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公益社団法人 日本建築家協会 東海支部  

2022 年度通常総会議事次第  

 
             日 時 2022 年 5 月 13 日（金）15:30～16:10 

             場 所 ラグナスイート名古屋１F 
               （名古屋市中区錦 3-12-13）  

 

   １．物故会員に対し黙祷  
 

２．開会宣言  

     定足数の確認  
 

３．議長選出  
 

４．議事録作成者の選任  
 

５．議事録署名人の選任  
 

６．議事  

      第１号議案 2021 年度事業報告承認の件  

      第２号議案 2021 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 

 

７．報告事項  

   ①  2022 年度事業計画  

   ②  2022 年度予算  
 

８．閉会宣言  

 

                          以 上
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第１号議案 2021 年度事業報告承認の件 

１．2021 年度報告 

２０２1年度は、コロナ禍での 1年となりました、この間新型コロナウイルス感染症に世界中が翻

弄され、東京オリンピックも 1昨年からの延期、そして結果的に無観客での開催となり、盛り上がり

に欠ける大会となってしまいました。JIA も沖縄での全国大会が、来年への順延となり、東海での開

催予定は 2023 年となりました。準備をスタートさせていましたが、1 年延期となり仕切り直しを余

儀なくされました。また本年度の通常総会も集合形式が見送られ、書面評決での開催となりました。 

そんな中 JIA 東海支部活動全てが、制約の中での１年となりましたが。各種継続事業は、各委員会

の委員の皆様をはじめ、協力者の皆様の創意工夫により、開催することができたものと感謝申し上げ

ます。そして今後の開催に当たっても、ライブ配信により幅広く発信できる、ツールを手に入れると

いうメリットあり、これを生かしていければと思います。これら「東海・地域」を軸に置いた継続的・

対外的活動は、やはりＪＩＡ東海支部ならではのものと改めて認識致しました。 

また機関紙「ARCHITECT」の毎月発行も行うことができましが、今後益々の発展・継続を目指して、

特集号など「ARCHITECT」をより充実するための検討が必要となると思いますので、会員のみなさま

には更なるご協力をお願いします。以下主な事業について報告します。 

・第 26 回東海卒業設計コンクール 

2 年間の中断を経て事業内容も見直したうえで、5 月 6 日の一次審査、5 月 29 日には入賞者の web

でのプレゼンによる 2次審査が実施され、その後本部卒業設計コンクールに送られました。 

・第 8 回東海住宅建築賞 

8 月 28 日の web・リアル併用でのプレゼンによる 1次審査を経て、10月 23・24 日には現地審査及

び web 配信による、最終選考会が実施されました。 

・第 37 回東海支部設計競技 

10 月 30 日の 1 次審査、11 月 20 日には入賞者の web でのプレゼンによる 2 次審査の実施と、中川

エリカさんの講演会が行われました。 

・ゴールデンキューブ賞 ２０１９ / ２０２０ 

表彰された活動内容の本の出版が行われました。 

・登録建築家について 

今年度の認定・更新の作業が行われました。本部では次年度に向かって、建築家資格制度再検討特

別委員会が発足予定です。改めて建築家の職能と建築家資格の必要性を社会に提示する目的で創設し

た既存の建築家資格制度を、JIA 全体で、意義や必要性を総合的に再検討、協議することとなります。

建築家の職能の強化、継承、可視化、そして将来に向けての資格制度の展望や目標設定の検討等、支

部内でも積極的に次年度から議論を進めて頂きたいと思います。 

・支部財政の見直し・会員増強について 

役員会・委員会のリモート開催・各事業の見直しにより、かなり支部財政の健全化が図られました。

会員増強については、高齢会員の退会や、一部若手会員に退会・休会の動きがみられます。原因の究

明と、会の魅力の発信に努め、会勢の回復を図るため、各地域会にも益々のお願いをします。 

・２０２３年全国大会について 

東海支部での開催予定の全国大会が 2022 年から 2023 年に延期になりました、仕切り直しになり準

備委員会での検討があまり進んでいませんが、開催形式の見直しや、骨子の作成からスタートしまし

た。 

最後に本年度も本部理事会・支部役員会をはじめ各委員会もほとんどが、リモート開催を余儀なく

されました。スムーズな運営ができたかどうか疑問・改良点も多々あったと思いますが、今後は対面

形式での良さと、リモートでの利便性の両立を、新しい発想でそのメリットを享受できるよう、機材

の充実をしながら推進を図ってほしいと思います、しかしながら早く、この状況が好転し、会員のみ

なさまのお元気な姿を見られるよう願うばかりです。 
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２．会 勢（2022 年 3 月 31 日現在・敬称略） 

■地域会別会員数 

 正 会 員 
準 会 員 協力会員 

シニア 専 門 ジュニア 学 生 法 人 個 人 

静岡地域会 
期 首 ４９ １ ０ ０ １ ２０ ３ 

期 末 ４２ ３ ０ ０ １ ２０ ２ 

愛知地域会 
期 首 ２１６ １０ ３ ５ １ ４３ ６ 

期 末 ２０４ １４ ３ ４ １ ４２ ５ 

岐阜地域会 
期 首 １４ １ ０ ３ ０ １２ １ 

期 末 １５ １ ０ ４ ０ １１ ０ 

三重地域会 
期 首 ２８ ０ ０ １ １ １８ １ 

期 末 ２７ ０ ０ ３ １ １７ １ 

上記以外 
期 首 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

期 末 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

支部合計 
期 首 ３０８ １３ ３ ９ ３ ９３ １１ 

期 末 ２８９ １９ ３ １１ ３ ９０ ８ 

2021 年度 

休会者 

期 首 ２ ０ ０ １ ０ ―   ― 

期 末 １ ０ ０ １ ０ ―   ― 

 

□静岡地域会 

・正 会 員 増加（１） [地域会員へ変更] 岡本憲尚 

  減少（８） [支部会員へ変更] 中村繁次 

  [種別変更]長谷川信一(ｼﾆｱへ)、鈴木 力(ｼﾆｱへ) 

  [ 退 会 ]伊藤典男、植野昌男、田中楯夫 

  [ 逝  去 ]立道幸男、望月美幸 

・準 会 員 増加（１） [ｼﾆｱ移行] 長谷川信一、鈴木 力 

・協力会員 減少（１） [個人退会] 山井宏友 

   

□愛知地域会 

・正 会 員 増加（２） [ 入 会 ] 早川紀朱、寺田智之 

      減少（15） [種別変更] 志賀勝則(ｼﾆｱへ)、吉野勝己(ｼﾆｱへ)、渡辺誠一(ｼﾆｱへ) 

     藤吉洋司(ｼﾆｱへ)、福山與助(ｼﾆｱへ) 

  [ 退 会 ] 柳澤佐和子、林 廣伸、関戸隆久、杉浦令淑、川崎拓二、西澤 茂 

  中渡瀬拡司(休会から) 

  [ 逝  去 ] 青山仁志、脇田幸三、平岩 保  

・準 会 員 増加（５） [ｼﾆｱ移行] 志賀勝則、吉野勝己、渡辺誠一、藤吉洋司、福山與助 

 減少（２） [ 転 出 ] 平野章博(ｼﾞｭﾆｱ) 

   [ 退 会 ] 竹田浩教(ｼﾆｱ) 

・協力会員 増加（２） [法人入会] チヨダウーテ(株)、(有)サージュコーポレーション 

 減少（４） [法人退会](株)ホクセイ、中部フローリング(株)、 

トーヨーキッチンスタイル 

        [個人退会] 服部高志 

   

□岐阜地域会 

・正 会 員 増加（１） [ 入 会 ] 澤 秀俊 

・準 会 員 増加（１） [ｼﾞｭﾆｱ入会] 早矢仕耕平 

・協力会員 減少（２） [法人退会] 東邦ガス(株) 

  [個人退会] 宮川裕志 

 

□三重地域会 

・正 会 員 減少（１） [ 退 会 ] 豊田由紀美 

・準 会 員 増加（２） [ｼﾞｭﾆｱ入会] 多湖弘樹、伊藤大智 

・協力会員 減少（１） [法人退会] (株)名阪造園 
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３．主要事項 
（１）支部通常総会 

2021 年 5 月 14 日（金）午後 3 時 30 分から 4 時 00 分まで、東海支部事務局で開催した。森 哲哉幹

事長が司会者となり、定足数を確認し総会の成立を報告（定足数 62名に対し、書面評決による出席者

119 名、有効評決数 119 名）。議長に矢田義典支部長を選任し議事を進行した。 
    議事 
     第 1号議案 2020 年度事業報告承認の件 

     第 2 号議案 2020 年度収支決算（監査報告）承認の件 
     出席者及び書面評決による意見、質問の有無を確認したが特になし。 

書面評決数の確認を行い、異議なく承認された。 
報告事項 

   ①2021 年度事業計画 
   ②2021 年度予算 
    

（２）支部役員会（下記の日時、場所において開催した。主要な議題は下記の通り。） 
 
○第 11 回 役員会 2021/4/23（金）昭和ビル 5階 JIA 東海支部会議室及び ZOOM 併用 
〔審議〕① オンライン化のためのシステム整備 モニター・スピーカーホンの購入について 
〔協議〕 ① GC 賞 2021 年度事業計画について 
    ② 住宅賞 2021 年度事業計画について 
    ③ 総会及び書面評決について 
    ④ 2021 年度 東海支部通常総会議案書について 
〔その他〕① JIA 国際交流活動支部助成について 

    ② 2021 年度名誉会員推薦について 

    ③ 2021 年度役員会の日程について 
     
○第 1回 役員会  2021/6/4（金）16:00～18:00 昭和ビル 5階 JIA 東海支部会議室及び ZOOM 併用 
〔審議〕① 入会届 法人協力会員「(株)チヨダウーテ（愛知）」  
    ② 設計競技 2021 年度事業計画について 

  ③ ARCHITECT 2021 年 9月号残暑広告について 
〔協議〕 ① 全国大会 2022 開催について 
〔その他〕 ① 支部運営費(本部からの分配金)について 

  ② JIA25 年賞について   
  ③ 奥野美樹本部理事の支部顧問就任について       
  

○第 2回 役員会 2021/7/2（金）16:00～18:00 昭和ビル 5階 JIA 東海支部会議室及び ZOOM 併用 
〔審議〕 なし    
〔協議〕 なし 
〔その他〕①「東海支部大会 2021」について 

    ② 「かぬち№25 沖縄支部」発刊について 
    ③ 「天使の森プロジェクト」/「みんなのトイレ」について活動報告 
 

○第 3回 役員会 2020/7/30（金）16:00～18:00 昭和ビル 5階 JIA 東海支部会議室及び ZOOM 併用 
〔審議〕① 入会届 法人協力会員「(有)サージュコーポレーション（愛知）」（ 
 ② 中部建築賞協議会 分担協力金について 

〔協議〕① 2021 年度支部選挙管理委員会について 
    ② 2021 年度本部選挙管理委員推薦について 
〔その他〕 ① JIA 文化財修復塾について 
     ② アーキテクト残暑広告について 
     ③ 会員増強について 

 
○第 4回 役員会 2020/9/10（金）16:00～18:10 昭和ビル 5階 JIA 東海支部会議室及び ZOOM 併用 
〔審議〕 ① 入会届 正会員「 早川紀朱 (愛知)」 
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     ② 入会届 正会員「 澤 秀俊 (岐阜)」 
〔協議〕 ① 2021 年度支部選挙管理委員会の設置について 
〔その他〕 ① JIA 国際交流活動支部助成について 

 ② 2021 年度 JIA 事業活動助成について 
 

○第 5回 役員会 2020/10/15（金）16:00～18:30 昭和ビル 5階 JIA 東海支部会議室及び ZOOM 併用 
〔審議〕①「世界劇場会議名古屋フォーラム 2021(12/10)」後援名義使用許可依頼 
    ② アーキテクト新年広告について 

    ③ 本部教育委員会への委員選出について 
〔協議〕 ①「本部ＣＮ対応特別委員会への委員選出について 

② 本部による会員メールアドレス情報管理・配信運用等について 

③ 各地域会員へのアーキテクト発送について 

④ 西尾市生涯学習センター建設コンペ事務局運営について 
〔その他〕① 支部役員選挙について 
    ② 2021 年度 JIA 事業活動助成について 
    ③【岐阜旧羽島市庁舎について 
 

○第 6回 役員会 2020/11/12（金）16:00～18:00 昭和ビル 5階 JIA 東海支部会議室及び ZOOM 併用 
〔審議〕 ① 入会届 ジュニア会員「多湖弘樹（三重）」 
     ② 入会届 ジュニア会員「伊藤大智（三重）」 
 ③ 設計者選定支援 WG の設置について 
 ④ JIA ゴールデンキューブ 2019／2020 作品集事業報告について 

    ⑤ 「開発許可制度研修会 (3/11,14,16) 」後援名義使用許可依頼について 
〔協議〕 ① 各地域会アーキテクト個別発送経費について 
     ②「2022 年度事業計画案・予算案の提出について 

〔その他〕① 旧羽島市庁舎活用について 

    ② 支部役員選挙について 

    ③ 支部財務状況調査について 

    ④ 2022 年度総会会場について 
 
○第 7回 役員会 2020/12/17（金）16:00～18:00 昭和ビル 5階 JIA 東海支部会議室及び ZOOM 併用 
〔審議〕なし 
〔協議〕 ① 2022 年度事業計画案・予算案の提出について 
     ② 2021 年度事業計画案・予算案の提出について（2/10 締切）（ 水野 ） 
〔その他〕① 2022 年度総会会場について 
     
○第 8回 役員会 2021/1/14（金）16：00～18：00 昭和ビル 5階 JIA 東海支部会議室及び ZOOM 併用 
〔審議〕① 2022 年度 東海支部事業計画・予算 

② 2022 年度 愛知地域会事業計画・予算 
③ 2022 年度 岐阜地域会事業計画・予算 
④ 2022 年度 三重地域会事業計画・予算 

⑤ NAGOYA Archi Fes(ＮＡＦ)2022 中部卒業設計展協賛について 
〔協議〕 ① 学生会員入会金の補助について 
〔その他〕① 注意喚起「会員への行政処分にともなう再発防止」について 

    ② エキスパートインデックス(仮)アンケートについて 

    ③ JIA 建築家賠償責任保険(ケンバイ)勉強会・図解事故例集について 

    ④ 2022 年度 東海支部通常総会議案書について 
 
○第 9回 役員会 2021/2/25（金）16：00～18：25 昭和ビル 5階 JIA 東海支部会議室及び ZOOM 併用 
〔審議〕① 入会届 正会員「寺田智之 (愛知)」 
    ② 入会届 ジュニア会員「早矢仕耕平 (岐阜)」 
    ③「三重建築学生合同課題発表会 2021」事業報告について 
    ④ 『川合健二自邸「鉄の家」から学ぶ』事業報告について 
〔協議〕① 2022 年度 東海支部・各地域会の総会・監査日程について 
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    ② 総会案内状について 
③ 2022 年度 東海支部通常総会議案書について 

    ④ 学生会員入会金の補助について     

〔その他〕① JIA まちづくり会議 
 
○第 10 回 役員会 2021/3/25（金）16：00～18：30 昭和ビル 5階 JIA 東海支部会議室及び ZOOM 併用 
〔審議〕①第 8回 JIA 東海住宅建築賞 事業報告について 
    ②第 37 回東海支部設計競技 事業報告について 
    ③東海学生卒業設計コンクール事業報告・事業計画について 

④愛知｢天使の森プロジェクト｣/｢みんなのトイレ」事業報告について 
〔協議〕①2022 年度 東海支部・各地域会の総会・監査日程について     

②会計監査報告書の捺印について 
    ③総会案内・タイムスケジュールについて 

④2022 年度 東海支部通常総会議案書について 
⑤本部/建築家資格制度再検討特別委員および全国災害対策委員 選出について 
⑥学生会員入会金の補助について 
⑦アーキテクト広告収入について 
⑧ブラインド洗浄・補修、買替えについて 

〔その他〕①2021 年度名誉会員推薦について 
    ②2021 年度末 支部運営費等精算明細 

③2022 年度支部運営費配分予算 

 

（３）主要事業 
  １．会報誌「ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ」の編集・発行（会報委員会 委員長 川本直義） 
   ・第 391 号（2021.04）から第 402 号（2022.03）まで毎月 1日に発行した 

 

２．第 37回東海支部建築設計競技の実施（建築設計競技特別委員会 委員長 間瀬高歩） 

・テーマ：「血のつながらない家族の家」をテーマに募集 

・審査員長：武藤隆（大同大学／武藤隆建築研究所）、ゲスト審査員：中川エリカ氏（中川エリカ建築

設計事務所）、審査員：道家洋（道家洋建築設計事務所／JIA 会員）東福大輔（零三工作室／JIA 会員） 

 能勢陽子（豊田市美術館学芸員）𣘺本雅好（椙山女学園大学） 

・応募作品数：47作品（一般・大学院 9作品、学部 38作品） 

・1 次審査会（非公開）：10 月 30 日 TOTO テクニカルセンター名古屋プレゼンルームに於いて行った。

上位 7作品が 2次審査会に進出した。 

・2 次審査会：11月 20 日東海支部事務局に於いて ZOOM オンラインで行った。 

・賞：金賞 1点、銀賞 2点、銅賞 4点、ゲスト審査員特別賞 1点、奨励賞 1点 

・記念講演会：11月 20 日 2 次審査会に引き続き、表彰式、中川エリカ氏の記念講演会を ZOOM オンライ

ンで開催した。 

・ARCHITECT2022 年 2 月号（2 次審査会・関連記事）で受賞作品を発表し、支部ホームページでも受賞

作品を発表している。 

 

３．第 26回東海学生卒業設計コンクール 2021 の実施 
（東海学生卒業設計コンクール 2021 実行委員会 委員長代行 奥井康史） 

・第 26 回 JIA東海学生卒業設計コンクール 2021 を開催した。東海地方の大学から 36 名の応募があり、

5/6 に 1 次審査（非公開）、5/29 に 2 次審査（オンライン公開）を実施し、金賞、銀賞、銅賞の 3 点

を JIA 全国卒業設計コンクールに選出した。初めてのオンライン公開審査であったが、周到な準備と

審査員の協力により価値のあるコンクールになった。 
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４．ＪＩＡ東海住宅建築賞の実施（東海住宅建築賞特別委員会 委員長 伊藤恭行） 
 ① 第 8回 JIA 東海住宅建築賞 2021 の開催 

   審査員は山本理顕氏、中山英之氏、島田陽氏の三氏。2021 年 7月 15 日～8月 18 日応募期間 

  （応募作品点数 24点）8月 28 日 1次公開審査（最終 6作品の選出）昭和ビル 9 階大会議室にて。 

   10 月 23 日 24日 2次現地審査、最終選考（大賞 1作品優秀賞 2作品の決定）昭和ビル JIA 事務局 

にて。結果発表建築雑誌、会報誌 architect、ホームページ、フェイスブック等。作品ブック（A4          

版 68 ページ 350 部）の出版をした。公共及び大学の図書館に寄贈し、事務局、書店等にて発売中。 

 ② 第 9回 JIA 東海住宅建築賞 2022 の予定 

   審査員および開催日程は未定。作品ブックを出版、販売予定。 

 

５．子どもの建築学校委員会（委員長 鈴木賢一） 

・UIA が発行した CHARTER、『BUILT ENVIRONMENT EDUCATION FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE』（2019

年版）を題材にする勉強会を開き、子ども・若者のための建築教育について学ぶ機会を月１回設けた。 

・2021 年度日本建築学会（東海）の関連行事、こども教育建築支援会議が主催する「楽々建築・楽々都

市＠名古屋」の企画検討に参加。オンラインで開催された 9 月 10 日には、JIA 東海支部の会員によ

る事例発表を行った。 

 
６．ゴールデンキューブ賞 2019/2020 特別委員会（実行委員長 鈴木賢一） 

・2020 年 1月 25 日に公開審査を実施した JIA ゴールデンキューブ賞 2019／2020 作品集を 2021 年 9 月

1 日付で発行した。前年度に発行予定をしていたが、コロナ禍により編集作業を延期せざるを得ず、

2020 年４月より編集作業を再開し１年遅れの発行となった。 

・12 月 7 日に、反省と今後の展望を含めた意見交換を行うとともに、JIA ゴールデンキューブ賞 2019

／2020 実行委員会を解散した。 
 

７．東海支部 JIA25 年賞審査委員会 （委員長 谷村 茂） 

・2021 年度「JIA25 年建築選」への応募は 5 点あった。コロナ禍の為、各委員に資料を送り 8 月 27

日に Zoom 審査を行った。結果、5 作品とも 25 年賞のクライテリアに問題なく合致したので各委員

が講評を書き、「支部建築選」とし本部の「JIA25 年賞」へと送付した。受賞作品は「鳥羽市立海の

博物館」「ツインアーチ 138」「フェルケール博物館」「NHK 名古屋放送センター」「愛知県芸術文化

センター 愛知県図書館」 
 

８．JIA2022 全国大会検討委員会（委員長 小田義彦 実行委員長 浅井裕雄） 
・６月理事会にて、２０２２年度の全国大会は沖縄開催が決定したことにより今年度の委員会の開催は 

行わなかった。 

 

９．総務委員会（委員長 矢田義典） 
・入退会希望者の事前審査を行い支部役員会に送った。 
・支部運営について、支部役員会事前会議に参加し支部長・幹事長を補佐した。 
 

１０．継続職能研修（ＣＰＤ）の認定（ＣＰＤ評議会 石橋 剛） 
 ① 本部 CPD 評議会への対応 

     本部 CPD評議会には Web により参加し、認定作業及び情報交換を行った。 

   評議会開催日：5/28、6/28、7/30、8/27、9/24、10/29、11/26、12/27、1/28、2/24、3/24、4/28 
 

１１．建築家資格制度の運営協力（建築家資格制度実務委員会 委員長 宮坂英司） 
 ① 支部実務委員会を 2022/2/18 に開催した。 

 本部委員会の活動報告、2021 年度建築家認定評議会の新規認定登録者、再登録者、更新申請者の 

書類確認ﾁｪｯｸ作業を行った。 



 

7 
 

 ② 本部にて建築家認定評議会が 2022/3/22 に開催された。 
 新規認定登録申請 1 名、再登録申請 1名の申請内容を報告し全員認定された。更新申請 66名を認 

定評議会に報告した。 
 ③ 支部登録建築家数  

 東海支部正会員 299 名（2022 年 3 月 31 日）  
 登録建築家 161 名 内正会員かつ登録建築家 144 名（2022 年 4月 1日） 

 

１２．広報委員会（委員長 出口基樹） 
・第 8回（4/8） 

  ＪＩＡ ＭＡＧＡＺＩＮＥのホームページ公開について（理事会提示資料の確認） 

  各支部からの報告 

  ・第 9回（5/6） 

    ＪＩＡ ＭＡＧＡＺＩＮＥのホームページ公開について 

    来期の広報委員会体制について（各支部の広報委員長を本部広報委員とする） 

    各支部からの報告 

・第 10 回（6/3） 

  ＪＩＡ ＭＡＧＡＺＩＮＥのホームページ公開について 
  来期の広報委員会体制について（理事会承認に向けて） 
  各支部からの報告 
  ホームページへの名誉会員紹介ページ掲載について 
  ＪＩＡ ＭＡＧＡＺＩＮＥへの学生会員活動報告の掲載について 
・第 1回（7/8） 

  今期の広報委員会体制の確認 
  各支部からの報告 
・第 2回（8/3） 
  各支部からの報告 
・第 3回（9/2） 

六鹿会長との意見交換会の報告 
    パンデミックＷＧの提言について 
    ホームページの改訂について 

各支部からの報告 
・第 4回（10/5） 
  ＪＩＡ ＭＡＧＡＺＩＮＥのホームページ掲載承認届について 
  ホームページ改訂について検討内容の理事会への報告について 

  各支部からの報告 

・第 5回（11/2） 

  ホームページ改訂について検討内容等の理事会への報告について 

  各支部からの報告 

・第 6回（12/7） 

  六鹿会長との意見交換会の報告 

  各支部からの報告 

  ＤＸ化について複数年事業が可能である旨について 

・第 7回（2/9） 

  ＪＩＡスクールプログラム一覧のホームページトップ画面への掲載について 

  来年度予算について 

  六鹿会長との意見交換会の報告 

  各支部からの報告 

  佐藤尚巳次期会長候補オブザーバー参加 

  ・第 8回（3/4） 

    ホームページＷＧからの報告 

    各支部からの報告 
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１３．建築相談委員会（委員長 清水孝昭） 
・一般建築相談（担当者が対応）17 件(令和 3年 5月 1日から令和 4年 3月 16 日) 

・建築相談委員会（12/13）  
・愛知県弁護士会住宅紛争審査会紛争処理委員派遣 

１４．その他の活動  
① 本部委員会への派遣 

・ 財務委員会               鈴木 利明 

・ 総務委員会               水野 豊秋 

・ 総務委員会 WG：知財 WG          澤村喜久夫 

・ 総務委員会＋職能・資格制度 

＋資格制度実務委員会 WG： 

建築家資格制度等に係る準備会      水野 豊秋 

・ 広報委員会               出口 基樹 

・ 教育委員会               吉元 学 

・ 国際委員会               田口 純子 

・ 職責委員会               小田 義彦 

・ 職能資格制度委員会           野々川光昭 

・ 建築家資格制度実務委員会        宮坂 英司 

・ 資格制度準備 WG              水野 豊秋 

・ ＣＰＤ評議会              石橋  剛 

・ カーボン・ニュートラル特別委員会    柳澤  力 

・ オンライン/リモート対応や 

環境整備に特化した特別委員会      奥野 美樹 

・ ＪＩＡ環境会議             宇野 勇治 

・ ＪＩＡ環境会議 WG：伝統的工法のすまい   宇野 勇治 

・ ＪＩＡ災害対策会議           杉山 貞利 

・ ＪＩＡ建築相談連携会議         清水 孝昭 

・ ＪＩＡ保存再生会議           中澤 賢一 

・ ＪＩＡ保存再生会議 WG：JIA 文化財修復塾 原 眞佐実 

・ ＪＩＡまちづくり会議          黒野 有一郎 

・ ＪＩＡ住宅等連携会議          西村 和哉 

・ ＪＩＡ全国卒業設計コンクール      奥井 康史 

・ ゴールデンキューブ賞特別委員会     鈴木 賢一 

② その他団体への派遣 

・ 中部建築賞協議会 副会長         水野 豊秋 

・ 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         水野 豊秋、澤村 喜久夫 

 

（４）主な地域会活動 
［静岡地域会］ 
 ◆2021 年度通常総会（書面表決） 

5/7 正会員総数 49 名のうち書面表決回答数 38 名（※10 名以上で成立） 

4 月 28 日回答締切り、5月 7日役員会にて書面表決数を確認後、結果報告。 

 

 ◆運営役員会 ・定例運営役員会 11 回開催（うち拡大定例 3回 ) ・臨時役員会 1 回開催 

5/7 ・2020 年度通常総会書面表決の確認。 

 ・2020 年度年間計画表について協議。 

6/10 ・建文研講演会について協議。 

 ・事務局運営について協議。 

7/8 ・建文研講演会について協議。 
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 ・静岡市固定資産評価審査委員について協議。 

8/5  ・第 1回 JIA 塾について協議。 

 ・災害対策士業連絡会・熱海相談会について協議。 

 ・建文研講演会について協議。 

9/9 ・災害対策士業連絡会・熱海相談会について協議。 

 ・建文研講演会について協議。 

 ・住宅紛争審査会審査委員推薦について協議。 

10/7 ・次年度役員選挙について協議。 

 ・建文研講演会について協議。 

11/11 ・次年度役員選挙結果報告。 

 ・建文研講演会の準備・役割分担等について協議。 

12/9 ・会計事務委託について協議。 

 ・次年度事業計画・予算案について協議。 

1/13 ・建文研講演会アンケート結果について報告。 

 ・会計事務委託について協議。 

 ・2022 年度総会について協議。 

2/10 ・2022 年度通常総会について協議。 

 ・次年度運営体制について協議。 

3/30 ・2022 年度事業計画・予算案について協議。 

 ・2022 年度通常総会について協議。 

 ・2021 年度活動報告について協議。 

 
◆監査：尾林孝雄、村松篤   2022/4/7  2021 年度事業及び会計監査を実施 

立会者：八木紀彰地域会長、石橋剛運営局長、伊久美太助財政局長 

  

〇地域会事業活動 
◆総務委員会  委員長：伊久美 太助  

[・静岡地域会規則・細則等の管理 ・会費会計の管理 ]   

・静岡地域会細則・内規等の管理。 

・支部総務委員会との総務関連事項の連絡､協議事項への意見具申。 

 

◆市民交流委員会  委員長：石川正子  

[・市民・学生とのワークショップ、交流事業の企画と運営  

・建築教育、学びのサポート事業の企画と運営      ] 

 

◆ウォッチング委員会  委員長：江川静男  

[・建築ウォッチング・企業ウォッチングの企画と運営 ] 

    ・第１回建築ウォッチング 

「アメリカ広葉樹輸出協会コラボ企画・建築ウォッチング」 

      構想段階（コロナ禍による昨年に続き再延期）･･･継続依頼中 

 

◆建築セミナー委員会  委員長：高島ゆかり  

[ＪＩＡ塾・建築家講演会・実務勉強会の企画と運営・会員講師の派遣及び会員講師リスト

の作成 ] 

8/17 第 1 回ＪＩＡ塾 

1．現代プロポーザル事情 

講師：小野田泰明先生（東北大学教授） 

場所：ZOOM で開催 参加者：27名 

CPD 2 単位 
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◆建築相談委員会  委員長：鳥居久保   

[・建築相談の実施・コンペ委員会の設置と運営 ] 

・建築相談の実施（相談件数 0件）  
 

◆災害対策委員会  委員長：秋山元   

[・地域の災害に対する被災者支援活動等への参加及び啓発・防災等に関する講習会の企画と

運営 ] 

・8/27 静岡県災害対策士業連絡会理事会の開催(リモート参加) 

・10/5 JIA 理事勉強会(リモート参加) 

首都大水害とハザードマップの新たな活用他 

・7/28 7/29 熱海土砂災害相談会  鈴木成昌 

 

◆広報委員会  委員長：鈴木俊史 

[・ホームページの管理・ＪＩＡ静岡ＮＥＷＳの発行・市民及び行政等への広報の実施 ] 

・ＪＩＡ静岡ＮＥＷＳの発行： 

 

◆選挙管理委員会  委員長：清 峰芳  

[・選挙日程の制定、告示・選挙の管理と報告 ] 

・委員会の開催なし 

 

〇東海支部 関連事業  
◆2021 年度通常総会 5/14   書面表決 

 

◆支部役員会   

鳥居久保（監査）、八木紀彰(支部幹事)、石橋剛 (支部幹事) 

・定例役員会：6/4、7/2、7/30、9/10、10/15、11/12、12/17、 

2022/1/14、2/14、3/25 

 

◆会報委員会   委員：大橋康孝 

・委員会：6/17、7/15、8/18、9/16、10/21、11/18、12/16、2021/1/20、2/18、3/18 

  

◆総務委員会   委員：八木紀彰 

・支部選挙管理委員会：9/10、11/15 

  
◆建築相談委員会   委員：鳥居久保 

 
◆25年賞審査委員会   委員：田中楯夫 

 
◆ＪＩＡ東海支部登録建築家資格制度委員会   委員：三輪豊  

・2/18 委員会（Web 開催） 

          

◆ＪＩＡ東海支部災害対策委員会    委員長：杉山貞利 

・今後の災害対策委員会活動と地球環境 SDGs について 

・コロナ禍で委員会の開催なし 

 

◆ＪＩＡ東海支部選挙管理委員会    委員：伊久美 太助 

・委員会の開催なし 

 

〇本部 関連事業 
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◆2021 年度通常総会 6/24 ＪＩＡ本部・建築家会館（東京）   

 

◆全国災害対策全国会議   東海支部委員長：杉山貞利  

・委員会：5/21、7/21、8/18、9/15、10/20、11/17、12/15、1/19、2/16、3/16 

・災害対策全国会議担当 SDGs 研修会 

「30 年後の木造建築の姿」 11/25 

 

 

〇関係団体、行政機関等への派遣・交流事業 
◆関係団体総会等への出席  ※総会への出席無し 

 (一社)静岡県設備設計協会－（八木紀彰地域会長） 

 (一社)静岡県建築士事務所協会－（八木紀彰地域会長） 

 静岡県住宅振興協議会－（八木紀彰地域会長） 

 (公社)静岡県建築士会－（八木紀彰地域会長） 

 

◆静岡県建築文化研究会  

・幹事会：11/30（高島ゆかり） 

・第 73 回建築文化講演会の開催 

講師：内藤廣  

演題：これからの地域の建築家の役割～5 つの質問に答える～ 

参加者 146 名（会場 26名、Zoom120 名） 

 

◆静岡県住宅振興協議会 

・総 会：5/25（書面表決） （八木紀彰） 

・理事会：5/18（文書会議）、12/14（文書会議） （八木紀彰） 

・企画運営委員会（石橋剛）   5/12、9/8（Zoom）、3/25 

・事業検討部会（石川正子）   5/12、6/15、8/20（Zoom）、2/8（Zoom） 

・住生活月間講演会（省エネ住宅連続講習会）  

    8/27、10/25，1/24  視聴回数（1回・２回）：385 回 

 講師：丸谷博男氏  

演題：環境と健康を考えたこれからの家づくり  

・第 26 回静岡県住まいの文化賞審査委員会   委員：高橋雅志 

審査会：11/26 最終審査 

・会員研修会   3/23 視聴者：  名 

 講師：鈴木礼氏、坂田卓也氏 演題：森といかにつながるか 

◆静岡県地震被災建築物応急危険度判定協議会 

・幹事会：書面審議 5/20 （秋山元） 

・総会：WEB 開催 5/27 （秋山元） 

 

◆静岡県災害対策士業連絡会 

・理事会総会：WEB 開催 8/27 (秋山元） 

 

◆住宅紛争審査会 

委員：（東部）秋山元、鈴木成昌 

（中部）三輪豊、伊久美太助、杉山貞利 

（西部）村松篤、高橋雅志 

・令和 3年度紛争処理委員実務研修会 

ライブ配信研修 2/16： 秋山元、鈴木成昌、三輪豊、伊久美太助、 

高橋雅志、村松篤 杉山貞利 
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・住宅紛争審査会専門家相談 伊久美太助  12/14 

      1 件  （静岡県弁護士会静岡支部） 

・住宅紛争審査会専門家相談 鈴木成昌 

      1 件 （杉山利朗法律事務所） 

・住宅紛争審査会専門家相談 秋山元 10/26、1/14 

      2 件 （沼津弁護士会館） 

・住宅紛争審査会専門家相談 三輪豊 10/14  

      1 件 （静岡県弁護士会静岡支部）  

・住宅紛争審査会専門家相談 杉山貞利  10/22 

      1 件 （静岡県弁護士会静岡支部）  

・住宅紛争審査会専門家相談 村松篤   6/21、1/25 

      2 件 （静岡県弁護士会浜松支部）  

・住宅紛争審査会専門家相談 高橋雅志  12/23、1/20 

      2 件（調停） （静岡県弁護士会浜松支部）  

 

◆令和 3年度静岡県建築士会 専攻建築士審査評議会   評議員：八木紀彰 

3 月 書面審査 

 

◆静岡産業技術専門学校教育課程編成委員会   委員： 石川正子 

委員会:8/27、2022/3/1 

 

◆令和 3年度中部建築賞協議会   運営委員：大橋康孝  

運営委員会＆第 1回審査会： 9/21  

現地審査立会い：10/27 

 

◆静岡市固定資産評価審査委員会   委員： 江川静男 

固定資産評価審査委員会 : 4/21 

 

◆静岡市公共事業評価審査委員会   委員：伊久美 太助 

令和 3年度審査委員会 審議会へ出席：11/1  (10:00～15:00) 

 

［愛知地域会］ 
◆通常総会 

 2021 年 5 月 14 日（金）15 時 00 分から 15時 30 分まで、昭和ビル 5階 JIA 会議室で書面による議決の確認

を行った。間瀬高歩総務委員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 44名に対して、書

面表決による出席者 81名 有効表決数 81 名）。議長に村上貴彦総務室長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 2020 年度事業報告承認の件 

   第２号議案 2020 年度収支決算（監査報告）承認の件 

 

   以上第１号議案、第２号議案は異議なく承認された。 

〈報告事項〉 

   2021 年度事業計画 

   2021 年度予算 

 

◆役員会（下記の日時、場所において開催された。） 

第 10回役員会 2021 年 4 月 2日（金）18:00～20:15  
昭和ビル 5階 JIA 会議室 ※web 会議を併用（23名） 

〈審議〉１．事業報告「電脳設計論壇（連続講座、第６回）」 
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〈協議〉１．事業計画「電脳設計論壇（連続講座、第７回）」 

    ２．名古屋市立大学芸術工学部 2021 年度後期授業「建築家の仕事」について 

３．「天使の森プロジェクト」／「みんなのトイレ」〜SDGs から考える〜シンポジウムに 
ついて 

 ４．2021 年度通常総会の開催について 

５．2021 年度通常総会議案書（案）について 

〈報告〉１．「天使の森プロジェクト」／「みんなのトイレ」〜SDGs から考える〜第 1回現地製作会に 

      ついて 

 
第 11 回役員会 2021 年 4 月 16 日（金）18:00～20:00  

昭和ビル 5階 JIA 会議室 ※web 会議を併用（23名） 
〈審議〉１．監査報告について 
    ２．2021 年度総会議案書（案）について 
    ３．第 29回愛知まちなみ建築賞の協賛依頼について 
    ４．事業計画「天使の森プロジェクト」／「みんなのトイレ」〜SDGs から考える〜 
   『バイオトイレ完成記念祭』 

〈協議〉１．第 12回愛知地域会役員会の開催について 

    ２．愛知地域会の Zoom アカウントについて 

３．事業計画「天使の森プロジェクト」／「みんなのトイレ」〜SDGs から考える〜 
   現地製作会 

４．四国オンライン学習会 

５．「マレス・エマニュエル講演会」 

６．愛知図書館子どもワークショップの開催について 

〈報告〉１．展示会のお知らせ（川合健二邸の内容を含む） 

    ２．9月 3日・4日アートイベント Sebone 開催について 

３．NAF から中部卒業設計展の協賛についてお礼状の受領 

 

第 1回役員会 2021 年 6月 11 日（金）18:00～20:20  
昭和ビル 5階 JIA 会議室 ※web 会議を併用（23名） 

〈審議〉１．事業計画「電脳設計論壇（連続講座、第７回）」 
    ２．事業計画「電脳設計論壇（連続講座、第８回）」 
    ３．法人協力会員入会届 チヨダウーテ株式会社 
    ４．2021 年度愛知地域会運営協力支援のお願い 

〈協議〉１．愛知地域会役員会への会員オブザーバー参加（オンライン案内）について 

２．事業委員会所有のダンカードと紙コップについて 

〈報告〉１．2021 年度東海支部及び愛知地域会役員日程表 

    ２．JIA SDGs 建築フォーラム 2021 について 

３．2021 年度 JIA本部通常総会について 

 

第２回役員会 2021 年 7月 9 日（金）18:00～20:45  
昭和ビル 5階 JIA 会議室 ※web 会議を併用（22名） 

〈審議〉１．事業計画 「JIA建築ワークショップ＠豊橋 

「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Sebone2021 連携企画） 

〈協議〉１．建築家＋（ケンチクカプラス）vol.3 発刊に向けて 

２．愛知役員会への会員オブザーバー参加（オンライン案内）について 

３．愛知県図書館のワークショップについて 

〈報告〉１．2021 度 愛知地域会運営協力費、残暑見舞い協力費の状況について 
 
第３回役員会 2021 年 8月 6 日（金）18:00～20:00 

 昭和ビル 5階 JIA会議室 ※web 会議を併用（18 名） 

〈審議〉１．事業報告 電脳設計論壇（連続講座、第 8 回） 
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２．事業計画 電脳設計論壇（連続講座、第 9 回） 

３．入会届 正会員 早川紀朱（紀明） 

４．入会届 法人協力会員 有限会社サージュコーポレーション 

５．愛知建築士会 創立 70 周年記念事業協賛願いについて 

〈協議〉１．愛知地域会選挙管理委員会（委員長 1 名、委員 4 名）の設置について 

２．東海支部選挙管理委員（愛知地域会より 1 名）について 

３．会員増強について 

４．JIA・愛知賛助会「企業 PR」の機会について  

〈報告〉１．アーキテクト残暑広告について 

 ２．運営協力費について 

    ３．会議用デジタル機器と取り扱いについて 

４．ワークショップでのコロナ対応への配慮について 

 

第４回役員会 2021 年 9月 17 日（金）18:00～20:00 
 昭和ビル 5階 JIA会議室 ※web 会議を併用（23 名） 

〈審議〉１．「建築家＋(ケンチクカプラス) vol.3」特別委員会の設置について 

〈協議〉１．愛知役員会へのオブザーバー参加の仕組みづくりについて(案) 

〈報告〉１．愛知地域会運営協力費の申し込み状況について 

    ２．「高齢者にやさしいまちづくり状況に関する主観的調査」(名古屋工業大学) 

アンケート調査依頼 

 ３．ZOOM でウェビナーを行うために、扱える人を増やしたい 

 

第５回役員会 2021 年 10 月 22 日（金）17:00～19:50 
 昭和ビル 5階 JIA会議室 ※web 会議を併用（20 名） 

〈審議〉１．事業報告 電脳設計論壇（連続講座、第 9回） 

２．事業計画 電脳設計論壇（連続講座、第 10回） 

３．事業計画 愛知県図書館×JIA 愛知  

建築ワークショップ くつろぎハウスをつくろう！ 

〈協議〉１．Ｎ市生涯学習センター（仮称）建設計画  

設計コンペ（またはプロポーザル）実施支援依頼について 

〈報告〉１．「ARCHITECT 2022 年１月号」への新年ご挨拶掲載のお願い 

 ２．旧羽島市庁舎活用について 

 

第６回役員会 2021 年 11 月 19 日（金）17:00～19:00 
 昭和ビル 5階 JIA会議室 ※web 会議を併用（23 名） 

〈審議〉  なし 

〈協議〉１．設計者選定支援ワーキンググループ（ＷＧ）の設置について 

〈報告〉１．建築家＋（ケンチクカプラス）vol.3 検討状況について 

    ２．「ARCHITECT 2022 年１月号」への新年ご挨拶掲載のお願い 

    ３．2022 年度事業計画案・予算案の提出について（1/14 支部役員会承認、2/4 締切） 

 ４．地域会の収支・財務状況に関する資料作成のお願い 

 ５．愛知地域会役員選挙について（11/15 第２回選挙管理委員会開催） 

 ６．旧羽島市庁舎活用について 

 ７．2022 年度総会会場について 

 ８．次期委員長について 

 

第７回役員会 2021 年 12 月 24 日（金）17:00～19:00 
 昭和ビル 5階 JIA会議室 ※web 会議を併用（26 名） 

〈審議〉１．事業報告「愛知県図書館• JIA 愛知建築ワークショップくつろぎハウスをつくろう！」 
    ２．事業計画 

「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－」 

〈協議〉１．愛知地域会 2022 年度事業計画案 
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 ２．2022 年度予算（案）について 
   ※愛知地域会 東海支部の役員会の日程を考慮してメール審議を行う 

〈報告〉１．2022 年度総会会場について 
 ２．講演会・見学会「これからの公共施設づくり」前田茂樹三宅町街づくり 
   （他の地域会での取り組みについて情報共有） 
 

メール審議 期間：2021 年 12 月 25 日（土）〜2022 年 1月 7日（金） 
〈審議〉１．2022 年度予算（案）について 

審議結果：議決権者 21名に対して、承認 15名 未回答 6名 
議決権の過半数を超えていることを確認し、「2022 年度予算（案）」を承認。 

     

第８回役員会 2022 年 1月 21 日（金）17:00～19:00 
 昭和ビル 5階 JIA会議室 ※web 会議を併用（24 名） 

〈審議〉１．メール審議結果（2022 年度予算（案）） 

２．NAGOYA Archi Fes（NAF）2022 中部卒業設計展協賛について 

３．事業計画「建築家資格制度座談会」 

４．事業計画「コルゲートハウス 川合健二邸 映像記録ほか資料制作事業」 

〈協議〉１．「ARCHITECT」裏表紙広告について 

    ２．学生会員入会金の補助について 

     ３．フェロー会員推薦について  

〈報告〉１．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−  
    ２．2022 年度通常総会（5/13）会場について 
 ３．2022 年度通常総会議案書作成のお願い 
 ４．愛知県林務課訪問について 

 

第９回役員会 2022 年 3月 4 日（金）17:00～19:00 
 昭和ビル 5階 JIA会議室 ※web 会議を併用（27 名） 

〈審議〉１．入会届 正会員 寺田智之 

２．事業報告「名古屋市立大学芸術工学部 2021 年度後期授業「建築家の仕事」」 

 ３．事業報告「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− 」 

 ４．事業報告「JIA建築ワークショップ＠豊橋－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Sebone2021 連携企画）」 

 ５．事業報告「川合健二邸「鉄の家」から学ぶ」  

    ６．事業報告「建築家資格制度座談会」 

７．事業報告「天使の森プロジェクト みんなのトイレ」 

８．名古屋市立大学 非常勤講師の委嘱（依頼）について 

９．愛知地域会ホームページの内容更新について 

〈協議〉１．2022 年度通常総会案内および書面表決書について 

〈報告〉１．2021 年度交通費・事業経費の精算について 

    ２．コンプライアンスに関する勉強会（2/1） 

 

◆愛知地域会共催・協賛・後援・協力事業 
〈共催・協賛〉 

・第 29 回愛知まちなみ建築賞 

 

〈後援〉 

・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 （公社）愛知建築士会 名古屋北支部 「 第１３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-6（11/5）」 

・後援名義使用 独立行政法人高齢・障害・求職者効用支援機構愛知支部 

中部職業能力開発推進センター「居住系能力開発セミナー」 
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〈関係団体・行政との活動記録〉 

・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 

（4/14、5/13、6/15、7/15、8/20、9/16、10/19、11/15、12/16、1/14、2/17、3/14 ZOOM 開催） 

（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、柳沢力） 

・建築八団体連絡会 (6/7、8/2、10/4、12/6、2/7) 

（澤村喜久夫地域会長、奥井康史広報委員長、間瀬高歩総務委員長） 

・愛知ゆとりある住まい推進協議会 役員会・総会（5/24、書面表決）(澤村喜久夫地域会長) 

・愛知ゆとりある住まい推進協議会 幹事会 (2021/4/30 、5/12、5/18、6/22、7/1、11/10、11/25 書面開催)  

(6/30 ZOOM 開催) （宮坂英司研修室長） 

・愛知県建築物地震対策推進協議会 総会（5/24 WEB）（見寺昭彦会長補佐） 

・愛知県設計用入力地震動研究協議会 総会（12/23 WEB）（見寺昭彦会長補佐） 

  ※今回の総会にて、協議会解散を決議。 

・第 29 回「愛知まちなみ建築賞」選考委員会 （8/25、10/20）(澤村喜久夫地域会長) 

・第 32 回「すまいる愛知住宅賞」審査会（7/27、8/30）（澤村喜久夫地域会長） 

・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 

書面審議(2021/6/15、7/15、2022/1/5、2/15) 2021 開催中止（黒野有一郎事業委員長） 

 ・総合資格学院合格祝賀会（1/10）（澤村喜久夫地域会長） 

・愛知県建築安心安全マネジメント協議会総会（7/8）（澤村喜久夫地域会長） 

・豊田市景観審議会（中止）（水野豊秋） 

 

〈行政等への対応等〉 

・Ｎ市の設計建築基礎調査業務について相談への対応 

・設計者選定支援ワーキンググループの設置 

・一寸格子建築教室ワークショップ＠愛知県図書館（11/27） 

・愛知県林務課訪問（1/20） 

※上記の対応等とあわせて、事業委員会、地区連絡会、行政ワーキンググループとの連携について 

次年度以降も継続を検討する。必要に応じて、ホームページを含め広報活動の刷新を検討する。 

 

◆主な事業   
□ 講演会・フォーラム・建築教室 

 

・「天使の森プロジェクト」第 2回目現地製作会  

開催日 2021 年 4月 3 日（土）9：00～16：30 場所：天使の森 

  参加者 会員 6名、一般 21 名 学生 3名  CPD:4 単位 

 

・電脳設計論壇（連続講座、第７回） 

開催日 2021 年 5月 21 日（金）18:30～20:30 オンライン開催  

視聴者 合計 70 名 CPD:2 単位 

 
・「建築家と行政等とのコラボレーション」 
 ＜日本建築家協会 北海道支部・東海支部・四国支部 連絡報告会＞ 主催：四国支部 

開催日 2021 年 5月 22 日（土）13：00～16：00  

場所：ネット講演システム ZOOM を利用したオンライン開催 

  参加者 会員 53 名（東海 23 名/北海道 5 名/四国 17 名/関東甲信越 2名/北陸 2 名/中国 2 名/九州 2

名）  CPD:3 単位 

 

・電脳設計論壇（連続講座、第８回） 

開催日 2021 年 7月 16 日（金）18:30～20:30 オンライン開催  
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視聴者 合計 41 名 CPD:2 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」 

開催日 2021 年 9月 3日（金）～5日（日） 

場所：穂の国とよはし芸術劇場アートスペース 

参加者 会員のべ 19 名、一般来場のべ 300 名 CPD:2 単位（各日） 

※コロナ禍の影響により表彰式・講評会は見送り 

 2021 年 12 月 11日（土）～12 日（日）豊橋市「まちなか図書館」にて受賞作品のみ展示 

 

・電脳設計論壇（連続講座、第９回） 

開催日 2021 年 9月 24 日（金）18:30～20:30 オンライン開催  

視聴者 合計 29 名 CPD:2 単位 

 

・JIA・愛知賛助会 CPD 研修会 

  開催日 2021 年 10 月 28 日（木） 18:00～19:30 オンライン開催 

  視聴者 合計 31 名 CPD:2 単位 

 

・電脳設計論壇（連続講座、第１０回） 

開催日 2021 年 11月 26 日（金）18:30～20:30 オンライン開催  

視聴者 合計 19 名 CPD:2 単位 

 

・一寸格子建築教室ワークショップ＠愛知県図書館 

開催日 2021 年 11月 27 日（土） 場所：愛知県図書館 

参加者 会員 6名、一般（保護者＋児童）20 名 CPD:2 単位 

 

・「造園」と「建築」の関係を考える。-「動いている庭」とジル・クレマンについて –  

開催日 2021 年 12月 4 日（土）13：00～17：30  

場所：ネット講演システム ZOOM ウェビナーを利用したオンライン開催 

  参加者 会員 41 名、一般 40 名 学生 53名  CPD:4 単位 

 

・一寸格子建築教室ワークショップ＠名古屋市立猪高小学校（５年生） 

  第１回授業（レクチャー、割りばし模型試作ワーク） 

開催日 2022 年 1月 12 日（水） 場所：名古屋市立猪高小学校 

参加者 会員 12 名、JSCA 会員 2名、児童（5年生）110 名  CPD:2 単位 

 

・一寸格子建築教室ワークショップ＠名古屋市立猪高小学校（５年生） 

  第２回授業（実作ワーク） 

開催日 2022 年 1月 31 日（月） 場所：名古屋市立猪高小学校 

参加者 会員 16 名、JSCA 会員 6名、建築学生 13名、児童（5年生）110 名  CPD:2 単位 

 

・建築家資格制度座談会 

開催日 2022 年 2月 24 日（木） 16:00～18:00 オンライン開催  

参加者 合計 26 名 CPD:2 単位 

 

 ・JIA・愛知賛助会 CPD 研修会 

  開催日 2022 年 3月 29 日（火） 18:00～19:30 オンライン開催 

  視聴者 合計 31 名 CPD:2 単位 

 

□ 見学会・視察 
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・ 初夏の植木生産圃場見学会 
開催日 2021 年 6月 19 日（土）13：00～16：30  

場所：国分農園（ 愛知県稲沢市矢合町 2642− 1） 稲沢市勤労福祉会館 

  参加者 会員 10 名、一般 6名   CPD:3 単位 

 

□ 記録撮影・映像編集 

 

・ コルゲートハウス 川合健二邸 映像記録ほか資料作成事業 
撮影および編集期間 2022 年 1月～3月 19 日（土）  

 

◆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（間瀬高歩委員長） 

・総会、役員会の運営、議事録の調整 

・建築八団体連絡会 (6/7、8/2、10/4、12/6、2/7) 

・委員会の開催（21 年度 10 回）（6/7，7/5、8/2、9/13，10/18，11/15，12/20，1/17，2/28，3/28） 

 

□ 会員委員会（長谷川憲章委員長） 

・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 2022 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） 

 （5/14、6/11、7/9、8/6、9/17、10/22、11/19、12/24、1/21、3/4、4/1） 

・法人協力会員 2022 年 3 月 31 日現在 会員数 42 社 

・愛知賛助会通常総会（5/11）書面にて決議※ 

・第 63 回愛知地域会ゴルフコンペ※ 中止 

・愛知地域会懇親ボーリング大会※ 中止 

・ＪＩＡ愛知暑気払い 中止 

・賛助会交流忘年会※ 中止 

・新入会員ガイダンス(1/21)中止 

・ＪＩＡ愛知新年会※ 中止  

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（1/21）※ 中止 

・ＣＰＤ見学会※ 中止 

・ＣＰＤ研修 ZOOM で開催 (10/28)チヨダウーテ（株）※ 

・ＣＰＤ研修 ZOOM で開催（3/29）田島ルーフィング㈱※ 

・企業 PR会 ZOOM※ 

（9/17）チヨダウーテ㈱、㈲サージュコーポレーション 

（10/21）三協立山㈱三協アルミ社 

（11/19）㈱LIXIL ジャパンカンパニー中部支社、㈱ユニソン 

（12/24）㈱ユニオン名古屋支店、㈱YAMAGIWA 中部支店 

（1/21）YKKAP㈱中部支社、ホクセイ㈱ 

（3/4）ピアレックス・テクノロジーズ、パナソニック㈱エレクトリックワークス社 

・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（奥井康史委員長） 

・建築八団体連絡会出席(4/5、6/7、10/4、12/6、2/7) 
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・ホームページの更新手続き、SSL プラン検討、HP 会員名簿等更新 

 

□ ブリテン委員会（川本直義委員長） 

・支部機関誌「ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ」を毎月編集発行協力（2021 年 4 月号～2022 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）15 件  

・建築相談委員会（12/13） 

・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（高木耕一委員長） 

 ・8月 30 日 第 1 回委員会（11名） 

・9月 28 日 第 2回委員会（ 8 名） 

・10 月 29 日 第 3回委員会（11 名） 

 ・12 月 2 日 第 4 回委員会（ 9名） 

・1月 19 日 第 5回委員会（ 9 名） 

・2月 10 日 第 6回委員会（11 名） 

・2月 24 日 WEB セミナー開催：建築家資格制度座談会（26 名）、CPD2 単位 

 ・3月 31 日 第 7 回委員会（11名） 

 

□ 研修委員会（東福大輔委員長） 

・委員会の開催(21年度 8 回) 

・「電脳設計論壇 #07 村井一氏」の開催(5/21)  CPD：2 単位 

・「電脳設計論壇 #08 杉田宗氏」の開催(7/16) CPD：2単位 

・「電脳設計論壇 #09 巴山竜来氏」の開催(9/24) CPD：2単位 

・「電脳設計論壇 #10 前山和喜氏」の開催(11/26) CPD：2単位 

 

□ 事業委員会（黒野有一郎委員長）  

2021 年 

・8/11   第１回事業委員会 ⇒年間事業スケジュールについて 

・10/14  第２回事業委員会 ⇒一寸格子ＷＳ＠県図書館ほかについて 

・11/1   第３回事業委員会 ⇒一寸格子ＷＳ＠県図書館 実施詳細について 

・11/29  第４回事業委員会 ⇒一寸格子ＷＳ＠猪高小学校ほかについて 

・12/16  第５回事業委員会 ⇒一寸格子ＷＳ＠猪高小学校 第１回授業実施詳細について 

 

2022 年 

・1/18  第６回事業委員会 ⇒一寸格子ＷＳ＠猪高小学校 第２回授業実施詳細について 

・2/16 第７回事業委員会 ⇒一寸格子ＷＳ＠猪高小学校 実施報告等について 

・3/10 第８回事業委員会 ⇒来年度体制、事業スケジュールについて 

 

＜全て、リモート（ZOOM）併用会議＞ 

【事業】 ＪＩＡ建築ワークショップ＠豊橋 ※地区連絡会と共催 

「お店をつくろう！～小さなまちづくりプロジェクト」 

2021/9/3-5 穂の国とよはし芸術劇場アートスペースにて実施 

2021/12/11-12 豊橋市まちなか図書館にて受賞作品のみ展示 

※コロナ禍の影響により表彰式・講評会は見送り 

 【事業】 一寸格子建築教室ワークショップ＠愛知県図書館 
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  2021/11/27 県図書館５階大ホールにて実施 

【事業】 一寸格子建築教室ワークショップ＠名古屋市立猪高小学校（５年生） 

2022/1/12 第１回授業（レクチャー、割りばし模型試作ワーク） 

2022/1/31 第２回授業（実作ワーク） 

 

□ 地区連絡会（黒野有一郎委員長） 

【事業】 ＪＩＡ建築ワークショップ＠豊橋 ※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」 

2021/9/3-5 穂の国とよはし芸術劇場アートスペースにて実施 

2021/12/11-12 豊橋市まちなか図書館にて受賞作品のみ展示 

※コロナ禍の影響により表彰式・講評会は見送り 

 

 【助成事業】 「コルゲートハウス・川合健二邸」映像コンテンツ等作成事業 

2022/1/中旬撮影-3月編集 

     

【持ち出し役員会】  役員会および視察見学会・懇親会 

   ※コロナ禍の影響により本年度の実施見送り 

 

□ 住宅研究会（西村和哉委員長） 

2021 

・6/9 企画委員会（WEB） 参加 10名  

・8/20 企画委員会（WEB） 参加 10 名 

2022 

・3/2 企画委員会（WEB） 参加 10名 

・4/8 総会  

 

□ 保存研究会（中澤賢一委員長） 

 ・ＪＩＡ保存再生全国 WEB 会議（6/14） 

 ・ＪＩＡ保存再生全国 WEB 会議（10/6） 

 ・ＪＩＡ保存再生全国 WEB 会議（12/8） 

 ・毎月「ARCHITECT」保存情報（第 235 回～第 244 回）会員による執筆 10 物件 

 

□ JIA 愛知美術サロン（代表幹事：田中英彦） 

・デッサン会開催日： 2021 年 4 月 24 日(土)、9月 4 日(土)、 12 月 11 日(土)、 

2022 年 3月 12 日（土） 

 ・SKETCH 旅行：2021 年 11 月 3日（水、祝日）日帰り、半田赤レンガ建物、半田運河、 

・第 15 回ＪＩＡ愛知美術サロン展 2022 年 9月 6日(火)～11 日(日)予定（東桜会館) 

   （東桜会館閉鎖により、2022 年 4月 19 日（火）～24日（日）から延期） 
 

□ 大学特別委員会（川口亜稀子委員長） 

・名古屋市立大学での講義内容の検討 

 委員 19名（8/4） 

  

名古屋市立大学授業 「建築家の仕事」 

・開催日 2021 年 9/24・10/1・10/8・10/15・10/22・10/29・11/5・11/12・11/19・11/26 

12/3・12/10・12/17 2021 年 1/14・1/21 の 2 時限目 計 15 回 

・学生数 最終受講者 48名  講師数 23 名（JIA 会員 18 名、会員外 5名） 
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・講座 

第 1 講座 ガイダンス・仕事のお作法                                            城戸康近 

第 2 講座  時と人と建築                                                             浅井裕雄 

第 3 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 4 講座  家具と建築                                           塩田有紀 小林啓伯 小林久美子 

第 5 講座  経験と建築 時をこえて繋がる建造環境と職務の恒久性と変化        森 哲哉   近藤万記子  

第 6 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 

第 7 講座  もの／ひと／こと／まち育て－私の設計手法－                                 高木耕一 

第 8 講座  大学に入って２年半、それなりに勉強してきたつもりだけど、まだ建築なんて      

な〜んにも分かっていない３年生の僕がどうして建築家になろうと思ったのか。   中川竜夫 

第 9 講座  都市・地域整備の過去・現在・未来                                     尾関利勝 

第 10 講座 構造事務所の活動                                          金山美登利 林希代子                          

第 11 講座 建築と庭                                                     平野恵津泰  朝日宏和 

第 12 講座 設計っておもしろい!   社会と環境をつなぐ設計                  奥井康史    杉本憲治 

第 13 講座 地域や街で活躍する建築家の仕事  那古野下町衆と円頓寺･四間道界隈  

建築家は、リージョン（地域）とどう関わるか？                  齊藤正吉  黒野有一郎 

第 14 講座 ハウスメ－カ－や設計事務所を通じて感じたこと。                           宇佐美寛 

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

 

□「天使の森プロジェクト」（幹事：西村和哉） 

2021/4/3   【第 2回目現地製作会】活動取組み説明、建て方ワークショップ CPD:4 単位 

  ※ NPO 法人アースワーカーエナジーと共催 

 

◆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、柳澤力） 

・建築八団体連絡会（澤村喜久夫地域会長、奥井康史広報委員長、間瀬高歩総務委員長） 

・愛知県建築士事務所協会建築賞（審査員：澤村喜久夫地域会長） 

・中部建築賞協議会 副会長（水野豊秋） 

・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 運営委員会副委員長（鈴木利明） 

・中部建築賞協議会 運営委員会委員（関口啓介、塚本隆典、後藤文俊） 

・中部公共建築設計懇談会（水野豊秋、澤村喜久夫） 

 

〈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：澤村喜久夫地域会長） 

・愛知ゆとりある住まい推進協議会幹事会（副部会長：宮坂英司研修室長） 

・愛知県建築開発等行政推進団体協議会（副会長：澤村喜久夫地域会長） 

・愛知県建築安全安心マネジメント協議会（委員：澤村喜久夫地域会長） 

・愛知県建築物地震対策推進協議会（見寺昭彦会長補佐） 

・愛知県設計用入力地震動研究協議会（幹事：見寺昭彦会長補佐）  

・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（黒野有一郎事業委員長） 

 

□ 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） 
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・財務委員会（鈴木利明） 

・職能資格制度委員会（野々川光昭） 

・建築家資格制度実務委員会（宮坂英司） 

・教育委員会（吉元学） 

・国際委員会（田口純子） 

・JIA環境会議（宇野勇治） 

  ・JIA環境会議ＷＧ：伝統的工法のすまい（宇野勇治） 

・カーボン・ニュートラル特別委員会（柳澤力） 

・JIA建築相談連携会議（清水孝昭） 

  ・JIA保存再生会議（中澤賢一） 

・JIA 保存再生会議ＷＧ：JIA 文化財修復塾（原眞佐実） 

・住宅等連携会議（西村和哉） 

・総務委員会知財ＷＧ（澤村喜久夫） 

・総務委員会＋職能・資格制度＋資格制度実務委員会WG：建築家資格制度等に係る準備会（水野豊秋） 

・JIAまちづくり会議（黒野有一郎） 

・JIA全国卒業設計コンクール（奥井康史） 

 

〔支部への委員長派遣〕 

・建築家資格制度実務委員会（宮坂英司） 

・苦情対応委員会（石田壽） 

・会報委員会（川本直義） 

・建築相談委員会（清水孝昭） 

・総務委員会（矢田義典） 

・JIA東海設計競技特別委員会（間瀬高歩） 

・JIA東海住宅建築賞特別委員会（伊藤恭行） 

・JIA東海学生卒業設計コンクール2021実行委員会（奥井康史） 

・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） 

 

［岐阜地域会］  

○通常総会 

  04 月 19 日（月）JIA 岐阜地域会 2021 年度通常総会 書面決議 

第 1 号議案：賛成：9名 反対：0名 

有効表決数の過半数の賛成にて、いずれも承認 

 

○運営役員会 

05 月 20 日（金） 第 1回役員会 ZOOM によるオンライン会議  18：00～19：30 

   参加者：会員：6名  協力会員：3名 

   内  容：JIA の窓 1の件，JIA の窓 2の件、 会員移行の件 

06 月 17 日（木）第 2回役員会 ZOOM によるオンライン会議  18：00～19：30 

    参加者：会員：7名 協力会員：3名 

    内  容：JIA の窓 2の件 

07 月 15 日（木）第 3回役員会 ZOOM によるオンライン会議  18：00～19：30 

参加者：会員：6名 協力会員：3名 

内  容：JIA の窓 2の件 

08 月 19 日（木）第 4回役員会 ZOOM によるオンライン会議  18：00～19：30 

参加者：会員：7名 協力会員：2名 

内  容： JIA の窓 2の件、正会員希望者、 

09 月 24 日（金）第 5回役員会 ZOOM によるオンライン会議  18：00～19：30 
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参加者：会員：7名 協力会員：2名 

内  容： JIA の窓 2の件 

10 月 14 日（木）第 6回役員会 ZOOM によるオンライン会議  18：00～19：30 

参加者：会員：4名 協力会員：3名 

内  容： JIA の窓 2の件 

12 月 23 日（水）第 7回役員会 生涯学習センター2F小研修室 2 18：30～20：30 

参加者：会員：4名 協力会員：3名 

内  容：JIA の窓 2の件 

12 月 16 日（木）第 8回役員会 生涯学習センター2F小研修室 2 18：30～20：30 

参加者：会員：4名  協力会員：2名 

内  容：JIA の窓 1の件，JIA の窓 2の件、次年度の件 

01 月 20 日（木）第 9回役員会 生涯学習センター2F小研修室 2 18：30～20：30 

参加者：会員：6名 協力会員：3名 

内  容：JIA の窓 1の件、次年度事業計画・会計の件、2022 年度総会の件 

02 月 14 日（月）第 10回役員会 ZOOM によるオンライン会議  18：00～19：30 

参加者：会員：5名 協力会員：3名 

内  容：JIA の窓 1の件、2022 年度総会の件、会員拡大、正会員希望者、 

03 月 17 日（木）第 11回役員会 生涯学習センター2F小研修室 2 18：30～20：30  

参加者：会員：5名 協力会員：2名 

内  容：2022 年度総会の件、 

 

○事業活動 

11 月 27 日（土）JIA の窓 2 ぎふ ｢20×20｣ コミュニケーション  18：00 ～ 20：00 

ハートフルスクエアーG 2 階 大研修室 

 パネラー8名 参加者：48名 

3 月 12 日（土）JIAの窓 1  建物見学会  15：45～17：30 

  「ぎふ木遊館」 岐阜市学園町 2-33 

※新型コロナウイルスのため自粛・次年度へ延期 

 

 

［三重地域会］  

〇通常総会 

4 月 22 日（木）2021 年度三重地域会通常総会 

場所：三重県総合文化センター 生涯学習棟 2階 視聴覚室（オンライン ZOOM 併用） 

 出席者：正会員 28 名中対面 6名、オンライン 6名出席、委任状 2名 

合計 14 名（正会員の 1/5 以上により成立） 

     【議 事】 第 1号議案 2020 年度事業報告 承認の件 

           第 2 号議案 2020 年度事業収支決算報告 承認の件 

           第 3 号議案その他 ※対象議案なし 

【報 告】 ①2021 年度役員等構成 報告の件 

②2021 年度事業計画 報告の件 

           ③2021 年度事業収支予算 報告の件 

      

〇運営役員会・例会・事業活動 

 4 月 14 日（水）会計監査   

場所：三重県総合文化センター 男女共同参画棟 3F 特別会議室 

（オンライン ZOOM 併用） 

          出席者：正会員 6人 

 4 月 14 日（水）第 1回役員会  
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          場所：三重県総合文化センター 男女共同参画棟 3F 特別会議室 

（オンライン ZOOM 併用） 

    出席者：会員 9名（役員 6名※役員欠席者 3名）、法人協力会員 3名 

     【議 事】 ・2021 年度通常総会（総会資料）について 

           ・2021 年度事業計画等について 

  

5 月 21 日（金）第 2回役員会  

          場所：日新設計株式会社 1 階会議室（オンライン ZOOM 併用） 

          出席者：11名（役員 9名※役員欠席者 0名）※対面 3名、オンライン出席 8名 

     【議 事】 ・委員会報告 

             総務委員会（今年度事業計画について） 

             事業委員会 文化講演会（今年度については行う事で進める） 

                   建築ウォッチング 

                   建築展（Web建築展に三重短大の卒業制作展を追加） 

             研修委員会（今年度の事業計画について） 

             広報委員会（アーキテクトみえ発行について)  

             研究・社会活動委員会（環境セミナーについて） 

 

6 月 18 日（金）第 1回例会  

場所：三重県総合文化センター 男女共同参画棟 3F 特別会議室 

（オンライン ZOOM 併用） 

          出席者：会員 10名（対面 4、オンライン 6）、  

法人協力会員 9名（対面 6、オンライン 3） 

     【議 事】 ・委員会報告 

             総務委員会 

             事業委員会 文化講演会（講師について） 

                   建築ウォッチング（開催について） 

                   建築展（Web建築展に三重短大の卒業制作展を追加） 

             研修委員会（今年度事業計画について） 

             広報委員会（アーキテクトみえについて） 

             研究・社会活動委員会（今年度事業計画について） 

           ・法人協力会情報 

             株式会社 LIXIL 担当者の変更 

 

 8 月 6 日（金） 第 3回役員会  

          場所：三重県総合文化センター 男女共同参画棟 3F 特別会議室 

（オンライン ZOOM 併用） 

          出席者： 7名（役員 6名※役員欠席者 3名）※対面 3名、オンライン 4名 

     【議 事】 ・委員会報告 

             総務委員会（防災協定、会員増強について） 

             事業委員会 文化講演会（講師を原田真宏氏+原田麻魚氏に決定） 

建築ウォッチング（県内にて計画） 

             研修委員会（建材研修会について） 

             広報委員会（アーキテクトみえ特集テーマについて） 

             研究・社会活動委員会（三重短大の出前授業、環境セミナーについて） 

           ・三重の建築散歩 Ver.2 についての検討 

       

         第 2回例会 

          場所：三重県総合文化センター 男女共同参画棟 3F 特別会議室  
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（オンライン ZOOM 併用） 

          出席者：会員 7名（対面 3，オンライン 4）、法人協力会員 5 名（対面 5） 

     【議 事】 ・委員会報告 

             総務委員会（防災協定、会員増強について） 

             事業委員会 文化講演会（講師を原田真宏氏+原田麻魚氏に決定） 

                   建築ウォッチング（県内にて計画） 

             研修委員会（例会後に建材研修会を開催） 

             広報委員会（アーキテクトみえ特集テーマについて） 

             研究・社会活動委員会（三重短大の出前事業、環境セミナーについて） 

           ・法人協力会情報 

             オスモ＆エーデル株式会社オンラインセミナーについて 

 

         会員研修会 1（建材研修会） 

          場所：三重県総合文化センター 男女共同参画棟 3F 特別会議室  

（オンライン ZOOM 併用） 

             「押出成形セメント板メースの魅力」 

                         講師：アイカテック建材営業部設計推進グループ 青柳庄悟氏 

             参加者：会員 7名（対面 3，オンライン 4）、法人協力会員 5名（対面 5） 

 

 ９月１7日（金）第 4回役員会 オンライン形式 ZOOM 

          出席者：6名（役員 5名）※役員欠席者 4名 

【議 事】 ・委員会報告 

             総務委員会 

             事業委員会 文化講演会（チラシについて） 

建築ウォッチング（現地集合・解散にて計画） 

             研修委員会（アーキテクトみえについて） 

             広報委員会 

             研究・社会活動委員会 

          

         第 3回例会 オンライン形式 ZOOM 

          出席者：会員 10名、法人協力会員 4名 

     【議 事】 ・委員会報告 

             総務委員会 

             事業委員会 文化講演会（チラシについて） 

建築ウォッチング（現地集合・解散にて計画） 

             研修委員会（森羅万象匠塾について）  

             広報委員会（アーキテクトみえについて） 

             研究・社会活動委員会（三重短大への出前授業について、 

三重建築学生合同課題発表会の開催について） 

           ・法人協力会員情報 

             有限会社東海テクノの社名変更（新社名：株式会社東海ベース） 

          

 ９月２９日（水）みえの気候風土適応住宅勉強会 第７回 オンライン形式 ZOOM 

          出席者：建築士会 2名、事務所協会 2名、JIA 三重 2 名 

          協議事項 策定指針作成に要する三重県独自の仕様の検討 

 

１０月２２日（金）第 5回役員会  

         場所：三重県総合文化センター 生涯学習棟 2F 視聴覚室 

（オンライン ZOOM 併用） 
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         出席者： 8 名（役員 7名）※役員欠席者 2名 

    【議 事】 ・委員会報告 

            総務委員会 

            事業委員会 文化講演会（チラシの内容確認） 

建築ウォッチング（丹生大師周辺の散策に決定） 

            研修委員会 

            広報委員会（アーキテクトみえについて） 

 研究・社会活動委員会（環境セミナーについて） 

 

        第 4 回例会  

         場所：三重県総合文化センター 生涯学習棟 2F 視聴覚室 

（オンライン ZOOM 併用） 

         出席者：会員 11 名（対面 8，オンライン 3）、 

法人協力会員 5名（対面 4，オンライン 1） 

    【議 事】 ・委員会報告 

            総務委員会 

            事業委員会 文化講演会（チラシの内容確認） 

建築ウォッチング（丹生大師周辺の散策に決定） 

            研修委員会（本日例会後森羅万象匠塾を開催） 

            広報委員会（アーキテクトみえについて） 

            研究・社会活動委員会（環境セミナーについて） 

    

        会員研修会 2（森羅万象匠塾）  

         場所：三重県総合文化センター 生涯学習棟 2F 視聴覚室 

                         （オンライン ZOOM 併用） 

            「地域紙の記者がみた 建築家-社会 の関係」 

            講師：長嶋千聡氏（株式会社夕刊三重新聞社報道部記者） 

            参加者：会員 11名（対面 8，オンライン 3） 

法人協力会 5名（対面 4，オンライン 1）、その他 7名（オンライン 7） 

 

 １１月２０日（土）建築ウォッチング「丹生大師周辺を建築ウォッチング」 

         見学先：丹生大師・彦左衛門記念公園・和歌山別街道町並み・立梅用水等 

             参加者：正会員 10名 

                 

 １１月２４日（水）研究・社会活動委員会出張授業  

          場所：三重短期大学生活科学科居住環境コース 

             1 年生住宅課題説明 JIA 三重会員１名で参加 

 

 １２月４日（土）三重建築学生合同課題発表会 2021（JIA 事業活動助成）  

場所：三重大学レーモンドホール 

          発表者：三重大学 2年生（6名）、三重短期大学 2年生（4名）、近畿大学工業高等専門

学校 5年生（4名） 

          ゲスト：建築家 岸上純子氏（SPACESPACE） 

          参加者：JIA 会員 11 名、学生・一般 35 名 計 46 名 

 

 １２月８日（水）研究・社会活動委員会出張授業 

          場所：三重短期大学生活科学科居住環境コース 

            1 年生住宅課題エスキスチェック JIA 三重会員 6名で参加 
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 １２月１０日（金）第 6回役員会  

          場所：三重県総合文化センター 男女共同参画棟 3F 特別会議室 

                             （オンライン ZOOM 併用） 

          出席者： 10 名（役員 8 名※役員欠席者 1 名）※対面 3 名、オンライン 7 名          

【義 事】 ・委員会報告 

             総務委員会 

             事業委員会 文化講演会（講師宿泊費用・懇親会等ついて） 

建築ウォッチング（事業報告） 

             研修委員会（会員発表会の日程変更） 

             広報委員会（アーキテクトみえについて） 

             研究・社会活動委員会（事業報告及び環境セミナーについて） 

           ・来年度事業予算について 

           ・みえの気候風土適応住宅勉強会ついて 

     

         第 5回例会  

          場所：三重県総合文化センター 男女共同参画棟 3F 特別会議室 

                             （オンライン ZOOM 併用） 

          出席者：会員 11名（対面 4，オンライン 7） 

              法人協力会員 5名（対面 4，オンライン 1） 

     【議 事】 ・委員会報告 

             総務委員会 

             事業委員会 文化講演会（懇親会等ついて） 

             研修委員会（会員発表会の日程変更） 

             広報委員会（アーキテクトみえについて） 

             研究・社会活動委員会（事業報告及び環境セミナーについて） 

           ・来年度事業予算について 

           ・みえの気候風土適応住宅勉強会について 

           ・法人協力会員情報 

        

１月２２日（土） JIA 三重 建築文化講演会 2022 

          共催（一社）三重県建築士会 

          場所：アスト津アストプラザ 4階アストホール 

          テーマ：「マウントフジの仕事」 

          講師：原田真宏氏（MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO） 

                      来場者：JIA 会員 19 名、一般 35 名、合計 54名 

           

 

２月１４日（月）みえの気候風土適応住宅勉強会 第 8回 オンライン形式 ZOOM 

         出席者：建築士会 2名、事務所協会 2名、JIA 三重 2名 

 

２月１８日（金）第 7回役員会 オンライン形式 ZOOM 

         出席者：9名（役員 7名）※役員欠席者 2名 

    【議 事】 ・委員会報告 

            総務委員会 

            事業委員会 文化講演会（講演会の事業報告） 

            研修委員会（次回会員発表会について） 

            広報委員会（アーキテクトみえについて） 

            研究・社会活動委員会（環境セミナーについて） 

           ・来年度事業計画・予算ついて 
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           ・2022 年度通常総会の日程について 

            

         第 6回例会 オンライン形式 ZOOM 

          出席者：会員 9名、法人協力会員 3名 

     【議 事】 ・委員会報告 

             総務委員会 

             事業委員会 文化講演会（講演会の事業報告） 

             研修委員会（次回会員発表会について） 

             広報委員会（アーキテクトみえについて） 

             研究・社会活動委員会（環境セミナーについて） 

           ・来年度事業計画・予算について 

           ・2022 年度通常総会の日程について 

           ・法人協力会員情報 

                          

         会員研修会３（研究・社会活動委員会環境部会 環境セミナー）  

オンライン形式 ZOOM 

             「マイクロプラスチックと海洋汚染」 

             講師：千葉 賢氏（四日市大学環境情報学部教授） 

             参加者：会員 10 名、法人協力会員 2名 

 

 3 月１１日（金）第 8回役員会  

場所：三重県総合文化センター 男女共同参画棟 3F 特別会議室 

                    （オンライン ZOOM 併用） 

          出席者：8名（役員 7名※役員欠席者 2名）※対面 3 名、オンライン 5名 

     【議 事】 ・委員会報告 

             総務委員会（事業報告及び決算報告） 

             事業委員会 文化講演会（決算報告） 

建築ウォッチング（決算報告） 

                   建築展（決算報告） 

             研修委員会（事業報告） 

             広報委員会（事業報告及び決算報告） 

             研究・社会活動委員会（事業報告） 

           ・2022 年度通常総会について 

       

               第 7回例会  

          場所：三重県総合文化センター 男女共同参画棟 3F 特別会議室 

                             （オンライン ZOOM 併用） 

          出席者：会員 11名(対面 4，オンライン 7) 

法人協力会員 4名（対面 3，オンライン 1） 

     【議 事】 ・委員会報告 

             総務委員会（事業報告及び決算報告） 

事業委員会 文化講演会（決算報告） 

建築ウォッチング（決算報告） 

                   建築展（決算報告） 

             研修委員会（事業報告） 

             広報委員会（事業報告及び決算報告） 

             研究・社会活動委員会（事業報告） 

           ・次年度事業計画ついて 

           ・2022 年度通常総会について 
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           ・法人協力会員情報 

       

会員研修会 4（会員発表会） 

場所：三重県総合文化センター 男女共同参画棟 3F 特別会議室 

（オンライン ZOOM 併用） 

             会員発表者：高瀬元秀会員、池澤邦仁会員 

             参加者：会員 16 名(対面 4名、オンライン 12名) 

                 法人協力会員 5名(対面 4，オンライン 1) 

 

□三重地域会 会員数の推移（2022 年 3 月末） 

     正会員 27 名(内名誉会員 1名)、準会員(ジュニア会員)3 名、準会員(学生会員)１名、 

個人協力会員 1名、法人協力会員 18 社 
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① 2022 年度事業計画 

（１）東海支部の事業計画 

◇基本方針 

変異を繰り返す新型コロナウイルスにより、まだまだ先が読めず、不安のみ増大していく現在、直接的な

関わりは減少していますが、反面 WEB 利用した会議・講演会の開催等、今までにない分野のツールにより積

極的な活動も充実してきたように思います。 

この状況を前向きに捉え、新しい価値観のもと各地域会活動の力を結集し、分かち合いながら、支部全体を

盛り上げて参りたいと思います。 

 支部事業としましては、これまで積み上げてきた事業の継続およびますますの活性化を図りたいと思いま

す。また、支部財政の再建と会員増強計画の立案、全国大会の検討準備は喫緊の課題であり、会員サービス

といった観点からも重要な部分であると考えております。 

 さらに SDGｓ関連事業、脱炭素化社会の構築関連事業を通して、社会に貢献していく事も建築家として大

切な使命であると認識し、事業立案を進めて参りたいと思います。 

 会員（正会員・準会員・協力会員）の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

◇事業計画 

（1） 文化・交流事業 

 ・JIA 全国大会の準備 

 ・広報事業活動として、機関誌「ARCHITECT」の編集・発行 

 ・表彰事業活動として、以下の事業を実施 

  「東海支部建築設計競技」・「東海住宅建築賞」・「東海学生卒業設計コンクール」 

  「JIA25 年登録」の審査・「JIA ゴールデンキューブ賞」 

 ・各地域会における市民交流事業への支援 

（2） 社会・公益事業 

 ・三重県との防災協定の締結後の具体的な活動の推進 

 ・まちづくり・地域づくりの全国会議の推進  

・子どもの建築教育に関する連携及び情報共有を模索する 

 ・建築相談・環境への対応・建築物の保存等、地域に根ざした活動の推進 

（3） 業務・職能活動事業 

 ・本部が推進する建築家資格制度の運営及び広報への支援 

 ・会員の倫理及び能力向上事業への支援 

 ・支部建築家資格制度実務委員会による講習会の実施 

 ・CPD 研修を含めた教育制度の普及 

（4） その他 

 ・総務委員会を中心とした財政再建の検討と会員増強 

 ・行政はじめ建築関連・法曹界など関連団体及び教育機関との交流・連携 

 ・SDGｓ関連事業・脱炭素化社会関連事業に積極的に取り組む 

 

（２）各地域会における事業計画 
［静岡地域会］  

◇基本方針 
2022 年度で設立 35周年を迎えます。これまでに諸先輩方が積み重ねてきたものを引き継ぎつつ、魅力

のある活動を通して、ＪＩＡ静岡の発展に貢献できるようにと考えております。 

昨年 3 月の事務局員の退職に伴い、この一年間は様々な事務局の業務を役員の中で分担してきました。

会員数が 50 人を切る中、新たな事務局員を置くことは当面は難しく、引き続き同じ運営体制でやってい

くこととなると思います。皆様のご協力をこれまで以上にお願いする場面も出てくると思いますが、よろ

しくお願い申し上げます。 

建築ウォッチング、ＪＩＡ塾、建築家講演会等のこれまで継続してきた事業については、さらに充実さ
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せながら継続していきたいと思います。コロナ禍ということもあり、人が集まれない状況がまだしばらく

続きそうですが、オンラインによるイベント開催等のノウハウも充実してきており、様々なことにチャレ

ンジしていきたいと思います。また、新しい試みとしては、建築家が集まって、建築の議論をしたりスラ

イド会を行ったりするような場が作れたらと考えております。そういった活動を通して、会員数の拡大に

つなげていきたいと思います。 
 

◇事業計画 
 ◆建築セミナー委員会   ・ＪＩＡ塾、建築家セミナー、実務勉強会 
 ◆建築ウォッチング委員会 ・建築ウォッチング、企業ウォッチング 
 ◆建築相談委員会     ・一般市民相談窓口、コンペ等の検討 
 ◆広報委員会       ・ＨＰ管理更新、ＪＩＡ静岡ＮＥＷＳの発行、 

 各イベントや会員情報のＷＥＢ公開、広報活動拡大 
 ◆総務委員会              ・規則と細則等の作成管理、入退会・会費等法制管理、会計管理 
 ◆災害対策委員会     ・防災等に関する講習会、防災活動等への参加や啓発活動 
 ◆会員委員会       ・会員の交流拡大、新入会員向け交流事業、法人協力会との連携 
 
◇関連団体との連携事業 
 ・静岡県住宅振興協議会及び関連事業   ・静岡市開発審査会 

   ・静岡県災害対策士業連絡会       ・静岡市屋外広告物審議委員会 
   ・建築文化研究会講演会         ・静岡市公共事業評価委員会 
 ・住宅紛争審査会            ・建築三会連絡協議会及び関連事業 

    
［愛知地域会］ 
◇基本方針  

長期視点に立った未来への活動 

コロナ禍に見舞われて２年以上が経過し、十分な活動ができない状況が続いています。そのような中で、

オンラインでの事業、感染に配慮した対面活動、それらを併用した事業活動が継続されています。大きく変

わる社会の中で、2022 年度は、以下の 3点を基本方針として取り組んで参ります。 

1.地域に根差した公益事業 

愛知地域会では、これまでにも地域に密着した様々な活動が行われてきました。「地域に根差した公益事業」

を基軸とし、これからも事業活動の継続発展に取り組みます。 

2.地域会のアップデート 

また、長引くコロナ禍により、デジタルの活用が社会に広がりました。この変化を前向きに捉え、交流や

対話の機会を増やし、社会への発信の仕方、これからの会のあり方を模索します。 

3.未来に責任ある活動 

 今私たちはどのような時代をいきているのでしょうか。パンデミック、気候変動、複合災害、AI、格差社

会など地球規模の課題が蔓延しています。これらの課題に建築ができることは何か。建築関係団体、行政、

市民、学生などとの対話と連携、倫理の共有が必要と考えます。 

これからも、社会に寄与する建築家が活躍し、持続する社会ために業務環境の改善に向けた活動に取り組

みます。 

 

◇事業計画 

〇文化・交流事業及び活動 

 ・「建築家＋」の発刊 

 ・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 

 ・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 

 ・シンポジウム、講習会、見学会などの開催 

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・行政機関との連携 



 

36 
 

 ・建築相談業務の対応 

 ・建築保存再生・活用に関する研究と啓蒙活動 

〇研究・教育活動事業 

 ・大学授業での「建築家の仕事」の講義 

 ・小学校等での「建築教室」、JIA 建築ワークショップ＠豊橋の実施 

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 

 ・建築基本法、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 

 ・設計者選定に関する研究と、行政、団体等の発注者支援 

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 

 ・JIA 東海学生卒業設計コンクール、JIA 東海支部設計競技、JIA 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 

〇2023 年度実施予定の全国大会開催準備の協力 

 

［岐阜地域会］ 

◇基本方針 
本年度は、会員拡大、会員力向上を方針に掲げて活動します。JIA は、建築業界のリーダーとなり、

地域社会の輝ける人財として活動の本質を考え、歩みを止めず活動を行っていかなければなりません。

JIA 岐阜地域会は、今年度も「JIA の窓」を中心に開催し、会員拡大に努め、そして建築を通してより

多くの方々と学びと交流を深め、会員力の向上にも努めたいと思います。 

 

◇事業計画 
 

① 「JIA の窓」①・・・プレゼン、意見交換＆交流会 

   目    的：ＪＩＡのメンバー、非会員建築家と意見交換の場と提供し、学びと交流を深める。 

   方    法：ぎふ 20×20 コミュニケーション＆座談会 

開催日時：2022 年 8 月予定 （※感染症の状況により時期を考える） 

場    所：ハートフルスクエアーＧ 

 

② 愛知地域会との協働事業 

   目    的：他地域会と協働で事業を行う事で、地域会のスケールを超えた事業展開を学び、交流を深め

る。  

   方    法：愛知事業委員会と協働  

開催日時：2022 年 10 月予定 （※感染症の状況により時期を考える） 

場    所：未定  

 

③ 「JIA の窓」②・・・建物見学会、交流会 

   目    的：岐阜地域の非会員建築家や学生と共に、 設計手法を学び、交流を深める。 

   方    法：建物の現地見学会と設計者による建物説明会 

開催日時：2022 年 12 月予定 （※感染症の状況により時期を考える） 

場    所：未定  

 

④ 「JIA の窓」③・・・建物見学会、交流会 
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   目    的：建築や製造業施設等を見学し、見識を広め自己研鑽の場とする。会員外参加者を募り交流を

深める。 

   方    法：日帰り研修会 

開催日時：2023 年 2 月予定 （※感染症の状況により時期を考える） 

場    所：未定 

 
［三重地域会］ 

◇基本方針 
  三重地域会における事業活動は、これまでの先輩方の尽力により継続されてきた「建築文化講演会」「建

築ウォッチング」「アーキテクトみえ」に加えて近年は、建築学生や子供たちへの学びの場づくりを軸とし

た「建築教育支援」の活動へと広がりつつあります。さらに時代の要請にあわせ、オンラインツールの活

用や定款の改正など、会員減少やコロナ禍における活動の基礎つくりがなされてきました。 
今年度の事業計画では、初心に戻り「地域の建築文化の向上に寄与する」ための事業展開を目標に、こ

れまでの公益的活動に加えて会員の建築へ意欲をより高める活動を行っていきます。三重県は、東海と近

畿の接点であることから、その場所的優位性を生かした双方との人や情報の交流ができるような機会もつ

くり、地域会メンバーだけでは得られない経験や知識を会得できる場をつくっていきたいと思います。ま

た、コロナ渦ということもあり、会員同士、法人協力会員との交流が少なくなっています。状況をにらみ

ながら、集まってこそ意義ある事・リモートでできる事のメリハリをつけ活動を進めていきます。 
 
◇事業計画 

1. 例会・研修会の充実 

研修会の講師や内容の充実・オンライン例会の開催により、例会出席者の向上を図るだけでなく、会

員の建築へ意欲をより高めることを目指す。 

2. 建築文化講演会  

国内外で活躍する建築家を三重県にお招きしての講演会。県内の建築に携わる方々・学生に刺激を与

える場とする。 

3. 建築ウォッチング  

新しい建築だけでなく、歴史を重ねたまちや建築を訪ね見識を深める。コロナ禍の中でも可能な形を

模索し、県内の魅力の新たな発見につなげたい。 

4. 会報誌「アーキテクトみえ」  

三重の発信であり、建築家である会員の発信である会報誌を目指して。将来につながるシリーズ企画

の検討・費用の再考。 

5. 研究・社会活動委員会 

・地域の建築文化向上を目的とし、引き続き将来ある子供や学生に対して建築教育を行う。大学・自

治体との連携も視野に。「建築教育支援」部会。 

・JIA 三重の今後を見据えた事業準備や会員の自発的な動き・交流を促すもの、学生会員・若手会員の

活躍とする場としたい。「環境・建築・まちづくり」部会。 

6. 情報発信・会員増強の取り組み 

ホームページの整理・活動アーカイブ・費用の再考。会員増強につなげるため情報発信の手法検討。 

7. 会員増強の取り組み 

会員候補者の情報収集と交流を深める場づくりを行う。 

8. 災害活動への備え 

災害による支援要請に対して、即応体制がとれるよう常に準備を整えるよう努める。 

9. 法人協力会との関係強化 

法人協力会企画の見学会など、共に活動する形を模索する。  
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２０２２年度 公益社団法人日本建築家協会 

東海支部 役員等名簿（敬称略） 

 

[ 相談役 ] 

     清水 一男 

 

[ 顧 問 ] ※１ 
     小田 義彦   車戸 愼夫   谷村 茂   服部 滋  奥野 美樹 

 

[本部理事] 

本部理事・支部長    大瀧 正也 

     本部理事         浅井 裕雄 

 

 

[ 幹 事 ] ※２ 

副 支 部 長       石橋  剛（静岡地域会選出） 

副 支 部 長       森  哲哉（愛知地域会選出） 

副 支 部 長       内田 実成（岐阜地域会選出） 

     副 支 部 長       森本 雅史（三重地域会選出） 

     幹 事 長        関口 啓介（愛知地域会選出） 

      幹  事        大橋 康孝（静岡地域会選出） 

 幹  事        近藤万記子（愛知地域会選出） 

      幹  事        高木 耕一（愛知地域会選出） 

      幹  事        野々川光昭（愛知地域会選出） 

      幹  事        山田 浩史（岐阜地域会選出） 

      幹  事        出口 基樹（三重地域会選出） 

     

    [ 監 査 ] 

       監  査          石田  壽（愛知地域会） 

      監  査          鳥居 久保（静岡地域会） 

 

 

 

（注）上記は本総会で３号議案が承認された場合 

   及び ※１ 顧問は支部役員会で承認された場合 

      ※２ 副支部⾧及び支部幹事⾧は支部役員会で承認された場合 

 


