
 

第1号議案(1) 

2017年度事業報告書 

○会合 

1. 通常総会 

2017年 5月 27日（土）13:30より 14:15まで建築学会東海支部会議室にて開催した。定足数確認時の出席者数は 146

名（内委任状による出席者は118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 2016年度事業報告，および2016年度収支決算報告に関する件 

第2号議案 2017年度事業計画（案）報告，および2017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             2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                5回 

(2) 構造委員会                  5回 

(3) 環境工学委員会                4回 

(4) 設計計画委員会                6回 

(5) 都市計画委員会                 4回 

(6) 歴史意匠委員会                 3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 

 2018年2月19日（月）9時00分より17時00分まで，2月20日（火）9時00分より16時10分まで，名古屋大

学において研究集会を行った。発表題数190題（構造系79題，環境系26題，計画系85題）で，参加者は312名で

あった。 

 同時に，支部主催のシンポジウム「建築施工のこれからは？ －建築・土木分野における施工の情報化の現状と今

後－」を，名古屋大学ES総合館 2階025教室で2月19日（月）14時00分～17時00分に開催した。 

参加者は48名であった。 

1. 支部長挨拶：鈴木賢一（名古屋市立大学） 

2. 司会・進行・趣旨説明：瀬古繁喜（東海支部材料施工委員会委員長 愛知工業大学） 

3. パネリスト講演：志手一哉（芝浦工業大学），田村尚土（ディックス構造設計部），岡田雅史（小林コンサルタ

ント） 

まとめ：寺西浩司（名城大学），記録：平岩 睦（名城大学） 

 

(2) 2017年度支部共通事業・日本建築学会設計競技支部審査 

   課題『地域の素材から立ち現れる建築』への応募作品は 30点であった。東海支部会議室において審査の結果，7点

を支部入選とした。2017 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），伊藤俊一（名古屋市）の5名である。 

 

(3) 2017年度日本建築学会「作品選集2018」支部選考 

 応募件数は 37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 15点を決定した。2017年度作品選

集支部選考部会は，小松尚（名古屋大学），宇野享（大同大学），生田京子（名城大学），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) 2017年度日本建築学会東海賞募集選定 

 2017年8月31日(木)締切で募集を行い，論文賞4点，作品賞12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（一般部門・住宅部門各 1名）の受賞を決定した。2017年度選定委員会は，委員長

犬飼利嗣(岐阜工業高等専門学校)他20名である。 

 

(5) 支部研究助成 

材料施工委員会「既存鉄筋コンクリート構造物の調査・評価方法の標準化に関する研究」 

 

(6)その他 

 

 

2. 指導普及に関するもの 

(1) 講習会 

2017年度日本建築学会支部共通事業「 建築工事標準仕様書JASS6鉄骨工事ならびに関連指針」改定講習会 

 山田丈富（千葉工業大学），他3名 

 2018年1月29日(月)，名古屋商工会議所ビル2Fホール，参加者183名 
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(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 

2017年度日本建築学会賞［作品］受賞者記念講演会 2017.7.6 名古屋市立大

学 北千種

キャンパス 

総合情報セン

ター北千種

分館2 階 大

ホール 

小堀哲夫 

(小堀哲夫建築

設計事務所代

表取締役） 

三分一博志 

(三分一博志建

築設計事務所

代表） 

246名 

  
2)支部主催 

名称 期日 会場 講師 参加者 

公共施設マネジメントに関わる一連の研究 2017.4.17 名古屋商工

会議所ビル

AIJ 東海支部

会議室 

恒川和久 

(名古屋大学) 

9名 

近作を通じて考えていること 2017.6.1 名古屋商工

会議所ビル

AIJ 東海支部

会議室 

寺嶋利治 

(名古屋市立大

学） 

14名 

高度成長期に建造された構造物の耐震・耐久性評価方法

の標準化 

2017.7.18 愛知工業大

学本山キャン

パス 

瀬古繁喜 

(愛知工業大

学） 

8名 

研究会「広域強震動予測と液状化危険度評価のための表

層地盤モデル構築に関する研究」 

2017.7.25 名古屋商工

会議所ビル

AIJ 東海支部

会議室 

高橋広人 

(名城大学) 

13名 

日本建築学会東海支部講演会「日本の木地色付け技術と

岐阜県近代和風建築」 

2017.7.29 名古屋工業

大学 

24 号館 2421

教室 

窪寺 茂 

(建築装飾技術

史研究所所長) 

28名 

親と子の都市と建築講座 

「建物のエネルギー利用を見てみよう 

  

   ⇒台風5号による大雨・暴風警報発令のため中止 

2017.8.7 東邦ガス緑浜

工場他 

  

人口減少時代おける地域住民組織によるエリアマネジメ

ント 

2017.9.16 名古屋都市

センター 

11階ホール 

保井美樹氏 

(法政大学) 

他4名 

51名 

研究会「地震動予測関連、地震動記録からの永久変位の

抽出・推定、および歴史地震関連資料の整備」 

2017.9.27 名古屋商工

会議所ビル

AIJ 東海支部

会議室 

平井敬 

(名古屋大学) 

16名 

建築ライフワークについて 2017.10.6 名古屋商工

会議所ビル

AIJ 東海支部

会議室 

謡口志保 

(ウタグチシホ

建築アトリエ） 

8名 

フライアッシュを活性フィラーとしたジオポリマーモル

タルの圧縮強さ特性とフロー値の経時変化に関する研究 

2017.11.10 名古屋商工

会議所ビル

AIJ 東海支部

会議室 

犬飼利嗣（岐阜

工業高等専門

学校） 

11名 
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住空間に用いる内装木材に対する認識と評価からみる

建築想像論 

2017.12.11 

 

 

名古屋商工

会議所ビル

AIJ東海支部

会議室 

坂口大史 

（日本福祉大

学） 

8名 

環境工学委員会講演会 

光の波長と快適性に関する心理・生理評価 

2017.12.22 

 

中部大学三

浦記念会館 

8C講義室 

岡本洋輔 

（大同大学） 

10名 

講演会 

新しいまちづくりをささえるエネルギーシステム 

2018.1.19 今池ガスビ

ルプラチナ

ルーム 

Lee Dong-Won 

(韓国エネル

ギー技術研究

所) 

他2名 

28名 

東海支部若手設計者作品紹介 2018.2.19 

 

名古屋大学

ES総合館 

髙橋勉

（NTTF） 

他3名 

20名 

歴史意匠研究懇談会「鉄鋼業都市の形成と大火復興に

よる再開発−日本製鐵と秋田県大館市を事例に−」 

2018.2.20 

 

名古屋大学 

ES総合館 

035教室 

角 哲 

(名古屋市立大

学) 

15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 

岡崎市内まちづくり先進事例 

(松本町、松應寺横丁の再生他) 

2017.4.22 

 

支部都市計画委員会 33名 

御園座共同ビル新築工事 2017.5.26 支部材料施工委員会 28名 

（仮称）錦二丁目計画 2017.9.22 支部材料施工委員会 30名 

愛知県半田市役所 2017.11.27 支部構造委員会 25名 

岐南町庁舎（ｋｗ＋ｈｇ）、北方町庁舎（CAｎ） 2017.12.2 支部設計計画委員会 33名 

愛知学院大学 名城公園キャンパス 2018.2.21 支部環境工学委員会 12名 

「紙屋 旧鈴木家住宅（国指定重要文化財）」修理工事現

場 

2018.3.27 

 

支部歴史意匠委員会 10名 

 
(4)展示会 

名称 開催日 会場 参加者 

2017年度支部共通事業全国大学・高専卒業設計展示会 2017.6.29 

～7.2 

岐阜市立女子短期大学 92名 

まちづくり広場・東海2017 

 

2017.9.12 

～24 

名古屋都市センター11階展示

コーナー 

1793名 

2017年度支部共通事業全国大学・高専卒業設計展示会 2017.10.28 

～30 

名古屋大学ＥＳホール 140名 

2017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 

2018.2.19 

～20 

名古屋大学ＥＳ総合館２Ｆ － 

 

(5)教育・文化事業 
 1)建築文化週間 

①建築ウォッチング「中京テレビ新社屋見学―日本の真ん中、名古屋の真ん中から、あなたの真ん中へ。テレビの現場」 
日 時：2017.10.14（土） 
場 所：中京テレビ社屋 
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参加者：32名 
 2)親と子の都市と建築講座 

①「建物のエネルギー利用を見てみよう」 
日 時：2017.8.7（月） ※台風５号の影響により中止 
会 場：東邦ガス 緑浜工場・東邦ガス ガスエネルギー館 
主 催：日本建築学会東海支部環境工学委員会 
参加者：親子21名参加予定だった 

 
(6)表彰 
1）2017年度支部共通事業設計競技支部入選者の表彰 

  小島悠睴(名古屋大学)他 2名，小室昂久(日本大学)他 3名，小澤巧太郎(東京大学)他 1名，片岡裕貴(名古屋大学)他 3
名、明庭久留実(豊橋技術科学大学)他3名，水口敬悠(名古屋工業大学)他2名，竹田幸介(名古屋工業大学) 

2）2017支部研究集会における学生（学部・修士課程）優秀講演者15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）2017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：伊藤洋介 （名古屋工業大学），佐藤一郎 （愛知県庁（名古屋大学在籍時の業績）） 

作品賞：一般部門/髙橋 勉（NTTファシリティーズ），住宅部門/鈴木崇真（鈴木崇真建築設計事務所） 
4）東海支部管内工業高等学校建築科優秀卒業者の27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8名，静岡県7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 

なし    

 
 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

2017 

2017.3.31締切 

展示5.23～6.4 

名古屋都市センター

11Ｆ 

日本建築家協会東海支部 

日本マンション学会2017名古屋大会 2017.4.22～

4.23 

椙山女学園大学（星

が丘キャンパス） 

日本マンション学会中部支部 

「まちとすまいの集い」 2017.10.7 名古屋大学環境総合

館１階レクチャー

ホール 

名古屋大学都市環境学専攻建

築学コース 

第47回建築総合展NAGOYA2017 

 

2017.10.12 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34回JIA東海支部設計競技「21世紀の

戦後住宅」 

2017.10.13締切 

公開審査 

10.21 

TOTOテクニカルセン

ター名古屋 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 2017.10.20 名城大学ナゴヤドー

ム前キャンパス レ

セプションホール 

照明学会東海支部 

2017年度ＣＭ講演会 2017.11.2 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」 

2018.2.16 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 

名古屋市立大学 芸術工学部 

建築都市デザイン学科 

2017年度第２回ＣＭ講演会 2018.2.26 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 

「コンクリートセミナー」 2018.3.8 ルブラ王山 セメント協会 

 
3)協 賛 
  な し 

 



 6 

○支所関係 

１．静岡支所 

①総 会（運営委員会） 

 日 時：2017.7.5(水) 

 会 場：静岡理工科大学会議室（袋井市） 

 参加者：19名 

 議 事：支所役員の選出，2016年度事業報告･決算報告，2017度事業計画･予算決定 

②講演会 

Ⅰ静岡県建築文化研究会講演会 

    「意識のデザイン」 

 日 時：2017.11.17(金) 

 会 場：静岡市産学交流センターペガサートプレゼンテーションルーム（静岡市葵区） 

 参加者：77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：谷尻誠氏（建築家） 

Ⅱ 公共建築の日記念講演会 

「建築のレガシー」 

 日 時：2017.11.30(木) 

 会 場：静岡県産業経済会館大会議室（静岡市葵区） 

 参加者：77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：深尾精一氏（首都大学東京名誉教授） 

③見学会 

Ⅰ「静岡理工科大学建築学科棟」 

 日 時：2017.7.5(水) 

会 場：静岡理工科大学（袋井市） 

 参加者：32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」 

 日 時：2018.2.9(金) 

会 場：富士山世界遺産センター（富士宮市） 

 参加者：28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：2017.6.3(土) 

 会 場：岐阜市民会館・会議室48 

 出席者：9名(委任状76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：2017.4.19(水) 

 会 場：岐阜市ハートフルスクエアーＧ・小研修室 

 議 題：優秀作品展入賞者審査等、総会について 

 出席者：10名 

Ⅱ第2回運営会議 

 日 時：2017.5.30(火) 

 会 場：じゅうろくプラザ 研修室6 

 議 題：支所総会・講演会の実施について 

 出席者：8名 

Ⅲ第3回運営会議 
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 日 時：2017.9.20(水) 

 会 場：岐阜市ハートフルスクエアーＧ・研修室30 

 議 題：見学会・作品展の実施、次年度事業・予算等について 

 出席者：9名 

Ⅳ第4回運営会議 

 日 時：2018.1.17(水) 

 会 場：岐阜市ハートフルスクエアーＧ・小研修室 

 議 題：作品展の準備スケジュールと分担、作品展ポスターについて 

 出席者：9名 

③講演会 

Ⅰ「岐阜柳ケ瀬商店街の振興について」 

  日 時：2017.6.3(土) 

 会 場：岐阜市民会館・会議室48 

 参加者：13名 

 主 催：日本建築学会東海支部岐阜支所 

 講 師：岡田さや加 氏（ミツバチ食堂・ツバメヤ） 

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：2018.3.3(土) 

 会 場：岐阜市民会館・展示ギャラリー 

 参加者：58名 

 主 催：日本建築学会東海支部岐阜支所 

 講 師：山田浩史、武藤圭太郎ほか 

④見学会等 

    「可児市子育て健康プラザ」見学会 

 日 時：2017.11.18(土) 

 会 場：可児市可児駅東地区 

参加者：20名 

⑤展示会等 

Ⅰ全国大学・高専卒業設計展示会 

 日 時：2017.6.29(木)～7.2(日) 

 会 場：岐阜市立女子短期大学 

 参加者：92名 

Ⅱ第17回 ぎふ建築・生活・芸術系学生・生徒優秀作品展 

 日 時：2018.3.2(金)～3.4(日) 

 会 場：岐阜市民会館・展示ギャラリー 

 参加者：126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 

 協 賛：総合資格学院 岐阜校 

 

３．三重支所 

①総 会 

 期 日：2017.7.15(土) 

 会 場：三重大学工学部建築学科2階計画系演習室 

 出席者：102名（委任状含む） 

 議 事：2016年度事業・決算報告，2017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2017.5.23(火)18:00-20:00 

     第2回2017.6.20(火)（通信会議） 

     第3回2017.10.24(火)18:00-20:00 

     第4回2018.3.29(木)18:00-20:00 

 会 場：三重大学工学部建築学科2階会議室2 

③講演会 

 Ⅰ「公共施設整備の新しい傾向〜三重県総合博物館整備を中心に〜」  

  日 時：2017.7.15(土）14:30〜16:30 
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  会 場：三重大学工学部建築学科2階計画系演習室 

  参加者：17名（講師1名含む） 

  主 催：日本建築学会東海支部三重支所 

  共  催：なし 

  講 師：安藤亨（三重県伊勢建設事務所 建築開発室長（当時）） 

Ⅱ「住宅設計の考え方と近作について 自作の設計思想とイメージの源泉」 

  日 時：2017.8.5(土)13:30〜15:45 

  会 場：三重県立美術館講堂 

  参加者：133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：横内敏人氏（京都造形芸術大学環境デザイン学科教授） 

④見学会 

    「伊賀市庁舎見学会」 

 日 時：2017.10.28(土)10:00〜17:00 

 参加者：32名（内会員6名） 

⑤展示会等 

   該当なし 

 

 


