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第1号議案(1) 

2021年度事業報告書 

○会合 

1. 通常総会 

2021年 5月 22日（土）11:40より 12:30までオンライン会場にて開催した。定足数確認時の出席者数は 137名（内委

任状による出席者は99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 2020年度事業報告，および2020年度収支決算報告に関する件 

第2号議案 2021年度事業計画（案）報告，および2021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) 男女共同参画推進委員会            2回 

(8) 学生優秀学術講演賞委員会                   1回（メール審議） 

 

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                5回 

(4) 設計計画委員会                5回 

(5) 都市計画委員会                 5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 

 名古屋市立大学を会場に開催の予定であったが，新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を鑑み，以下の通りオ

ンライン開催とした。 

 2022年2月22日（月）9時30分より11時59分まで，2月23日（火）9時30分より15時44分まで，Zoomによ

るオンラインにおいて研究集会を行った。発表題数127題（構造系44題，環境系12題，計画系71題）で，参加者

は360名であった。 

 同時に，支部主催のシンポジウム「建築を取り巻く関係性の再構築 ―素材と人材からみた新たなデザイン―」を，

東海支部会議室及び Zoomウェビナーによるオンライン会場で 2月 21日（月）13時 00分～15時 00分に開催した。 

参加者は111名であった。 

1. 支部長挨拶：河辺伸二（名古屋工業大学） 

2. 司会・進行：秋田美穂（愛知産業大学） 

3. 趣旨説明：谷田真（名城大学：設計計画委員会委員長） 

講演：家成俊勝（dot architects/京都芸術大学），宇野勇治（愛知産業大学），水野太史（水野製陶園ラボ） 

コーディネーター 佐藤布武（名城大学） 

 

(2) 2021年度支部共通事業・日本建築学会設計競技支部審査 

 課題『まちづくりの核として福祉を考える』への応募作品は48点であった。東海支部会議室において審査の結果，

10点を支部入選とした。2021年度審査委員会委員は，夏目欣昇（名古屋工業大学），米澤隆（大同大学），塩田有

紀（塩田有紀建築設計事務所），佐々木勝敏（佐々木勝敏建築設計事務所），小野寺一成（三重短期大学）の5名で

ある。 

 

(3) 2021年度日本建築学会「作品選集2021-2022」支部選考 

 応募件数は 53 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 16 点を決定した。作品選集支部選

考部会は，夏目欣昇（名古屋工業大学），長谷川 寛（竹中工務店），冨田昌志（伊藤建築設計事務所），浅井裕雄

（裕建築計画 /愛知産業大学・中部大学），吉村昭範 （D.I.G Architects /大同大学）,諸江一紀（諸江一紀建築

設計事務所）,久野紀光（名古屋市立大学）,古川忠稔 (中部大学），尹 奎英（名古屋市立大学）の 9名である。 

 

(4) 2021年度日本建築学会東海賞募集選定 

 2021年8月31日(火)締切で募集を行い，論文賞2点，作品賞10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3名（一般部門2名・住宅部門各1名）の受賞を決定した。2021年度選定委員会は，委

員長太幡英亮（名古屋大学）他20名である。前年度に新型コロナウイルス感染症拡大の影響により作品賞の選定が

なかったことから，本年度は応募規定を緩和し，例年より多い受賞作を選定した。 

 

(5) 支部研究助成 

 設計計画委員会「東海の建築アーカイブ」 

 

(6)その他 

 なし 



 5 

 

2. 指導普及に関するもの 

(1) 講習会 

  1) 支部共通事業講習会 

期日 名称 会場 講師 参加者数 

なし     

   2) 本部委員会主催講習会 

期日 名称 会場 講師 参加者数 

なし     

3) 支部主催講習会 

期日 名称 会場 講師 参加者数 

なし     

 

(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 

研究協議会「これからの感染症対策と環境工学～2020-21

年・COVID-19から何を学ぶべきか～」 

2021. 9.10 オンライン

（Zoom ウェ

ビナー） 

柳宇（工学院大

学）他7名 

177名 

  

  2) 支部主催 

名称 期日 会場 講師 参加者 

[設計計画]作品事例 

  

2021. 5.11 オンライン 伊藤維（伊藤維

建築設計事務

所） 

9名 

[男女共同参画推進]キャリアビジョン実現に向けて～建

築系学科卒業の社会⼈との交流会～ 

2021. 5.23 

 

オンライン 渡會奈都美(春

日井市役所)，

他2名 

32名 

[構造]研究会「鋼構造部材の局部座屈と柱梁溶接接合部

の疲労破壊」 

2021. 5.25 オンライン 佐藤公亮（三重

大学） 

20名 

[設計計画]作品事例 2021. 7. 8 オンライン 岡村裕次（名古

屋女子大学） 

17名 

[歴史意匠]2021年度日本建築学会東海支部講演会「コレ

クションの体系性、展示の意外性──野外博物館と美術

館」 

2021. 7.10 オンライン 中川武（博物館

明治村），他2

名 

56名 

[構造]研究会「鉄筋コンクリート造の限界耐力計算にお

ける応答変位の算定精度向上に向けた建築物の振動減衰

性状の評価方法の検討」 

2021. 7.29 

 

オンライン 浅井竜也（名古

屋大学） 

15名 

[設計計画]作品事例 2021. 9.30 オンライン 久保久志（東畑

建築事務所） 

13名 

[材料施工]イブニングセミナー 

「高性能 AE 減水剤成分の最適化による暑 中コンク

リートのフレッシュ性状および強度発現性状改善に関す

る研究」 

2021.10. 5 

 

オンライン 國岡潤（大成建

設） 

14名 

[男女共同参画推進]建築業界を取り巻く職業と男女共同

参画～採用担当者との交流会～ 

2021.10.30 

 

オンライン 大橋茉林(大成

建設(株)，他3

名 

50名 

[構造]研究会「土砂崩れとうまく付き合うために」 2021.11. 2 

 

オンライン 内藤直人（豊橋

技術科学大学） 

16名 

[設計計画]作品事例 2021.11.26 オンライン 溝口周子（名古

屋造形大学） 
6名 
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[材料施工]イブニングセミナー 

「セメントモルタルのセラミック化に関する研究」、

「高曲げ強度モルタル･コンクリートに関する研究」

「職業訓練大学校の紹介」 

2021.12. 7 

 

オンライン 三田紀行(三重

大学) 

13名 

[環境工学]講演会「環境工学の観点から考えるSDGs」 2022. 2.16 

 

オンライン 川久保 俊（法

政大学），西岡

徹人（SUNSHOW 

GROOUP） 

56 名 

[環境工学]委員会研究会 

「建物外皮の日射反射特性を考慮した都市の温熱環境

及び建物省エネルギーに関する研究」 

2022. 3. 7 オンライン 袁 継輝（豊橋

技術科学大学） 

11 名 

[都市計画]まちづくり講演会 2022. 1. 8 

 

オンライン

（Zoomウェ

ビナー） 

山村崇（早稲田

大学），他1名 

46名 

[設計計画]戦後日本におけるプレハブ住宅の展開 2022. 1.28 オンライン 竹内孝治（愛知

産業大学） 

7名 

[歴史意匠]研究懇談会「ブラジル・旧レジストロ植民

地における日系移民住宅の特徴」 

2022. 2.22 オンライン 田中和幸（近畿

大学高専） 

31名 

[男女共同参画推進]建築系分野の研究と専門職～専門

職で働く建築系分野の卒業生との交流会～ 

2022. 2.22 

 

オンライン 戸塚真里奈（千

葉大学），他2

名 

33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 

大同大学新校舎（X棟） 2021. 8.25 

 

環境工学委員会 15名 

豊橋市における再開発事業、エリアマネジメント活

動、商店街活動 

2021.12.12 

 

都市計画委員会 23名 

建中寺修理工事現場見学会（愛知県名古屋市） 2022. 1.22 歴史意匠委員会 14名 

 

(4)展示会 

名称 開催日 会場 参加者 

2021年度支部共通事業全国大学・高専卒業設計展示会 2021.10.21

～ 23 

静岡理工科大学 45名 

2021年度支部共通事業全国大学・高専卒業設計展示会 2021.12. 7 

～ 12 

名古屋工業大学で開催予定で

あったが、コロナ対策で大学

側が施設利用を認めないため

中止 

－ 

 

(5)教育・文化事業 

  1) 建築文化週間 

建築ウォッチング 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

  2）親と子の都市と建築講座 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 
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(6) 外部への提言ならびに助言 

支部長を名義とする「旧羽島市庁舎の保存活用に関する要望書」を、2022年 3月 3日(木)に羽島市長と同市議会

議長に提出した。市議会の意向を受けて、支部歴史意匠委員会を名義とする「旧羽島市庁舎保存活用計画検討案」を、

2022年3月22日(火)に同市議会議員勉強会にて発表した。 

 

(7)表彰 

  1）2021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 

原裕貴(名城大学）他3名、瀧澤幹人（千葉大学）他1名、林凌大（愛知工業大学）他3名、河内駿（愛知工業大学）

他 4名、中村茉生(名古屋大学)他 3名、園山遥穂(早稲田大学)他 2名、大薮聖也（愛知工業大学）他 2名、横田勇

樹(名古屋大学)他1名、平邑颯馬（愛知工業大学）3名、井野雄太(名古屋大学)他1名 

  2）2021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13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）2021年度日本建築学会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：楠川充敏 君（株式会社 三上建築事務所（名古屋市立大学在籍時の業績））,櫃本聡子 君（明治村（名古

屋工業大学在籍時の業績）） 

作品賞：一般部門/花村和也 君（株式会社東畑建築設計事務所），片桐雄歩 君（株式会社日建設計），住宅部門

/後藤周平 君（株式会社後藤周平建築設計事務所） 

  4）東海支部管内工業高等学校建築科優秀卒業者の26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7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

2021 

2021. 5.29 Zoomによるリモート審査 日本建築家協会東海支部 

「あかりの日」記念講演会 2021.10.21 オンライン （一社）照明学会東海支部 

第37回JIA東海支部設計競技「血のつな

がらない家族の家」 

一次審査 

2021.10.30 

二次審査 

11.20 

TOTOテクニカルセンター 

プレゼンルーム1・2 

リモート 

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2021 2021.12.10 愛知芸術文化センター12

階アートスペースA 

世界劇場会議名古屋 

「BSCACx事例シンポジウム in 中部 

－2050年カーボンニュートラルの実現に

向けた低炭素化社会を目指すには―」 

2022. 1.21 

 

Zoom配信 特定非営利法人建築設備コ

ミッショニング協会 

 

  3) 協賛 

なし 
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○支所関係 

１．静岡支所 

①総 会 

なし 

②運営委員会 

 日 時：2021年4月26日 

 会 場：静岡市産学交流センター（ペガサート）7階大会議室（静岡市葵区） 

 参加者：22名 

 議 事：支所長の選出、2020年度事業報告･決算報告、2021度事業計画･予算決定、支所規程の変更 

  

③講演会 

Ⅰ「脱炭素社会の実現に向けた「ZEBの推進」」 

 日 時：2021年11月11日 

 会 場：WEB開催 

 参加者：160名 

 主 催：静岡県公共建築推進協議会 

 共  催：（一社）公共建築協会、日本建築学会 

 講 師：若林亮氏（(株)日建設計）、吉川浩司氏（鈴与建設(株)）、田中新一郎氏(中村建設(株)） 

Ⅱ「これからの地域の建築家の役割」 

 日 時：2021年12月9日 

 会 場：静岡市産学交流センター（ペガサート）6階プレテンルーム、オンライン のハイブリッド 

 参加者：会場21名、Web182名 

 主 催：（一社）静岡県建築士事務所協会 

 共 催：（公社）静岡県建築士会、（公社）日本建築家協会東海支部静岡地域会、（一社）静岡県建設業協会、 

     日本建築学会 

 講 師：内藤廣氏(建築家、東京大学名誉教授) 

④見学会 

 なし 

⑤展示会等 

 なし 

 

２．岐阜支所 

①総 会 

 なし 

②運営会議 

 なし 

③講演会 

 なし 
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④見学会等 

 なし 

⑤展示会等 

 なし 

 

３．三重支所 

①総 会 

 なし 

②運営委員会 

 日 時：第1回2021年06月08日（火）  

     第2回2021年09月14日（火） 

     第3回2022年02月15日（火） 

 会 場：オンライン会議 

③講演会 

Ⅰ 講演会①：中止 

Ⅱ 講演会②：伊礼智「心地よさのものさし」 

 日 時：2021年11月13日（土） 

 場 所：なし（オンライン開催） 

④見学会 

 なし 

⑤展示会等 

 なし 

  


