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公益社団法人日本建築家協会東海支部愛知地域会 

2020年度通常総会 議事次第 

 

日 時 ２０２０年 ５月１５日（金）１３：００～１３：４０ 

場 所 日本建築家協会 東海支部事務局 

（名古屋市中区栄四丁目３番２６号） 

 

１．物故会員に対し黙祷 

    ２．開会宣言 

    ３．議長選出 

４．議事録署名人の選任 

    ５．議事 

      第１号議案 2019年度事業報告承認の件 

      第２号議案 2019年度収支決算（監査報告）承認の件 

      第３号議案 役員選任に関する件       

  ６．報告 

      ①2020年度事業計画 

      ②2020年度予算 

    ③学生会員の会費について 

７．閉会宣言 
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第１号議案 2019年度事業報告承認の件              

１．2019年度報告 

2019 年度は年明けのコロナウィルスの影響を受け中止や延期になる事業がありましたが、活発に

さまざまな活動を行いました。事業としては確認検査機関による法規セミナー、名古屋市立猪高小学

校での５年生を対象とした建築教室、名古屋市立大学での講義などを行いました。建築教室につきま

しては例年通り子供達に角材と輪ゴムを使った立体フレーム造形のワークショップを行いました。今

年度は「建築家＋（プラス）Vol.2」としてこれまでの「子供と建築」の活動をまとめて、５月を目処

に出版いたします。今後は建築関係及び教育関係者を中心に配布し、建築教育が義務教育に浸透する

ことを目指します。４年目を迎えた名古屋市立大学での１５回に及ぶ講義「建築家の仕事」は学生か

ら好評のうちに無事終了しました。４年の一区切りを迎え次年度からは内容を再検討してスタートい

たします。ＪＩＡ愛知を常にサポートして下さる賛助会の皆様には、年 2回のＣＰＤ研修を行ってい

ただいています。今年度は一泊二日の関西地方へのＣＰＤ見学会を含め、様々な交流の機会を持ちま

した。 

９月２３日から２８日までの一週間に渡って名古屋市西区の円頓寺商店街にて「けんちくかフェス
2019」（支部大会）を開催いたしました。今までの支部大会を以前の長者町の地下街で行った建築家フ
ェスティバルのスタイルへ変更いたしました。内容についてもよそ行きの形式ではなく普段着の感覚
で委員会活動の延長を目指し、これからの委員会活動のスタートになるよう心がけました。また、六
鹿会長をお迎えしてスタートした「天使の森・トイレプロジェクト」は JIA が推進する SDGｓに則っ
た企画で、４月末の完成を目標にして進めていますが、コロナウィルスの影響で大幅に遅れています。
もう一つの大きな課題であった若手建築家の公共建築への参加機会作りや設計者選定にあたっての
協力関係作りにつきましては、行政 WG（ワーキンググループ）で活動してまいりましたが、目に見え
た大きな成果はありませんでした。ですが、今後もこのようなアプローチは建築家の職能団体として
必要であり、建築関連団体で協同しながら進めていくことが必要かと考えます。 

地域会長の反省点と致しましては、予定や進行に甘さがあり年度をまたいでしまう事業が多々あっ
たことです。編集・印刷会社の変更もあり会員名簿の発行が２月末になってしまいました。お詫びい
たします。また、次世代の役員候補を育てることができず、次期地域会長にご苦労をおかけした点で
す。研修委員会+賛助会、事業委員会+岐阜地域会などのコラボ企画にて対応できましたが会員の減少
問題に課題を残してしまいました。 

今年度につきましては大きな事業が続きましたが会員の皆さまの活発な意欲と活動により、おおよ
そ無事に乗り切れたことに感謝いたします。 

 

２．会 勢 （2020 年 3 月 31 日現在） 

□会員数 
 

 
 
□会員増減 （内訳・敬称略） 

・正 会 員 増加（ 7） [ 入 会 ]馬場律也、東谷泰成、長谷川憲章 、山田正司、細井昭男 

           [ 転 入 ]榎戸正浩(北海道)、高藤勝己(関東) 

      減少（15） [ 転 出 ]近藤 正(関東)、中西兵衛(近畿) 

  [ 退 会 ]三井富雄、鈴木一光、坂本政信、柘植健志、福田泰造、 

日比野万喜男、吉田 光、西尾貞臣、林 美博 

  [ 逝  去 ]神谷義夫、伊井 伸 

  [ 喪  失 ]河村大助、石神康雄 

 正会員 
準会員 協力会員 

ｼﾆｱ 専門 ｼﾞｭﾆｱ 学生 法人 個人 

期  首 237 8 1 5 1 48 6 

期  末 229 8 1 5 0 46 6 

2018 年度資格停止願者 0 0 0 0 0 0 0 

2019 年度資格停止願者 0 0 0 0 0 0 0 
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・準 会 員 増加（ 1） [ｼﾞｭﾆｱ転入]李 斯奇(関東) 

・準 会 員 減少（ 2） [ｼﾞｭﾆｱ退会]西郷悦代 

   [学生退会]久田佳明 

  

・協力会員 増加（ 1） [法人入会]パナソニックエコシステムズ㈱ 

      減少（ 3） [法人退会]㈱ライフスタイル、チャネルオリジナル㈱、㈱サンゲツ中部支社 

    

○ 登録建築家数（正会員の内）139名（60.7％）（2020年 3月 1日現在） 

 

３．主要事項 

（１）通常総会 

 2019 年 5 月 10 日（金）14 時 00 分から 14 時 40 分まで、アパホテル名古屋錦で開催した。森副地

域会長が司会者となり定足数を確認し総会の成立を報告（定足数 48名に対して、出席者 43名、委任

状による出席者 101名、計 144名）。議長に小田義彦 会員を選任し議事を進めた。 

〈議事〉 

第３号議案 その他 は議題の提出がなく削除した 

   第１号議案 2018年度事業報告承認の件 

   第２号議案 2018年度収支決算（監査報告）承認の件 

   以上第１号議案、第２号議案、第３号議案は異議なく承認された。 

〈報告事項〉 

   2019 年度事業計画 

   2019 年度予算 

 

（２）役員会（下記の日時、場所において開催された。） 

 

第 11回役員会 2019年 4月 19 日（金）16:00～18:00 昭和ビル 9階会議室（22名） 

〈審議〉１．愛知地域会ホームページ役員名簿・他・更新について 

 ２．事業計画「会員向け弁護士紹介サービス」 

 ３．2019年度愛知地域会通常総会議案書について 

〈協議〉１．愛知地域会名簿・HPの刷新について 

    ２．2019年度事業計画および予算について 

〈報告〉１．第 128回建築八団体連絡会（ 4/1 ） 

         

第 12 回役員会 2019 年 5 月 10 日（金）13:00～13:40 アパホテル名古屋錦 ４階「鈴鹿」（27 名） 

〈審議〉１．事業報告「JIA古澤弁護士講演会」 

〈協議〉１．事業計画「JIA優秀賞 2018・JIA東海住宅建築賞大賞受賞記念講演会」 

 ２．事業計画「愛知学泉大学「建築教室」」 

 

第 1回役員会 2019年 6月 14日（金）18:00～20:00 昭和ビル 5階 JIA会議室（23名） 
〈審議〉１．事業計画「名古屋市立大学 芸術工学部 2019 年度後期授業「建築家の仕事」」 
    ２．事業計画「JIA愛知地域会暑気払い 2019」 

〈協議〉１．事業計画「地域に活力を与える建築のプロセス」 

２．事業計画「Xiang 氏による中国建築設計事情 講演会」 

３．（仮称）JIA建築教室ハンドブック【建築家＋（プラス）第２号】発刊に向けて 

４．JIAけんちくかフェス 2019について役員の意見交換 

５．アーキテクト広告費試算 

６．愛知地域会 会員証発行について 

７．2019年度愛知地域会 運営協力支援について 
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〈報告〉１．愛知県建築物地震対策推進協議会総会（ 5/22 ） 

    ２．愛知県設計用入力地震動研究協議会幹事会（ 5/30 ） 

３．第 129回建築八団体連絡会（ 6/3 ） 
 
第 2回役員会 2019年 7月 12日（金）15:00～17:00 昭和ビル 5階 JIA会議室（26名） 

〈審議〉１．事業報告「愛知学泉大学建築教室「建築教室：一寸格子による空間造形」への協力」 

２．事業計画「JIA建築ワークショップ＠豊橋」(7/23〜25、8/28〜9/1) 

３．事業計画「Xiang 氏による中国建築設計事情 講演会」(8/23)  

〈協議〉１．JIAけんちくかフェス 2019について役員の意見交換 

２．地区連絡会活動指針について 

３．事業計画「知らないと損！改正建築基準法 勉強会」 

４．ジュニア会員等の入会案内について  

〈報告〉１．愛知県設計用入力地震動研究協議会総会（ 6/27 ） 

 ２．名古屋歴史建造物保存活用推進会議（ 7/2 ） 

    ３．愛知県建築住宅センター懇話会（ 7/10 ） 

 

第 3回役員会 2019年 8月 9 日（金）16:00～17:45 昭和ビル 5階 JIA会議室（23名） 

〈審議〉１．事業報告「地域に活力を与える建築のプロセス」 

 ２．JIA愛知 2020年度選挙管理委員会について 

 ３．事業計画「知らないと損！改正建築基準法 勉強会」 

 ４．JIA愛知地域会会員名簿の制作費について 

〈協議〉１．過去の役員会議事録処分について 

    ２．JIAけんちくかフェス 2019について役員の意見交換 

 ３．展覧会企画について 

 ４．JIA web2.0について 

〈報告〉１．第 130回建築八団体連絡会（+名古屋市副市長懇談会）（ 8/1 ） 

    ２．第 31回すまいる愛知住宅賞 公開審査  

３．愛知県建築開発等行政推進団体協議会（ 8/1 ） 

 

第 4回役員会 2019年 9月 13日（金）18:00～20:00 昭和ビル 5階 JIA会議室（23名） 

〈審議〉１．事業報告「JIA愛知地域会 暑気払い 2019（ 8/9 ）」 

２．事業計画「名古屋市立猪高小学校建築教室 -仮設シェルターをつくろう- 」  

〈協議〉１．JIAけんちくかフェス 2019について 

２．過去の役員会議事録処分について 

〈報告〉１．愛知まちなみ建築賞 一次審査会（ 8/26 ） 

 ２．すまいる愛知住宅賞現地審査（ 8/29、30 ） 

 

第 5回役員会 2019年 10月 25 日（金）18:00～20:00 昭和ビル 5階 JIA会議室（19名） 

〈審議〉１．事業報告「Xiang氏による中国建築設計事情 講演会」（ 8/23 ） 

２．事業報告「JIA建築ワークショップ＠豊橋」(7/23〜25、8/28〜9/1) 
３．「JIA愛知 建築家フェスティバル 2016」助成申請について 

〈報告〉１．第 131回建築八団体連絡会議（ 10/7 ） 

    ２．豊田市景観審議会 

 

第 6回役員会 2019年 11月 15 日（金）16:00～18:00 昭和ビル 5階 JIA会議室（22名） 

〈審議〉１．事業報告「けんちくかフェス 2019」（ 9/23-28 ）  

〈協議〉１．けんちくかプラスについて 

２．持ち出し役員会について 

〈報告〉１．愛知まちなみ建築賞審査会 

     

第 7回役員会 2019年 12月 13 日（金）18:00～20:00 昭和ビル 5階 JIA会議室（25名） 
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〈審議〉１．事業報告「名古屋市立猪高小学校建築教室（ 10/29･11/25 ）」  

２．事業計画 「JIA 愛知 新入・転入会員ガイダンス・新年会招待」（ 1/17 ） 

〈協議〉１．持ち出し役員会について 

    ２．2020年度予算書について  

     ３．SDGs建築ガイド日本版の配布先について  

〈報告〉１．第 132回建築八団体連絡会議（ 12/2 ） 
     

 

第 8回役員会 2020年 1月 17日（金）16:00～18:00 ホテルメルパルク名古屋 ３階ダリア（24名） 

〈審議〉１．事業計画「地区連絡会 持ち出し役員会 および視察見学会」 

 ２．事業計画「天使の森プロジェクト」/「みんなのトイレ」勉強会、現地製作会 

 ３．事業計画「素材を訪ねる旅 〜恵那の石」 

 ４．2020年度予算書について  

〈協議〉１．名簿発行の発行時期について 

    ２．事業計画「電脳設計論壇（仮、連続講座、第一期 4回）」 

    ３．NAGOYA Archi Fes2020中部卒業設計展 ご協賛のお願いについて 

    ４．フェロー会員の推薦について 

    ５．SDGs建築ガイド日本版の配布先について 

〈報告〉１．東海支部役員等選出細則について 

    ２．リフレッシュセミナーの参加者について 

 ３．2020年度 総会議案書について 

 

2020年 2月役員会（2020年 2月 28日（金）13:00～15:00 予定 墨会館 集会室）は 
新型コロナウィルス感染拡大の懸念により中止。 
 
2020年 2月以降のメール審議 
２月役員会代替メール審議（審議期間：2020年 2月 26日～3月 4日） 

〈審議〉１．事業報告「名古屋市立大学 芸術工学部 2019 年度後期授業「建築家の仕事」」 

  ２．事業報告「電脳設計論壇（仮、連続講座、第 1回）」  

  ３．建設通信新聞の創刊７０周年特集号への広告申込 

 
３月メール審議（審議期間：2020年 3月 18日～3月 24日） 

〈審議〉１．事業計画「建築家＋（プラス） vol.2 発行」 

  ２．学生会員の入会金、年会費の改定について 

 

 

４．愛知地域会共催・協賛・後援・協力事業 
 

〈共催・協賛〉 

・第 27回愛知まちなみ建築賞 

 

〈後援〉 

・後援名義使用 「アメリカ広葉樹建築家セミナー（ 5/21 ）」 

・後援名義使用 「JSCA法人化 30周年記念事業」 

・後援名義使用 「とよはし都市型アートイベント Sebone（ 9/1～2 ）」 

・後援名義使用  NPO法人なごや歴史まちづくりの会「近代建築ステンドグラスの物語」 

・後援名義使用  (一財)愛知県建築住宅センター「 構造寺子屋(構造設計実務者養成講座) 」 

・後援名義使用 「 名古屋市立大学開学 70周年シンポジウム」 

・後援名義使用 （公社）愛知建築士会 名古屋北支部 

「 第１１回建築コンクール」 

・後援名義使用 （一社)名古屋建築設計研究会 NSK講演会「現代世界建築を展望する-4

（11/8）」 
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・後援名義使用 （公社)愛知建築士会 女性部会 第 29回「わたしらしい住まいづくり（1/28-

2/9）」 

・後援名義使用 （一財）愛知県建築住宅センター 

「名古屋歴史建造物保存活用推進員（なごや歴まちびと）養成講座（第４期）」 

・後援名義使用 （公財）名古屋まちづくり公社 

「特定建築物定期調査・防火設備定期検査実務研修会（ 2/28 ）」 

 

〈関係団体・行政等への対応と活動記録〉 

・愛知県住宅紛争審査会／愛知弁護士会・愛知県住宅紛争処理支援センター 

（4/11、5/10、6/11、7/10、8/8、9/10、10/8、11/8、12/12、1/9、2/12、3/10） 

（冨田孝、野村武、濱田輝雄、見寺昭彦、柳澤講次、清水孝昭、吉川法人） 

・建築八団体連絡会 (4/1、6/3、8/5、10/7、12/2、2/3) 

（吉元学地域会長、中渡瀬拡司広報委員長、吉村昭範広報副委員長、村上貴彦総務委員長） 

・愛知県建築士事務所協会 建築賞 審査会（3/26）(吉元学地域会長) 

・愛知ゆとりある住まい推進協議会 企画委員会（4/24）（野々川光昭研修室長） 

・日本建築構造技術者協会中部支部 総会・講演会・懇親会（5/23）（吉元学地域会長） 

・日本建築構造技術者協会中部支部 新年会（1/15）（澤村喜久夫副地域会長） 

・愛知県建築物地震対策推進協議会 総会（5/23）（見寺昭彦総務室長） 

・日本建築協会東海支部 総会･懇親会（5/31）（澤村喜久夫副地域会長） 

・愛知ゆとりある住まい推進協議会 役員会・総会（5/24）(吉元学地域会長) 

・愛知県住宅関連産業協会 総会・懇親会（5/30）(吉元学地域会長) 

・愛知県建築士事務所協会 総会・懇親会（6/14）(高嶋繁男会長補佐) 

・愛知県設計用入力地震動研究協議会幹事会・総会（5/30、6/27）（見寺昭彦総務室長） 

・名古屋歴史的建造物保存活用推進会議（7/2）（澤村喜久夫副地域会長） 

・愛知県建築住宅センター 関係団体懇話会 （7/10）（森哲哉副地域会長） 

・愛知県建築開発等行政推進団体協議会 令和元年度役員会（8/1）（森哲哉副地域会長） 

・第 31回「すまいる愛知住宅賞」審査会 （7/25、8/28、29）（森哲哉副地域会長） 

・第 27回「愛知まちなみ建築賞」選考委員会 （8/26、10/29）(吉元学地域会長) 

・愛知ゆとりある住まい推進協議会「あいち住まいるフェア」 特別委員会（8/8） 

（上原徹也事業委員長） 

・第 49回建築総合展 NAGOYA2019 開場式・八団体講演会 （10/11）(吉元学地域会長・欠席) 

・愛知ゆとりある住まい推進協議会 「あいち住まいるフェア 2019」 開場式 （10/11）（吉元学地域会長・欠席） 

・第 49回建築総合展 NAGOYA2019 建築士デー」懇親会 （10/11）(吉元学地域会長) 

・令和 2年建築八団体新年互礼会 （1/10）（吉元学地域会長、事務局） 

・総合資格学院合格祝賀会（1/13）（吉元学地域会長） 

・第 27回「愛知まちなみ建築賞」表彰式（1/30）(吉元学地域会長) 

・愛知県設備設計監理協会 新年祝賀会（1/15）（吉元学地域会長） 

・木造住宅生産体制強化委員会（9/27）（宮坂英司研修委員長） 

・中部公共建築設計懇談会（1/29）（吉村昭範広報副委員長） 

・愛知県安心安全マネージメント推進協議会（6/6）（吉元学地域会長） 

・豊田市景観審議会（9/26）（森哲哉副地域会長） 

・愛知建築士会建築デー懇親会（10/11）（吉元学地域会長） 

 

５．主な事業   

 

□ 講演会・フォーラム・建築教室 
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・連続環境セミナー 3章（住宅研究会） 

開催日 2019年 4月 20日 12:30～17:00 場所：JIA愛知事務局  

参加者 合計 17名 CPD3単位 

 

・連続環境セミナー 4章（住宅研究会） 

開催日 2019年 5月 11日 11:00～16:00      場所：永保寺 

参加者 合計 15名 CPD3 単位 

 

・連続環境セミナー 5章（住宅研究会） 

開催日 2019年 6月 15日 13:00～17:00      場所：名古屋 TOTO 

参加者 合計 16名 CPD3 単位 

 

・愛知学泉大学建築教室「建築教室：一寸格子による空間造形」 への協力（第１回）（事業委員会） 

開催日 2019年 6月 14日（金）13：15～16：25 場所：愛知学泉大学岡崎キャンパス 

参加者 会員 5 名 学生 14 名 大学教員 1 名 

 

・愛知学泉大学建築教室「建築教室：一寸格子による空間造形」 への協力（第２回）（事業委員会） 

開催日 2019年 6月 21日（金）13：15～16：25 場所：愛知学泉大学岡崎キャンパス 

参加者 会員 6 名 学生 15 名 大学教員 1 名 

 

・講演会「地域に活力を与える建築のプロセス」（対行政ワーキンググループ） 

開催日 2019年 7月 26日（金）13：30～16：30 

場所：大名古屋ビルヂング 12階 TOTO会議室 

参加者 会員 14 名 行政の方 1名 学生 15 名 CPD 単位：３単位 

 

・ＪＩＡ建築ワークショップ＠豊橋 （事業委員会・地区連絡会） 

「お店をつくろう！～小さなまちづくりプロジェクト」 

（とよはし都市型アートイベントＳｅｂｏｎｅ２０１９連携企画）  

開催日 2019年 7月 23日（火）～25日（木） 場所：松山小/新川小（豊橋市） 

参加者 会員 5名、一般(児童)約 180名 CPD：3単位（各日） 

 

・ＪＩＡ建築ワークショップ＠豊橋 （事業委員会・地区連絡会） 

「お店をつくろう！～小さなまちづくりプロジェクト」 

（とよはし都市型アートイベント Ｓｅｂｏｎｅ２０１９連携企画）  

開催日 2019 年 8 月 28 日（水）～9 月 1 日（日） 場所：穂の国とよはし芸術劇場（豊橋市） 

参加者 会員 16名、一般約 500名 CPD：4単位（各日） 

 

・日本の常識が通じない？シャンさんによる中国建築設計事情 講演会（研修委員会） 

開催日 2019年 8月 23日（金）18：30～20：30 

場所：TJM デザイン キッチンハウス・名古屋店 セミナールーム 

参加者 19名 CPD単位：２単位 

 

・けんちくかフェス「JIA東海支部大会 2019」「天使の森」プロジェクト 

開催日 2019年 9月 23日（月）14：00～16：00 場所：ボルタリングノット 

参加者 会員 30名、一般 22名 CPD：3単位 

 

・けんちくかフェス「JIA東海支部大会 2019」地区連絡会「まちなかフォーラム ①」  

クロストーク：建築家の＋介在 （地区連絡会） 

開催日 2019年 9月 23日（月）16：00～18：00 場所：ボルタリングノット 

参加者 会員 23名、一般 20名程度 CPD：2単位 
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・けんちくかフェス「JIA東海支部大会 2019」まちなか井戸端会議「辺境で、AIと死者と暮らす」  

開催日 2019年 9月 24日（火）18:00 ～ 21:00  

場所：NAGONOYA CAFE 

参加者 会員 15名、一般 29名 CPD：2単位 

 

・けんちくかフェス「JIA東海支部大会 2019」まちブラ、まちなかフォーラム②  

（保存研究会、住宅研究会） 

開催日 2019年 9月 25日（水）15:30〜17:30 18:00〜21:00  

場所：円頓寺、四間道周辺、NAGONOYA CAFE 

参加者 30名程度 CPD：5単位 

 

・けんちくかフェス「JIA東海支部大会 2019」まちなかフォーラム  

アップデート会「辺境で、AIと死者と暮らす」（広報委員会）  

開催日 2019年 9月 26日（木）18：00〜21：00 場所：NAGONOYA CAFE 

参加者 33名 CPD：3単位 

 

・けんちくかフェス「JIA東海支部大会 2019」地区防災計画キックオフミーティング 

（事業委員会）  

開催日 2019年 9月 27日（金）18：00〜20：00 場所：NAGONOYA CAFE 

参加者 登壇者 2名、会員 20名、一般 4名 CPD：2 単位 

 

・けんちくかフェス「JIA東海支部大会 2019」「建築基本法」って何？  （職能・資格制度委員会） 

開催日 2019年 9月 28日（土）13：30～15：30 場所：ボルタリングノット 

参加者 会員 35名、建築士会 2名、一般 10名 CPD：2単位 

 

・けんちくかフェス「JIA東海支部大会 2019」陣内秀信氏 「まち歩き」 （総務委員会） 

開催日 2019年 9月 28日（土）15：30～16：30 場所：四間道界隈、円頓寺商店街 

参加者 会員 31名、建築士会 1名、一般 1名、学生 3名 CPD：1単位 

 

・けんちくかフェス「JIA東海支部大会 2019」陣内秀信氏 「講演」 （総務委員会） 

開催日 2019年 9月 28日（土）16：30～18：30 場所：ボルタリングノット 

参加者 会員 35名、建築士会 2名、一般 1名、学生 2名 CPD：2単位 

 

・知らないと損！改正建築基準法 勉強会（研修委員会） 

開催日 2019年 10月 2日（水） 

場所：愛知県建築住宅センター 第２会議室 昭和ビル 1階 

参加者 20名 CPD：2 単位 

 

・名古屋市立猪高小学校建築教室 

～ひなん時の「くつろぎハウス」をつくろう！〜（事前授業）（事業委員会） 

開催日 2019年 10月 9日（水） 場所：名古屋市立猪高小学校 

対 象 小学生 5年生 

参加者 会員 13名、学生 4名、教諭 5名、PTA・保護者約 40名、児童約 95名  

CPD：3 単位 

 

・名古屋市立猪高小学校建築教室 

～ひなん時の「くつろぎハウス」をつくろう！〜（ワークショップ）（事業委員会） 

開催日 2019年 11月 25日（月） 場所：名古屋市立猪高小学校 

対 象 小学生 5年生 

参加者 会員 16名、学生 12名、教諭 5名、PTA・保護者約 40名、児童約 95名 

CPD：5 単位 
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□ 見学会・視察 

 

・2019年度 JIA愛知 CPD研修見学会（JIA愛知法人協力会 研修委員会） 

開催日 2020年 2月 7日（金）〜2月 7日（土） 

場所：パナソニック株式会社「パナソニックミュージアム」／ 

大光電機株式会社「大光電機技術研究所」／ 

株式会社エフワンエヌ「グランフロント大阪駅前」／大阪万博公園「太陽の塔」／ 

竹中大工道具館／ヨドコウ迎賓館 

参加者：会員 17名、賛助会 5 名(計 20名)  

CPD：６単位 

 

 

６．委員会・地区会・研究会等の活動（主な活動は下記の通り） 
 

□ 総務委員会（ 村上貴彦委員長） 

・総会、役員会の運営、議事録の調整 

・建築八団体連絡会  (4/1、6/3、8/5、10/7、12/2、2/3) 

・委員会の開催（19年度 10 回） 

 

□ 会員委員会（生津康広委員長） 

・会員情報の把握・名簿の確認 

（新入会員、退会会員、死亡会員、休会会員、転入会員、転出会員の確認） 

・会員の各委員会配属の確認、取りまとめ 

・会員名簿 2020年度版(会員情報、企業広告掲載)作成 

・委員会及び賛助会役員会（月 1回） 

 （4/10、5/15、6/12、7/10、8/7、9/11、10/9、11/13、12/11、1/15、2/30） 

・法人協力会員 2020年 3 月 31日現在 会員数 46社 

・愛知地域会法人協力会通常総会（5/17）に法人協力会員 29名 正会員 3名参加 

・第 61回愛知地域会ゴルフコンペ (5/29、桑名カントリー倶楽部、参加者：会員 8 名、 

賛助会 12名（計 20名））※ 

・ＪＩＡ・愛知賛助会通常総会に出席 （5/17、アパホテル名古屋錦）地域会役員 3名出席 

・愛知地域会懇親ボーリング大会※ 

(6/28星ヶ丘ボウル、参加者:会員関係 17名、賛助会関係 23名) ※ 

・第 1回ＣＰＤ研修会 第 1回 オカムラ、ＴＯＴＯ (7/12、大名古屋ビルヂング)  

（参加者：会員 25名、賛助会 24名、（計 49名）CPD：2単位）※ 

・ＪＩＡ愛知暑気払い (8/9、アパホテル名古屋錦)参加者：正会員 30 名、賛助会 42 名、個人協

力会員 1名、法人協力会員出張商品説明会（16社） 

・ＪＩＡ建築家大会 2019弘前 （9/17～19、法人協力会員 3名参加）※ 

・第 62回愛知地域会ゴルフコンペ （11/14、ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場、参加者：会員 13

名、賛助会 10名（計 23名））※ 

・賛助会交流忘年会 (12/11、我楽多文庫昭和ビル店 参加者会員 6名、賛助会 17名）※ 

・新入会員ガイダンス (1/17、メルパルク名古屋、参加新入会員 1名) 

・ＪＩＡ愛知新年会  

名刺交換会、新入・転入会員の紹介、法人協力会員出張商品説明会を企画実施 

（1/17、メルパルク名古屋、参加者：会員+個人協力会員 35名、賛助会 40名、その他 1名（計 76

名）法人協力会員出張商品説明会（15社）※ 

・ＣＰＤ見学会 「パナソニック、大光電機、エフワンエヌ等各施設見学(大阪、神戸)」 (2/7,8) 

参加者：会員 17名、賛助会 5名(計 20名) CPD：6単位 ※ 
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・東海支部設計競技に JIA・愛知賛助会より協賛(10万円)※ 

・東海住宅建築賞に JIA・愛知賛助会より協賛(10万円)※ 

・賛助会営業品目一覧表の更新※ 

 （※印は JIA・愛知賛助会の主催・実施） 

 

□ 広報委員会（中渡瀬拡司委員長） 

・建築八団体連絡会 (6/3、12/2、2/3) 

・NAF(愛知建築系大学生組織)との共催イベント開催（計６回） 

・ホームページの管理、愛知地域会諸事業の広報と正会員・準会員他情報更新 

 

□ ブリテン委員会（中澤賢一委員長） 

・支部機関誌「ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ」を毎月編集発行協力（2019年4月号～2020年3月号） 

・編集委員会の開催（毎月） 

 

□ 建築相談委員会（清水孝昭委員長） 

・一般建築相談（担当者が対応）11件  

・建築相談委員会（12/20、1/28）  

・愛知県弁護士会住宅紛争審査会紛争処理委員派遣  

 

□ 職能・資格制度委員会（関口啓介委員長） 

・委員会の開催（19年度 2 回） 

・支部建築家認定評議会への協力（準備 2/14）、（メール審議 2/28） 

 

□ 研修委員会（宮坂英司委員長） 

・委員会の開催（19年度 10 回） 

・シャン・カイ氏 講演会（8/23） CPD：2単位 

・改正建築基準法 研修会(10/2） CPD：2単位 

・賛助会 研修見学会企画の補助（2020 2/7〜8）（見学ルート等提案） 

 

□ 事業委員会（上原徹也委員長）  

・4/24      第 11回事業委員会 

・5/22      第 1 回事業委員会 

・6/14     【事業】愛知学泉大学建築教室「一寸格子による空間造形」 への協力（第１回） 

・6/19      第 2 回事業委員会 

・6/21     【事業】愛知学泉大学建築教室「一寸格子による空間造形」 への協力（第２回） 

・7/17      第 3 回事業委員会 

・7/23〜25 【事業】ＪＩＡ建築ワークショップ＠豊橋 ※三河地区会と共催 CPD：3単位 

・8/21     第 4 回事業委員会 

・8/28〜9/1【事業】ＪＩＡ建築ワークショップ＠豊橋 ※三河地区会と共催 CPD：4単位 

・9/18      第 5 回事業委員会 

・9/27     【事業】けんちくかフェス 地区防災計画キックオフミーティング CPD：2単位 

・10/9     【事業】名古屋市立猪高小学校建築教室（事前授業）CPD：3単位 

・10/23     第 6 回事業委員会 

・11/12     第 7 回事業委員会 

・11/25    【事業】名古屋市立猪高小学校建築教室（ワークショップ） CPD：5単位 

・12/12     第 8 回事業委員会（持ち出し委員会・岐阜）・忘年会 

・1/20      第 9 回事業委員会（合計 2019年度 10回） 

※2/26、3/末は新型コロナウィルスの影響を受けて中止 
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□ 地区連絡会（黒野有一郎委員長） 

・ＪＩＡ建築ワークショップ＠豊橋 （7/24-26、8/27-9/2）※事業委員会と共催 

「お店をつくろう！～小さなまちづくりプロジェクト」 CPD：2～4単位 

 

 ・けんちくかフェス 地区連絡会「まちなかフォーラム①」（2019/9/23）CPD：2単位 

  「建築家の＋介在～あいちトリエンナーレ 2019ア－キテクトによるクロストーク」 

 

・持ち出し役員会 および 尾張一宮視察見学会・懇親会（2020/2/28）CPD：2単位 

 ※新型ウィルスの影響により、中止。 

  

 

□ 住宅研究会（竹中アシュ委員長） 

2019 

・4/20 連続環境セミナー3章 講師：大和田道夫、堀越哲美 参加 17名 

・5/30 企画委員会 参加 9 名 

・5/11 連続環境セミナー4章 講師：大窪健之、内木哲郎 参加 15名 

・5/31 アメリカ広葉樹日米懇談会 

・6/20 企画委員会 参加 16名 

・6/15 連続環境セミナー5章 講師：中村勉、紫藤治 参加 16名 

・7/18 浅井裕雄吉田澄代 JIA賞受賞祝賀会 参加 101名 

・8/1 企画委員会 暑気払い 参加 13名 

・8/29 企画委員会 参加 4 名 

・9/2 福井ツアー特別会議 参加 5名 

・9/25 まちぶら 講師：山地英樹、矢部育男 参加 30名程 

・9/25 まちなかフォーラム 2 講師：山地英樹、矢部育男 参加 30名程 

・10/31 企画委員会 参加 6 名 

・10/18 JIA全国大会住宅部会 参加 4名 

・10/10 福井ツアー特別委員会 参加 5名 

・11/21 企画委員会 参加 14名 

・12/19 企画委員会、忘年会 参加 10名 

2020 

・1/16 企画委員会 参加 7 名 

・3/19 企画委員会 

（・4/16 総会 予定） 

 

□ 保存研究会（原眞佐実委員長） 

 ・ＪＩＡ保存再生全国 WEB会議（4/24） 

 ・ＪＩＡ保存再生全国 WEB会議（5/22） 

・総会開催 前年度活動報告、会計報告、次年度活動計画、予算計画他（6/8） 

      懇親会「日本海庄や中日ビル南店」 参加者 10名 

 ・ＪＩＡ保存再生全国 WEB会議（6/12） 

 ・けんちくかフェス委員会（7/12） 

 ・けんちくかフェス委員会（7/26） 

 ・ＪＩＡ保存再生全国 WEB会議（7/31） 
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・保存研究会 会員集会（8/19） 

 ・けんちくかフェス委員会（9/13） 

・けんちくかフェス「JIA東海支部大会 2019」まちブラ、まちなかフォーラム②  

（保存研究会、住宅研究会） 

開催日 2019年 9月 25日（水）15:30〜17:30 18:00〜21:00  

場所：円頓寺、四間道周辺、NAGONOYA CAFE 

参加者 30名程度 CPD：5単位 

 ・ＪＩＡ建築家大会 2018青森 in HIROSAKI「JIA保存再生全国会議フォーラム」（10/17） 

  全国より各支部全国会議代表委員参加（東海支部は愛知地域会より 1名参加） 

  弘前文化センター第３会議室 

・ＪＩＡ建築家大会 2018東京「JIA環境会議、JIA保存再生会議、JIA災害対策会議、 

JIAまちづくり会議」四会議合同シンポジウム（10/18） 

  全国より四会議代表委員参加（東海支部は愛知地域会より 1名参加） 

  弘前文化センター第２会議室 

・文化財保存活用の勉強会「Ⅰ部：文化財保存活用の奥義・Ⅱ部：文化財保存活用の実務」後援（10/27） 

   講師 Ⅰ部：小川芳範氏 Ⅱ部：望月義伸氏 名古屋市公会堂第５集会室 参加者 45名 

・保存研究会「保存情報Ⅳ」編集会議（12/12） 

 ・ＪＩＡ保存再生全国 WEB会議（1/8） 

 ・保存研究会 新年会 料理屋「懐韻・なつね」（名古屋市） 参加者会員 10名（1/26） 

 ・毎月「ARCHITECT」保存情報（第 209回～第 227回）会員による執筆 18物件 

・ＪＩＡ修復塾全国 WEB会議（2/19） 

・ＪＩＡ保存再生全国 WEB会議（3/4） 

 

□ JIA愛知美術サロン（代表幹事：田中英彦） 

・第 1４回ＪＩＡ愛知美術サロン展(東桜会館)、開催日：2019年 4月 23日(火)～28 日(日) 

・デッサン会開催日： 2019 年 6月 15日(土)、9月 7日(土)、11月 30日(土) 

  2020年 2月 22日(土)、3月 21日(土)、 

・（公社）愛知建築士会水彩同好会・ＪＩＡ愛知美術サロン第 4回合同絵画展（吹上ホール）、 

 開催日：10月 10日（木）～11日（金）、（台風接近で短縮） 

・スケッチ旅行 2020年２月 15日(土）博物館明治村 

 

□大学特別委員会（久保田英之委員長） 

・名古屋市立大学での講義内容の検討 

 委員 17名（6/7、12/10、2/17） 

  

□名古屋市立大学授業 「建築家のしごと」 

開催日 2019年 9/27・10/4・10/11・10/18・10/25・11/1・11/8・11/15・11/22・11/29 

12/6・12/13・12/20 2020年 1/10・1/17の 2時限目 計 15回 

学生数 最終受講者数 48名 単位取得者数 45名 講師数 20名 

 

 

第 1 講座 ガイダンス・住宅設計士としての仕事                                川口亜稀子 

第 2 講座  時と人と建築                                                             浅井裕雄 

第 3 講座  建築家と構造家の歴史とコラボレーション                          森口雅文 渡辺誠一 

第 4 講座  建築家のフィールド・クライアントと建築家                 八木有美 塩田有紀 

第 5 講座  土地と地域の持つ力を活かし、制約を特徴に変える               奥井康史 

第 6 講座 地域と街で活躍する建築家                     齋藤正吉  黒野有一郎 

第 7 講座  名古屋を拠点とする設計事務所の仕事と私                        内藤正隆 澤村喜久夫 

第 8 講座  仕事のお作法                                城戸康近 

第 9 講座  過去と未来を結節点として、可能性を社会との関わりでカタチにする   田中英彦 関口啓介 

第 10 講座 もの／ひと／こと／まち育て                                               高木耕一 

第 11 講座 プロダクトデザイン、クラフトデザインと建築設計               矢田義典  矢田なおみ 
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第 12 講座 都市・地域整備の過去・現在・未来                                     尾関利勝 

第 13 講座 「チームで設計する事務所」                                        平野恵津泰 

第 14 講座 サバイバル デザイン アーキテクチャー                                     柳澤力 

第 15 講座 「建築家の仕事」 レポート提出と講評                    講師数名 

 

７．関連団体、県市関係協議会等への委員派遣（順不同・敬称略） 

 

〈関連団体への役員派遣〉 

・愛知県建築住宅センター懇話会（吉元学地域会長） 

・愛知県建築住宅センター 愛知県木造住宅生産体制強化地域協議会 

（宮坂英司研修委員長） 

・愛知住宅紛争審査会／愛知県弁護士会・愛知県住宅紛争処理支援センター 

（紛争処理委員：冨田孝、野村武、濱田輝雄、見寺昭彦、柳澤講次、清水孝昭、吉川法人） 

・建築八団体連絡会（吉元学地域会長、中渡瀬拡司広報委員長、村上貴彦総務委員長） 

・名古屋歴史的建造物保存活用推進会議（委員：吉元学地域会長） 

・名古屋市都市再開発促進協議会（幹事：吉元学地域会長）削除 

・愛知県建築士事務所協会建築賞（審査員：吉元学地域会長） 

・中部建築賞協議会 運営委員会委員長（服部滋） 

・中部建築賞協議会 運営委員会委員（後藤文俊） 

・中部公共建築設計懇談会（小田義彦） 

 

〈行政関係等への役員派遣〉 

□ 愛知県 

・愛知ゆとりある住まい推進協議会（副会長：吉元学地域会長） 

・愛知県建築開発等行政推進団体協議会（副会長：吉元学地域会長） 

・愛知県建築安全安心マネジメント協議会（委員：吉元学地域会長） 

・愛知県建築物地震対策推進協議会（見寺昭彦総務室長） 

・愛知県設計用入力地震動研究協議会（幹事：見寺昭彦総務室長）  

・愛知県建築技術連絡協議会／建築技術支援センター事業調整会議 (見寺昭彦総務室長） 

・愛知ゆとりある住まい推進協議会 企画委員会、住宅賞・講演会部会（野々川光昭研修室長） 

・愛知ゆとりある住まい推進協議会 あいち住まいるフェア特別委員会（上原徹也事業委員長） 

 

□ 日本建築家協会 

  〔本部への委員派遣〕 

・総務委員会（水野豊秋） 

・職責委員会（小田義彦） 

・財務委員会（鈴木利明） 

・本部職能資格制度委員会（植野收） 

・本部建築家資格制度実務委員会（野々川光昭） 

・JIA環境会議（笹野直之） 

  ・JIA建築相談会議（清水孝昭） 

  ・JIA保存再生会議（原眞佐実） 

  ・JIAまちづくり会議（尾関利勝、黒野有一郎） 

・JIA全国卒業設計コンクール（奥井康史） 

・名誉会員選考委員会（矢田義典） 

 

 

〔支部への委員長派遣〕 

・建築家資格制度認定評議会（谷村茂） 

・建築家資格制度実務委員会（野々川光昭） 

・懲戒審査委員会（石田壽） 
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・会報委員会（中澤賢一） 

・建築相談委員会（清水孝昭） 

・東海支部統括委員長（水野豊秋） 

・総務委員会（見寺昭彦） 

・東海設計競技特別委員会（間瀬高歩） 

・東海住宅建築賞特別委員会（伊藤恭行） 

・子どもの建築学校委員会（鈴木賢一） 

・ゴールデンキューブ賞2019/2020特別委員会（鈴木賢一） 

・JIA25年賞東海支部審査委員会（谷村茂） 

・幹事長補佐（鈴木慶智） 
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愛知地域会 ２０１９年度 ＣＰＤ認定プログラム一覧 

 

開催日 担当委員会 事  業  名 
認定ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

単位数 

4/20 住宅研究会 連続環境セミナー 3章 ３ 

5/11 住宅研究会 連続環境セミナー 4章 ３ 

6/15 住宅研究会 連続環境セミナー 5章 ３ 

7/12 
JIA愛知・賛助

会 
第１回CPD研修会 講演会社（TOTO・オカムラ） 2 

7/26 
対行政ワーキン

ググループ 
講演会「地域に活力を与える建築のプロセス」 3 

7/24〜26 
事業委員会 

地区連絡会 
ＪＩＡ建築ワークショップ＠豊橋（サマースクールＷＳ） 3 

8/23 研修委員会 日本の常識が通じない？シャンさんによる中国建築設計事情 講演会 2 

8/28〜9/1 
事業委員会 

地区連絡会 
ＪＩＡ建築ワークショップ＠豊橋（会場設営・ＷＳ・審査・表彰式） 4〜8 

9/23  けんちくかフェス「JIA 東海支部大会 2019」「天使の森」プロジェクト 3 

9/23 地区連絡会 
けんちくかフェス「JIA 東海支部大会 2019」地区連絡会 

「まちなかフォーラム ①」 クロストーク：建築家の＋介在 
2 

9/24 

東海支部 東海

設計競技特別委

員会 

けんちくかフェス「JIA 東海支部大会 2019」 

まちなか井戸端会議「辺境で、AI と死者と暮らす」 
2 

9/25 
保存研究会 

住宅研究会 

けんちくかフェス「JIA 東海支部大会 2019」 

まちブラ、まちなかフォーラム② 
5 

9/26 広報委員会 
けんちくかフェス「JIA 東海支部大会 2019」 

まちなかフォーラム アップデート会「辺境で、AI と死者と暮らす」 
3 

9/27 事業委員会 
けんちくかフェス「JIA 東海支部大会 2019」 

地区防災計画キックオフミーティング 
2 

9/28 
職能・資格制度

委員会 

けんちくかフェス「JIA 東海支部大会 2019」 

「建築基本法」って何？ 
2 

9/28 総務委員会 けんちくかフェス「JIA 東海支部大会 2019」陣内秀信氏 「まち歩き」 1 

9/28 総務委員会 けんちくかフェス「JIA 東海支部大会 2019」陣内秀信氏 「講演」 2 

10/2 研修委員会 知らないと損！改正建築基準法 勉強会 2 

10/09 事業委員会 名古屋市立猪高小学校建築教室（事前授業） 3 

11/15 
JIA愛知・賛助

会 
第 2 回 CPD 研修会 講演会社（パナソニックエコシステムズ・YKK AP） 2 

11/25 事業委員会 名古屋市立猪高小学校建築教室（ワークショップ） 5 

2/7-8 

JIA愛知・賛助

会 

研修委員会 

2019 年度 JIA 愛知 CPD 研修見学会 

パナソニック株式会社「パナソニックミュージアム」／大光電機株式会社

「大光電機技術研究所」／株式会社エフワンエヌ「グランフロント大阪駅

前」／大阪万博公園「太陽の塔」／竹中大工道具館／ヨドコウ迎賓館 

6 

計 63（67） 
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第３号議案 役員選任に関する件 

 

[地域会長・副地域会長候補] （支部幹事兼任） 

○ 浅井裕雄  （（有）裕建築計画） 

○  澤村喜久夫 （（株）伊藤建築設計事務所） 

関口啓介   (人建築事務所) 

○ 西村和哉  （h+de-sign/architect） 

  ○  森 哲哉  （森建築設計室） 

 

 

[地域会監査] 

鈴木利明  （一級建築士事務所 デザイン スズキ） 

  ○ 谷村 茂  （アール・アンド・エス設計工房） 

   

                        以上 

 

 （注）○印は再任 

    五十音順、敬称略 
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８.報告 

① 2020年度事業計画  

 
◇基本方針 

我が国を取り巻く生活環境と社会経済状況は、第四次産業革命といわれるＩoＴやＡＩの進化によ

り大きく変化しています。建築業界においても発注形態など社会のニーズは多様化し、建築設計界

を取り巻く職能環境も変わりつつあります。そのような中で JIAは建築家宣言に示された公益寄

与、公益保護を目的として活動することが求められています。 

2020年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策が続く中でのスタートになりますが、地域

会の活動は各委員会の事業を中心として行います。今年度も各委員会の企画により、継続事業も含

め地域に密着した活動を進めて行きます。それぞれの事業は、①会員の自己研鑽や会員同士の親

睦・情報交換、②市民・学生・子供たちへ向けた活動、③愛知地域会としての情報発信を基本方針

として取り組んでいきます。 

また、会員の減少や会員の意識が変わる中、委員会活動の継続と活性化について、事業における

他の地域会や建築団体との連携、委員会の再編成も検討していきたいと考えております。合わせて

登録建築家資格制度の見直しや建築基本法について議論を進め、JIAの目指すべき方向を会員の皆さ

んと考えていきますので、地域会活動に対して積極的な参加と協力をお願いいたします。 

 

◇事業計画 

〇文化・交流事業及び活動 

 ・愛知建築八団体等との連携推進と行政機関への働きかけ 

 ・JIA活動の広報及び渉外活動 

 ・ホームページ等を活用した JIA活動情報の発信と会員名簿の発行 

 ・「素材を訪ねる旅」、「建築家セミナー」等の講演会・見学会の開催 

〇社会・公益事業及び活動 

 ・防災ネットワーク構築に向けた活動・支援 

 ・建築相談業務の対応 

 ・建築保存再生に関する研究と啓蒙活動 

〇研究・教育活動 

 ・大学授業で「建築家の仕事」を講義 

 ・小学校等での「建築教室」の実施 

〇職能活動・会員サービス事業 

 ・各種教育機関との連携（インターンシップ、オープンデスクへの協力） 

 ・継続職能研修（CPD）の実施、周知、啓蒙 

 ・建築家資格制度、登録建築家の周知、啓蒙推奨 

 ・職能倫理の啓発、建築家賠償責任保険の啓蒙普及 

 ・多様化する発注方式や業務環境に関する情報共有の促進、関係団体との連携 

 ・会員へのタイムリーな建築関連情報の提供、研修会の開催 

〇その他の事業・活動 

 ・会員増強活動、新入会員の新人ガイダンスの実施 

 ・協力会員との連携（新年会、暑気払い、CPD研修・見学会の開催） 

〇支部事業への協力・支援 

 ・機関誌「ARCHITECT」の編集・発行への協力 

 ・東海支部設計競技、東海住宅建築賞、子どもの建築学校委員会の実施・運営協力 

 ・2022年度実施予定の支部大会開催準備の協力 
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③ 学生会員の会費について 

 

学生会員の入会金および会費を以下の通り改定する。 

 

【改定前】 入会金：0円     年会費：3,000円 

【改定後】 入会金：3,000円  年会費： 
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2020-2021 年度 公益社団法人日本建築家協会 

東海支部愛知地域会 役員等名簿（敬称略） 

 

 

相談役         大塚一三  栢本良三  鋤納忠治 
福田一豊  森 鉦一  森口雅文 

 
 
顧 問         石田 壽  尾関利勝   
            小田義彦  服部 滋 
 
 
本部理事支部長     水野豊秋 
 
 

〔地域会役員〕 
 
地域会長        澤村喜久夫 
 
副地域会長       浅井裕雄   （東海支部幹事・広報室担当） 

       関口啓介  （東海支部幹事・事業室担当） 
       西村和哉  （東海支部幹事・研修室担当） 
       森 哲哉  （東海支部幹事長） 

 
監 査         鈴木利明  谷村 茂 
 

以 上 
 

（注）上記は本総会で第３号議案が承認された場合 

 


