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第1号議案(1) 

2018年度事業報告書 

○会合 

1. 通常総会 

2018年5月26日（土）14:10より15:00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109

名（内委任状による出席者は77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 2017年度事業報告，および2017年度収支決算報告に関する件 

第2号議案 2018年度事業計画（案）報告，および2018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                  4回 

(3) 環境工学委員会                4回 

(4) 設計計画委員会                5回 

(5) 都市計画委員会                 4回 

(6) 歴史意匠委員会                 4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 

 2019年2月18日（月）9時30分より17時00分まで，2月19日（火）9時00分より15時30分まで，大同大学

において研究集会を行った。発表題数150題（構造系65題，環境系9題，計画系76題）で，参加者は265名であっ

た。 

 同時に，支部主催のシンポジウム「建築と学際研究」を，大同大学 Ｂ棟 2階 B0202講義室で2月18日（月）

14時00分～17時00分に開催した。 

参加者は38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：西澤泰彦（東海支部歴史意匠委員会委員長 名古屋大学） 

3. 講演：古川忠稔（名古屋大学），光田 恵（大同大学），鈴木賢一（名古屋市立大学），溝口正人（名古屋市立

大学） 

まとめ：西澤泰彦（名古屋大学） 

 

(2) 2018年度支部共通事業・日本建築学会設計競技支部審査 

   課題『住宅に住む、そしてそこで稼ぐ』への応募作品は28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。2018年度審査委員会委員は，伊藤孝紀（名古屋工業大学），橋本雅好（椙山女学園大学），丹羽哲

矢（clublab.一級建築士事務所），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) 2018年度日本建築学会「作品選集2019」支部選考 

 応募件数は40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18点を決定した。2018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），栗原健太郎（studio velocity 

一級建築士事務所），鈴木雄一郎（久米設計），吉田賢吾（ジェイテクト），松井智哉（豊橋技術科学大学）の７名

である。 

 

(4) 2018年度日本建築学会東海賞募集選定 

 2018年8月31日(金)締切で募集を行い，論文賞4点，作品賞3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。2018年度選定委員会は，委員長山

羽 基(中部大学)他20名である。 

 

(5) 支部研究助成 

設計計画委員会「東海地方の建築アーカイブの普及啓発」 

 

(6)その他 

 

 

2. 指導普及に関するもの 

(1) 講習会 

2018年度日本建築学会支部共通事業 

「鉄筋コンクリート構造計算規準」改定講習会改定講習会 
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 市之瀬敏勝（名古屋工業大学），他3名 

 2018年12月14日(金)，名古屋商工会議所ビル2Fホール，参加者134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 

     

  
2)支部主催 

名称 期日 会場 講師 参加者 

ＴＥＳＳＥＮと仕事＠カヤバ・シズオカ・イヌヤマ 2018.4.13 名古屋商工

会議所ビル 

鴻池慎二、大木

壯太（ＴＥＳＳ

ＥＮ） 

14名 

研究会「津波漂流船舶の衝突に対する建築物の安全性に

関する研究」 

5.8 

 
AIJ 東海支部

会議室 

浅井竜也 

(名古屋大学) 
11名 

2027年にむけた名古屋のクリエイティブ戦略 5.29 クリエイティ

ブラウンジ・

くりばこ 

伊藤孝紀（名古

屋工業大学） 

13名 

ベストプレイスのつくり方 7.24 日建設計名

古屋オフィス

sakae-ba400 

平野章博（日建

設計） 

13名 

研究会「鉄筋コンクリート造柱梁接合部における接合部

降伏破壊」 

8.6 

 
AIJ 東海支部

会議室 

楠原文雄 

(名古屋工業大

学) 

14名 

イブニングセミナー「フレッシュコンクリートの流動解

析について」 

9.14 金城学院大

学サテライト 

上原義己（岐阜

工業高等専門

学校） 

10名 

つくるしくみをつくる 9.27 名古屋商科

大学名古屋

キャンパス丸

の内タワー 

白川 在（金城

学院大学） 

10名 

講演会「技術と人の力で深化する建築現場の生産性向上」 11. 9 

 
名城大学名

古屋ドーム

キャンパス 

レセプション

ホール 

木谷宗一（(株)

竹中工務店）, 

北村浩一郎（鹿

島建設(株)） 

46名 

安井研究室の設計教育 11.29 名古屋商工

会議所ビル 

安井秀夫（愛知

工業大学） 

10名 

親と子の都市と建築講座 12.2 揚輝荘 橋本雅好（椙山

女学園大学）、

堀部篤樹（○○

建 築 ワ ー ク

ショッパー）、

寺井真理（環境

建築コーディ

ネーター）、加

藤悠介（金城学

院大学） 

35名 

環境工学研究会「家庭用WSSデシカントユニットの開

発と自動制御導入効果の検討」 

12.21 

 
中部大学名

古屋キャン

パス8C会議

鍋島佑基（豊

橋技術科学大

学） 

10名 
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室 

高蔵寺ニュータウン視察及びパネルディスカッション 2019.2.2 グルッポふ

じとう 

水野真一（春

日井市ニュー

タウン創生課

長）、五十嵐

和晃（ＵＲ中

部団地Ｍ）、

石川勇三（高

蔵寺まちづく

り㈱営業企画

部長）、納村

信之（名古屋

商科大学） 

31名 

研究会「構造力学研究の課題と展望 」 2.18 

 
AIJ東海支部

会議室 

荒木慶一 

(名古屋大学) 
15名 

歴史意匠研究懇談会「中国における租界の開発と変容—

天津の英租界を事例として—」 

2.19 

 
大同大学 

滝春キャン

パスB0210 

劉 一辰（豊

橋技術科学大

学） 

20名 

講演会「新しい木質構造のはなし 構造解析・防耐火・

設計施工」 

3.8 椙山女学園

大学 

中川貴文（京
都大学） 
鈴木淳一（国
総研） 

清水人美（三

四五建築研究

所） 

63名 

柳澤先生のこれまでのあゆみと後進へのメッセージ 3.13 名古屋大学

ES総合館 

柳澤 忠（名
古屋大学名誉
教授） 

50名 

 

3)他学協会と共催 

名称 期日 会場 講師 参加者 

講演会「町田市多摩川学園地区まちづくりの階のまちづ
くり活動の紹介～まちの価値を住民で共有するためのさ
まざまな試み～」 

2018.9.22 
 

名古屋都市
センター11
階ホール 

高見沢邦郎(首
都大学東京名
誉教授) 
木村真理子(木
村建築研究所
主宰) 

32名 

 

(3)見学会 

見学場所 開催日 主催 参加者 

岐阜市歴マチ計画の実践(河原町他) 2018.4.14 支部都市計画委員会 33名 

名古屋市公会堂耐震化工事現場 2018.4.28 

 
支部歴史意匠委員会 21名 

愛知県常滑市セントレア「愛知県国際展示場」 2018.5.31 支部構造委員会 ２５名 

東建 栄タワーヒルズ新築工事 2018. 7.13 

 
支部材料施工委員会 28名 

岐南町庁舎（kw+hg）、北方町庁舎（CAn） 2018.12. 2 

 
支部設計計画委員会 33名 

高蔵寺ニュータウン及びグルッポふじとう（旧藤山台東小学

校 

2019.2.2 支部設計計画委員会 31名 

みなとアクルス 2019.2.19 

 
支部環境工学委員会 8名 

 
(4)展示会 
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名称 開催日 会場 参加者 

2018年度支部共通事業全国大学・高専卒業設計展示会 2018.6.28 

～6.29 
岐阜市立女子短期大学 87名 

まちづくり広場・東海2018 9.19 

～22 
名古屋都市センター11階展示

コーナー 

620名 

2018年度支部共通事業全国大学・高専卒業設計展示会 10.30 

～4 
名古屋都市センター 748名 

2018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 

2019. 2.18 

～19 
大同大学B棟2F － 

 

(5)教育・文化事業 
 1)建築文化週間 

①建築ウォッチング「ミツカンミュージアムを巡る」 
日時：2018.10.13（土） 
場所：ミツカンミュージアム 
参加者：31名 

2）親と子の都市と建築講座 
①「建築を探検しよう！子ども建築おもしろエクササイズ」 
日時：2018.12.2（日） 10：00～13：00 
会場：揚輝荘（名古屋市千種区法王町2-5-17） 
主催：日本建築学会東海支部設計計画委員会 
参加者：14 組35 名(小学生13 名、未就学児6 名、大人16 名) 

 
(6)表彰 
1）2018年度支部共通事業設計競技支部入選者を支部研究集会時に表彰。 

  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）2018年度日本建築学会東海支部学生優秀学術講演賞受賞者の表彰。支部研究集会における学生（学部・修士課程）優秀
講演者14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）2018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：望月要佑 君（新日鉄住金エンジニアリング（株）（豊橋技術科学大学在籍時の業績）），水谷晃啓 君（豊
橋技術科学大学） 

作品賞：一般部門/安藤寿孝 君（株式会社竹中工務店），住宅部門/永冶祐太 君（永冶建築研究所） 
4）東海支部管内工業高等学校建築科優秀卒業者の25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7名，静岡県6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

2018 

2018. 3.30締切
展示 

5.22～ 6. 3 

名古屋都市センター

11Ｆ 

日本建築家協会東海支部 

世界劇場会議名古屋 フォーラム2018 6. 1 

 
愛知県産業労働セン

ター「ウインクあい

ち」大会議室902 

世界劇場会議名古屋 

「コンクリートと繊維分野での界面活性剤

の応用」に関する見学会・講演会 

7.10 竹本油脂㈱研究棟

ホール(６Ｆ) 

日本材料学会東海支部 

「シュリンキングシティ日米研究交流セミ

ナー名古屋2018」 

研究集会9.22 

講演会・シンポ

ジウム 9.23 

名城大学ナゴヤドー

ム前キャンパス南館 

シュリンキングシティ研究会 
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第48回建築総合展NAGOYA2018 

 
10.11～13 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 

「あかりの日」講演会 10.19 名古屋工業大学ＮＩ

Ｔｅｃｈ Ｈａｌｌ 

照明学会東海支部 

公開講演会「人の行動を誘発する環境デザ

イン」 

11.10 名古屋市立大学 北

千種キャンパス 芸

術工学部１Ｆ・M101

教室 

名古屋市立大学芸術工学部 

環境デザイン研究所  

「建築はよみがえる」見学会・シンポジウ

ム 

12. 1 上野西小学校多目的

ホール 

ＤＯＣＯＭＯＭＯJapan 

第35回JIA東海支部設計競技「＜帝国＞

と向きあうわたしの住まい」 

10.27  
公開審査 

12. 1 

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 

公開講座「公共建築の設計プロポーザルに

おける環境設備について考える」 

12. 7 名城大学ナゴヤドー

ム前キャンパス西館 

空気調和・衛生工学会 中部

支部 

「まちとすまいの集い」 12.15 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 

「コンクリートセミナー」 2019. 1.31 ルブラ王山 セメント協会 

「名古屋大学×名古屋市立大学 2年生設

計演習 合同講評会」 

2.19 

 
名古屋大学減災館 

1階 減災ホール 

名古屋市立大学 芸術工学部 

建築都市デザイン学科 

2018年度第3回CM講演会 3.14 中京テレビ放送㈱プ

ラザ-Ｃ 

日本コンストラクション・マ

ネジメント協会 

 
3)協 賛 
  な し 

 
○支所関係 

１．静岡支所 

①総 会（運営委員会） 
   日 時：2018.7.11 
   会 場：ふじのくに地球環境史ミュージアム会議室（静岡市） 
   参加者：13名 
   議 事：支所役員の選出，2017年度事業報告･決算報告，2018度事業計画･予算決定 

②講演会 
Ⅰ 公共建築の日記念講演会 
「公共建築物を活かしたまちづくり」 

   日 時：2018.11.22 
   会 場：静岡県産業経済会館大会議室（静岡市葵区） 
   参加者：84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：松永安光氏（建築家）、安原幹氏（建築家） 

Ⅱ静岡県建築文化研究会講演会 
  「建築という多様性」 
   日 時：2019.2.20 
   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：92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：栗原健太郎氏（建築家） 

③見学会 
Ⅰ「ふじのくに地球環境史ミュージアム」 

   日 時：2018.7.11 
会 場：ふじのくに地球環境史ミュージアム（静岡市） 
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   参加者：17名 
   主 催：日本建築学会東海支部静岡支所 

Ⅱ「日本平夢テラス」 
   日 時：2019.2.13 

会 場：日本平夢テラス（静岡市） 
   参加者：18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：2018.5.27 
   会 場：ドリームシアター岐阜 
   出席者：6名(委任状80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：2018.4.5 
   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：2018.8.9 
   会 場：岐阜市ハートフルスクエアーＧ・小研修室 
   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：5名 
  Ⅲ第3回運営会議 
   日 時：2019.1.16 
   会 場：岐阜市ハートフルスクエアーＧ・研修室30 
   議 題：作品展の準備ｽｹｼﾞｭｰﾙと分担、作品展ﾎﾟｽﾀｰについて 
   出席者：9名 
  ③講演会 
  Ⅰ「都市の活性と地域マネジメント」 
       日 時：2018.5.27 
   会 場：ドリームシアター岐阜 
   参加者：15名 
   主 催：日本建築学会東海支部岐阜支所 
   講 師：出村嘉史 氏（岐阜大学） 
  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：2019.3.10 
   会 場：岐阜市民会館・展示ギャラリー 
   参加者：74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 
   「可茂衛生施設利用組合新火葬場」見学会 
   日 時：2019.1.15 
   会 場：美濃加茂市蜂屋町 

参加者：29名 
  ⑤展示会等 
  Ⅰ全国大学・高専卒業設計展示会 
   日 時：2018.6.28～6.29 
   会 場：岐阜市立女子短期大学 
   参加者：87名 
  Ⅱ第18回 ぎふ建築・生活・芸術系学生・生徒優秀作品展 
   日 時：2019.3.8～3.10 
   会 場：岐阜市民会館・展示ギャラリー 
   参加者：138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 
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３．三重支所 

①総 会 
   期 日：2018年7月7日（土） 
   会 場：三重大学工学部建築学科２階計画系演習室（4207） 
   出席者：77名（委任状含む） 
   議 事：2017年度事業・決算報告，2018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2018年5月22日（火）18:00-20:00 

     第2回2018年6月28日（木）（通信会議） 
     第3回2018年10月9日（火）18:00-20:00 
     第4回2019年3月19日（火）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「吉田五十八の住宅作品」  
    日 時：2018年7月7日（土）14:30〜16:30 
    会 場：三重大学工学部建築学科２階計画系演習室（4207） 
    参加者：15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：大井隆弘 
  Ⅱ「進化する箱の家1995-2018」 
    日 時：2018年8月4日（土）13:30〜15:30 
    会 場：三重県立美術館講堂 
    参加者：148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：難波和彦氏（東京大学名誉教授・難波和彦＋界工作舎代表） 
  ④見学会 

  該当なし 
  ⑤展示会等 
    該当なし 

 

  


