大学），コーディネーター 尹 奎英 (名古屋市立大学：環境工学委員会幹事) 

 

(2) 2016年度支部共通事業・日本建築学会設計競技支部審査 

   課題『残余空間に発見する建築』への応募作品は35点であった。東海支部会議室において審査の結果，8点を支部

入選とした。2016年度審査委員会委員は，伊藤孝紀（名古屋工業大学），太幡英亮（名古屋大学），吉村昭範（D.I.G 

Architects），諸江一紀（諸江一紀建築設計事務所），曽我裕（竹中工務店）の5名である。 

 

(3) 2016年度日本建築学会「作品選集2017」支部選考 

 応募件数は33点であった。支部選考部会における審査の結果，支部推薦作品13点を決定した。2016年度作品選

集支部選考部会は，恒川和久（名古屋大学），大月淳（三重大学），松山明（中部大学），鈴木えいじ（大建MET），

富川桂二郎（青協建設），曽我 裕（竹中工務店），田中 宏明（日建設計）の７名である。 

 

(4) 2016年度日本建築学会東海賞募集選定 

 2016年8月31日締切で募集を行い，論文賞3点，作品賞4点の応募があった。選定委員会における審査の結果，

論文賞2名，作品賞2名の受賞を決定した。2016年度選定委員会は，委員長夏目欣昇(名古屋工業大学)他20名であ

る。 

 

(5) 支部研究助成 

都市計画委員会「都市再生期における東海地域の法定再開発事業の構成に関する研究」（本部予算） 

設計計画委員会「東海地方の建築家・研究者・技術者・職人の活躍を残すアーカイブ事業」（支部予算） 

 

(7) その他 

東海支部女性会員の会交流会，2017.2.20，参加者：会員12名，学生6名 

 

2. 指導普及に関するもの 

(1) 講習会 

講習会「鉄筋コンクリート構造保有水平耐力計算基準」 
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 和泉信之（千葉大学），他4名 

 2016年5月12日，名古屋商工会議所ビル3F第5会議室，参加者140名 

   講習会「集合住宅の音に関する紛争予防の基礎知識」 

     井上勝夫（日本大学）,他3名 

     2016年8月3日,名古屋商工会議所ビル3F第6会議室,参加者32名 

講習会「小規模建築物基礎のための調査から設計、施工、修復まで」 

 松下克也（ミサワホーム），他2名 

 2016年11月8日，名古屋商工会議所ビル3F第5会議室，参加者51名 

「鋼構造塑性設計指針」改定講習会 

 高松隆夫（広島工業大学），他3名 

 2017年3月2日，名古屋商工会議所ビル3F第5会議室，参加者94名 

 

(2)講演会，シンポジウム，研究会等 
 1)本部と支部共催 

名称 期日 会場 講師 参加者 

親と子の都市と建築講座「建築から考える災害への備え
と体感的学習」（日本建築学会創立130周年記念事業連
動企画） 

2016. 7.31 名城大学天
白キャンパス 

阿竹 克人 
（阿竹研究
所） 他6名 

20名 

130周年記念講演会「世田谷トラストまちづくり」ほか 9.24 名古屋都市
センター11
階大会議室 

春日 敏男 70名 

 2)支部主催 

名称 期日 会場 講師 参加者 

設計を通して考えていること 2016. 4.19 名古屋商工
会議所ビル 

平野 章博 
（日建設計） 

9名 

研究会「オープンソースによる様々な構造解析の可能性
について」 

5.24 東海支部会
議室 

柴田 良一 
（岐阜高専） 

13名 

「空間の経験」に依拠した計画学的アプローチ 6. 8 名古屋商工
会議所ビル 

三森  弘 
（名古屋大学） 

12名 

講演会「城郭建築の構造と復元について」 7.10 名城大学天
白キャンパス 

片岡 靖夫 
（中部大学名
誉教授） 

他3名 

109名 

これまでできたこと・これからしたいこと 7.27 名古屋大学 
ES館 

長谷川 寛 
（竹中工務店） 

10名 

愛知県の耐震化工事の現状と今後の計画について 9.16 愛知県庁舎
内会議室 

川合  尚 
（愛知県建設
部建築局） 

11名 

地方都市で出会った施設づくりとまちづくり 11.30 名古屋商工
会議所ビル 

臼井 直之 
（岐阜市立女
子短期大学） 

13名 

空き家・空き店舗再生へのアプローチの多様化と今後の
行方 

12. 3 圓谷（まるた
に） 

市原 正人 
（市原建築設
計事務所） 
齋藤 正吉 

（齋藤正吉建
築研究所） 

37名 

環境工学委員会講演会「景観法と照明、温熱環境と省エ
ネルギー」 

12.15 中部大学三
浦記念会館 

横江  彩 
（中部大学） 

10名 

講演会「愛知県及び名古屋市の耐震化工事への取り組み」 2017. 1.13 ウィルあいち 林  靖郎 
他3名 

57名 

小学校施設ストックの利活用と防犯・安全－日豪英事例
から－ 

2.20 名古屋商工
会議所ビル 

川野 紀江 
（椙山女学園
大学） 

12名 
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歴史意匠研究懇談会「田舎家の近代和風」 2.21 名古屋工業
大学 2 号館 
0233講義室 

土屋 和男 
（常葉大学） 

16名 

研究会「実大破壊実験からみた木造建物の耐震性」 2.28 東海支部会
議室 

清水 秀丸 
（椙山女学園
大学） 

14名 

フレッシュモルタルの透水係数と硬化モルタルの透気性
の関係に及ぼす配合要因の影響 

3. 9 金城学院大
サテライト 

犬飼 利嗣 
（岐阜工業高
等専門学校) 

12名 

静岡理工科大学 建築学科棟entree（えんつりー）見学
会 

3.20 静岡理工科
大学 建築学
科棟 entree 

古谷 誠章 
（早稲田大学・
NASCA） 
李  東勲 

（NASCA） 
脇坂 圭一 

（静岡理工科
大学） 

48名 

 

3)他学協会と共催 

名称 期日 会場 講師 参加者 

なし 
 

    

 

(3)見学会 

見学場所 開催日 主催 参加者 

津島市のまちづくり 2016. 4.24 支部都市計画委員会 33名 

重要文化財 東山植物園温室前館 保存修理工事 5. 7 支部歴史意匠委員会 9名 

トヨタT&S建設㈱豊田工場 5.17 支部材料施工委員会 23名 

納屋橋東第1種市街地再開発事業施設建築物新築工事 7.15 支部材料施工委員会 38名 

愛知県本庁舎基礎免振構造 9.16 支部材料施工委員会 10名 

愛知県立愛知総合工科高校（久米設計） 10.15 支部設計計画委員会 30名 

ささしまライブ24地区グローバルゲート新築工事 11. 9 支部構造委員会 22名 

南山大学名古屋キャンパス第Ⅱ期新築工事 11.18 支部材料施工委員会 8名 

名城大学ナゴヤドーム前キャンパス 2017. 2. 8 支部環境工学委員会 16名 

 
(4)展示会 

名称 開催日 会場 参加者 

2016年度支部共通事業全国大学・高専卒業設計展示会 2016. 
7. 1～ 4 

岐阜市立女子短期大学 131名 

まちづくり広場・東海2016 
 

9.13〜25 名古屋都市センター11階展示
コーナー 

1,000名 

2016年度支部共通事業全国大学・高専卒業設計展示会 11.12～14 名古屋大学ESホール 249名 

2016年度支部共通事業日本建築学会設計競技全国入選
作品及び支部入選作品展示会 

2017. 
2.20～21 

名古屋工業大学2号館 － 

 

(5)教育・文化事業 
 1)建築文化週間 

①建築ウォッチング「次世代超高層オフィス拝見」 
日 時：2016.10. 8（土） 
場 所：JPタワー名古屋 
参加者：26名 

 2)親と子の都市と建築講座 
①「建築から考える災害への備えと体感的学習」（創立130周年記念事業連動企画） 

日 時：2016. 7.31（日） 
会 場：名城大学（名古屋市天白区塩釜口1-501） 
主 催：日本建築学会東海支部構造委員会 
参加者：親子9組20名 
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②「歴史まちづくりを体験しよう－中津川宿の修景模型づくり 
日 時：2016. 8.28（日） 
会 場：中津川中央公民館2階2-1学習室（中津川市本町2-3-25） 
主 催：日本建築学会東海支部都市計画委員会 
後 援：中津川市・中津川市教育委員会・（公社）こども環境学会 
参加者：保護者11人、児童14人 

 
(6)表彰 
1）2016年度支部共通事業設計競技支部入選者の表彰 

  田中祐介(立命館大学)他2名、伊藤啓人(愛知工業大学)他1名、北村将(名古屋大学)他2名、陣昂太郎(名古屋大学)他
2名、木尾卓矢(愛知工業大学)他3名、村山大騎(愛知工業大学)他3名、安部信汰(名古屋工業大学)、山本雄一(豊田工
業高等専門学校)他1名  

2）2016支部研究集会における学生（学部・修士課程）優秀講演者12名を選定し，ウェブサイト及び建築雑誌にて公表す
るとともに賞状を送付 

3）2016年度日本建築学会東海支部東海賞受賞者を支部研究集会時に表彰。受賞者による発表 
  論文賞：張 景耀（名古屋市立大学），柳澤利昌（太陽工業(株)（豊橋技術科学大学在籍時の業績）） 

作品賞：蔦壁潤一郎（竹中工務店設計部），謡口志保（ウタグチシホ建築アトリエ） 
4）東海支部管内工業高等学校建築科優秀卒業者の29名を表彰。東海支部より表彰状並びに記念品を贈呈 

  内訳：愛知県9名，静岡県8名，三重県4名，岐阜県8名 
 
(7)共催・後援・協賛 
 1)共 催 

名 称 期 日 会 場 主 催 

佐々木睦朗氏の構造デザイン 2016.12. 8 名城大学天白キャン
パス 

名城大学・建築学科、 
同・自然災害リスク軽減研究セン
ター 

 
 2)後 援 

名称 期日 会場 主催 

JIA東海支部東海学生卒業設計コンクール
2016 

締切 
2016. 3.31 

展示 
5.24～ 6. 5 

名古屋都市センター
11F 

日本建築家協会東海支部 

平成28年度 名古屋大学工学部 テクノ
サイエンスセミナー 

8 .9 名古屋大学ES総合館 名古屋大学建築学教室 

セメント系固化材の利活用セミナー 8.24 ルブラ王山2F セメント協会 

全国地熱利用促進地域交流2016愛知 10.12 中電ホール 中部地熱利用促進協議会 

第46回建築総合展NAGOYA2016 10.14～16 名古屋市中小企業振
興会館（吹上ホール） 

愛知建築士会、中部経済新聞
社 

第33回JIA東海支部設計競技「限界住
居」 

締切 
2016.10.14  

公開審査10.22 

TOTO プレゼンルーム 
1･2 

日本建築家協会東海支部 

「あかりの日」講演会 10.21 名城大学 名古屋
ドーム前キャンパス 
レセプションンホール 

照明学会東海支部 

「まちとすまいの集い」 11.19 名古屋大学ES総合館 
１階ESホール 

名古屋大学建築学教室 

第1回CM講演会 11.29 熱田メディアウィン
グ 111会議室 

日本コンストラクション・マ
ネジメント協会 

「名古屋大学×名古屋市立大学 2年生設
計演習 合同講評会」 

12.16 名古屋大学ナショナ
ルイノベーションコン
プレックス 1 階 
Idea Stoa 

名古屋大学工学部環境土木・
建築学科 

 
3)協 賛 
  な し 

 
○支所関係 
１．静岡支所 
 ①総会（運営委員会） 
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   日 時：2016. 7. 7（木） 
   会 場：静岡県教育会館会議室（静岡市葵区） 
   参加者：19名 
   議 事：支所役員の選出、2015年度事業報告･決算報告、2016度事業計画･予算決定 
 ②講演会 
  Ⅰ静岡県建築文化研究会定例講演会 
   「東日本大震災からの復興の現状と課題」-建築関係者が事前に準備すべきこと- 
   日 時：2016. 9. 1（木） 
   会 場：静岡県産業経済会館3階大会議室（静岡市葵区） 
   参加者：53名 
   主 催：日本建築学会東海支部静岡支所、静岡県建築士事務所協会、静岡県建築士会、 
       日本建築家協会東海支部静岡地域会、静岡県建設業協会 
   講 師：小野田泰明（東北大学大学院教授） 
  Ⅱ 公共建築の日記念講演会「構造は建築のために何ができるか？」 
   日 時：2016.11. 9（水） 
   会 場：静岡県産業経済会館3階大会議室（静岡市葵区追手町） 
   参加者：99名 
   主 催：日本建築学会東海支部静岡支所、静岡県公共建築推進協議会 
   共  催：公共建築協会 
   講 師：川口 衞（法政大学名誉教授） 
 ③見学会 
  Ⅰ「日本平動物園建設事業」 
   日 時：2016. 7. 7（木） 

会 場：日本平動物園（静岡市駿河区） 
   参加者：20名 
   主 催：日本建築学会東海支部静岡支所 
  Ⅱ「富士山世界遺産センター（仮称）建設工事」建設工事 
   日 時：2017. 1.24（火） 

会 場：富士山世界遺産センター（仮称）建設工事工事現場（富士宮市宮町） 
   参加者：27名 
   主 催：日本建築学会東海支部静岡支所 
 
２．岐阜支所 
 ①総会 
   日 時：2016. 7. 9（土） 
   会 場：岐阜市民会館・会議室48 
   出席者：13名（委任状69名） 
   議 事：事業報告、収支決算、事業計画、予算書、役員について 
 ②運営会議 
  Ⅰ第1回運営会議 
   日 時：2016. 4.12（火） 
   会 場：岐阜市ハートフルスクエアーG・会議室 
   議 題：優秀作品展入賞者等について 
   出席者：9名 
  Ⅱ第2回運営会議 
   日 時：2016. 5.17（火） 
   会 場：岐阜市ハートフルスクエアーG・会議室 
   議 題：総会、作品展、講演会、役員について 
   出席者：8名 
  Ⅲ第3回運営会議 
   日 時：2016. 7. 9（土） 
   会 場：岐阜市民会館・会議室48 
   議 題：総会、役員、次年度予算等について 
   出席者：12名 
  Ⅳ第4回運営会議 
   日 時：2017. 1.12（木） 
   会 場：岐阜市ハートフルスクエアーG・会議室 
   議 題：作品展の会場、準備スケジュールと分担について 
   出席者：10名 
 ③講演会 
  Ⅰ「現在までの軌跡、作品紹介」 
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   日 時：2016. 7. 9（土） 
   会 場：岐阜市民会館・会議室48 
   参加者：32名 
   主 催：日本建築学会東海支部岐阜支所 
   講 師：杉下 均（杉下均建築工房） 
  Ⅱ「ぎふ建築・生活・芸術系学生・生徒優秀作品展・合同講評会」 
   日 時：2017. 3. 3（金）～ 6（月） 
   会 場：岐阜市民会館・展示ギャラリー 
   参加者：78名 
   主 催：日本建築学会東海支部岐阜支所 
   講 師：武藤圭太郎ほか 
 ④見学会等 
   なし 
 ⑤展示会等 
  Ⅰ全国大学・高専卒業設計展示会 
   日 時：2016. 7. 1（金）～ 4（月） 
   会 場：岐阜市立女子短期大学 
   参加者：131名 
  Ⅱ第16回 ぎふ建築・生活・芸術系学生・生徒優秀作品展 
   日 時：2017. 3. 3（金）～ 6（月） 
   会 場：岐阜市民会館・展示ギャラリー 
   参加者：188名 
   主 催：日本建築学会東海支部岐阜支所 

共 催：JIA東海支部岐阜地域会、岐阜県建築士会 
   後  援：岐阜県建築士事務所協会 
   協 賛：総合資格学院 
 
３．三重支所 
 ①総会 
   期 日：2016. 7. 9（土） 
   会 場：三重大学工学部2番教室 
   出席者：97名（委任状含む） 
   議 事：2015年度事業・決算報告、2016年度事業計画・予算決定、次期役員選出 
 ②運営委員会 
   日 時：第1回2016. 5.24（火）18:00〜20:00 
       第2回2016. 6（通信会議） 
       第3回2016. 9.28（水）18:00〜20:00 
       第4回2016.11.22（火）18:00〜20:00 
       第5回2017. 3.14（火）18:00〜20:00 
   会 場：三重大学工学部建築学科棟会議室(2) 
 ③講演会 
  Ⅰ「建築デザインの構造と造形」  
   日 時：2016. 7. 9（土）14:30〜16:00 
   会 場：三重大学工学部建築学科１番教室 
   参加者：34名 
   主 催：日本建築学会東海支部三重支所 
   共 催：なし 
   講 師：小野 徹郎（名古屋工業大学・名誉教授）、富岡 義人（三重大学大学院教授） 
  Ⅱ「流れの中の建築」 
   日 時：2016. 8. 6（土）14:00〜16:00 
   会 場：三重県総合文化センター小ホール 
   参加者：116名 
   主 催：日本建築学会東海支部三重支所 
   共 催：三重大学工学部建築学科 
   講 師：ヨコミゾ マコト（aat＋ヨコミゾ マコト建築設計事務所取締／東京藝術大学教授） 
 ④見学会 
   「最新の津波対策を見る」＠熊野市有馬町、紀北町紀伊長島、大紀町錦 
   日 時：2016.10.22（土）8:00〜17:00 
   参加者：18名 
 ⑤展示会等 
   なし 


