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1．会　　議

1.1　総総総総　　　　会会会会

開催年月日
場　所

主　要　議　事　と　そ　の　処　理

1998. 5.29

建築会館ﾎｰﾙ
 1．1997年度事業報告案を承認可決
 2．1997年度収支決算，財産目録および未処分金処分案を承認可決
 3．1998年度事業計画報告を承認
 4．1998年度収支予算報告を承認

1.2　評評評評議議議議員員員員会会会会

開催年月日
場　所

主　要　議　事　と　そ　の　処　理

1998. 5.19

本会会議室
 1．1997年度事業報告案を承認可決
 2．1997年度収支決算・財産目録および未処分金処分案を承認可決
 3．1997年度各支部事業報告，収支決算および財産目録を承認可決
 4．1998年度各支部事業計画および収支予算を承認可決
 5．選挙管理委員会委員として次期留任評議員のなかから 3名選出し，役員外の正会員中
から会長指名の 2名を承認

1998. 5.31

（通　信）
 1．会費長期滞納会員 1,421名（正会員個人 1,409名，準会員 12名）の除名を承認可決

1998. 8.10

（通　信）
 1．東北・北陸・近畿・四国・九州支部規程の一部変更について承認可決

1998.12.22

（通　信）
 1．1999年・2000年の理事 10名および 1999年の理事 1名を承認可決

1999. 3.23

本会会議室
 1．1999年度事業計画案を承認可決
 2．1999年度収支予算案を承認可決
 3．理事の辞任に伴う後任の理事 1名を承認可決

1.3　理理理理事事事事会会会会（議事中，毎月の入会，委員会委員の委嘱・解嘱は不記）

開催年月日
場　所

主　要　議　事　と　そ　の　処　理

4月理事会
1998. 4. 6

本会会議室

 1．終身正会員待遇承認（7名）
 2．1998年日本建築学会大賞，日本建築学会賞，日本建築学会文化賞，日本建築学会奨
励賞表彰業績について，大賞 2件，学会賞論文 10件，作品 4件，業績 5件，奨励賞
15件，作品選奨 12件，文化賞 3件を承認可決

 3．表彰規程および学会賞選考委員会運営規程の一部改正（案）を承認可決
 4．会費長期滞納会員について，次の議決条件で通信による評議員会に付議することを承
認可決

（会費 1か年以上滞納の正会員（個人）1,728名，準会員 24名，合計 1,752名について「1998

年 5月末日までに滞納会費を納付することを約束した者については評議員・理事・監事
は除名を留保することができる」）

 5．総会時の役員担当を承認
 6．1999年度大会は 9月 17日から 19日の日程で中国支部地域で開催し，主会場を広島
大学とすることを承認

 7．委託研究の受託追認
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（1）北海道支部へ北海道野幌森林公園事務所委託「北海道百年記念塔劣化に伴う外板補
修調査」

 8．共催・後援・協賛名義使用承認
（1）共　催
　イ）日本学術会議メカニクス・構造研究連絡委員会主催「理論応用力学講演会」
　ロ）日本燃焼学会主催「第36回燃焼シンポジウム」
（2）後　援
　イ）長崎市教育委員会主催「日蘭交流400周年記念国際シンポジウム・Ⅱ／見えてきた

出島」
　ロ）東京ガス株式会社主催「都市エネルギーフェア ’98」
　ハ）日本学術会議アジア交通学会主催「シンポジウム／アジア大都市交通プロジェクト

の官民パートナーシップ」
　二）社団法人プレストレスト・コンクリート建設業協会主催「PC建築フォーラム」
　ホ）社団法人日本圧接協会主催「ガス圧接受入検査に関する講習会」
（3）協　賛
　イ）社団法人可視化情報学会主催「可視化情報学会全国講演会（三重）」
　ロ）日本熱物性学会主催「第19回日本熱物性シンポジウム」
　ハ）社団法人日本鋼構造協会主催「鉄骨現場溶接の基本と監・管理」
　二）社団法人日本メンズファッション協会主催，「シンポジウム／日本の夏服」
　ホ）明治大学理工学部主催「夏休み科学教室」
　ヘ）社団法人日本ロボット学会主催「ロボット工学セミナー／第55回続続・こうすれば

ロボットがつくれる」
　ト）財団法人日本建築センター主催「CFT構造技術指針・同解説講習会」
　チ）アルミニウム建築構造推進協議会主催「第七回アルミニウム建築構造講演会」
　リ）社団法人日本騒音制御工学会主催「平成10年度騒音・振動技術講習会（第39回）」

［報告・懇談事項］
 1．建築基準法改正に関する要望書（案）について
 2．役員の兼任について
 3．特別研究「建築におけるプロジェクトマネジメントの展開と課題」報告
 4．先任副会長・理事からの報告

5月理事会
1998. 5.11

本会会議室

 1．終身正会員待遇承認（5名）
 2．倫理綱領・行動規範検討委員会の設置を承認可決
 3．評議員会議案として下記 5件を付議することを承認可決
（1）1997年度事業報告案について
（2）1997年度収支決算・財産目録および未処分金処分案について
（3）1997年度各支部事業報告，収支決算および財産目録の承認について
（4）1998年度各支部事業計画および収支予算の承認について
（5）選挙管理委員会委員の改選について
 4．1998年内部的監査報告において指摘された事項については，今後の活動に生かすこ
ととした。

 5．東京三菱銀行横浜中央支店ビル保存に関する要望書の提出を承認可決
 6．共催・後援・協賛名義使用承認
（1）共　催
　イ）日本学術会議主催「第14回環境工学連合講演会／環境ホルモンに関する話題」
（2）後　援
　イ）（財）日本建築防災協会主催「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する

法律における既存木造建築物の耐震診断基準の解説講習会」
　ロ）高知工科大学社会システム工学科主催「第7回構造工学および施工に関する東アジ

ア－太平洋国際会議」
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　ハ）（社）大分県建築士会主催「大分県が生んだ近代建築家三人展と特別講演会」
　ニ）兵庫県三田市21世紀の都市づくり三田国際会議実行委員会主催「ホロンピア三田 '98

／21世紀の都市づくり三田国際会議」
　ホ）（社）建築設備綜合協会主催「第71回建築設備綜合ゼミナール／HACCPに対応した

建築設備のあり方」
　ヘ）（社）日本コンクリート工学協会主催「コンクリート構造物の構造・耐久設計境界

問題に関するシンポジウム」
（3）協　賛
　イ）（社）日本鋼構造協会主催「講習会／これからの歩道橋」
　ロ）（社）空気調和・衛生工学会主催「平成10年度中堅技術者のための研修会」
　ハ）（社）日本金属学会主催「金属学会シンポジウム／高強度発現のための新しい試み

－ひずみ導入手法と組織形成」
　ニ）（社）日本鋼構造協会主催「講習会／ノンスカラップ工法を中心とした鉄骨溶接接

合部の標準ディテール」
　ホ）（財）製造科学技術センター主催「EcoDesign '99：第1回環境調和設計及びインバー

ス・マニュファクチャリングシステムに関する国際シンポジウム」
　ヘ）システム制御情報学会主催「第41回自動制御連合講演会」
　ト）（財）石炭利用総合センター主催「石炭灰有効利用シンポジウム」
　チ）（社）全国住宅宅地協会連合会・（社）日本宅地開発協会主催「建設大臣認定第37回

宅地造成技術講習会」
　リ）（社）可視化情報学会主催「第2回実践集中講義／PIVの要点」
　ヌ）（財）日本建築センター主催「講習会／外装構法耐震マニュアル－中層ビル用－」，

「講習会／外装構法耐震マニュアル－低層住宅用－」
 7．委託研究受託承認
（1）関西電力㈱，北海道電力㈱，東北電力㈱，東京電力㈱，中部電力㈱，北陸電力㈱，

中国電力㈱，四国電力㈱，九州電力㈱，日本原子力発電㈱委託「原子力発電所鉄筋コ
ンクリート工事の品質管理の高度化に関する研究」

（2）文部省教育助成局委託「木材を活用した学校施設に関する調査研究（手引書）」
（3）文部省教育助成局委託「公共学校施設の応急復旧方法に関する調査研究」
（4）（財）余暇開発センター委託「親水施設における安全対策に関する調査業務」
（5）九州支部へ，沖縄電力株式会社委託「石炭灰のコンクリートへの大量使用に関する

研究」
 8．北海道支部創立 50周年記念「北海道の建築 1974-1998」（CD-ROM版）の発行を承認

［報告・懇談事項］
 1．建設省との懇談について
 2．大石寺正本堂の取り壊しについて
 3．学士院会員の推薦ならびに学士院賞について
 4．北海道支部創立 50周年記念事業について

6月担当理事会
1998. 6.15

本会会議室

 1．終身正会員待遇承認（28名）
 2．委託研究受託承認
（1）共通建築コードインデックス策定研究会委託「共通建築コードインデックス策定に

関する調査研究（第Ⅲ期）」
（2）文部省教育助成局委託「公立学校建物の標準面積に関する調査研究」
（3）近畿支部へ，㈲亜都設計・社会福祉法人愛和福祉会委託「大阪市平野区在宅サービ

スセンター・平野老人短期入所施設建築前後における風環境変化に関する調査」
（4）近畿支部へ，㈱大島造船所・㈱大阪造船所委託「熊本県阿蘇郡波野村に設置するガ

ラスシャトーの設計用風荷重評価に関する風洞実験および調査研究」
（5）（財）資産評価システム研究センター委託「建築設備（給水設備・排水設備等）の評

価の取扱いに関する調査研究」
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（6）自治省税務局資産評価室委託「木造家屋に係る再建築費評点基準表の改正，工場量
産組立式（プレハブ方式）構造建物に係る再建築費評点基準表（準則）の改正，非木
造家屋に係る再建築費評点基準表の改正，非木造家屋の主体構造部における標準施工
数量及び新建材等に係る評点項目・標準評点数の新設についての基礎資料の作成」

 3．後援・協賛名義使用承認
（1）後　援
　イ）全国町並み保存連盟主催「第 21回全国町並みゼミ東京大会」
　ロ）（社）農村環境整備センター主催「第 3回農村環境整備デザインコンペについて」
　ハ）集合住宅管理組合センター・集合住宅維持管理機構主催「'98 マンションライフフ

ェア TOKYO」
　ニ）（財）ハウジングアンドコミュニティ財団　すまいづくり・まちづくり NPOネット

ワーク準備会主催「すまいづくり・まちづくり NPOネットワーク発足宣言＆記念シ
ンポジウム」

　ホ）東京都現代美術館主催「建築の 20世紀展」
　ヘ）日本免震構造協会主催「第 5回免震フォーラム／地域安全性と免震建築－設計の実

際と可能性を探る－」
　ト）中部分譲共有住宅管理組合協議会・集合住宅維持管理機構主催「第 2 回'98 マンシ

ョンライフフェア中部」
　チ）イタリア文化会館主催「イタリアの建築家マンフレディ・ニコレッティ作品展」
　リ）第 2回ヨコハマ都市デザインフォーラム開催準備会主催「第 2回ヨコハマ都市デザ

インフォーラム」
　ヌ）軽井沢ナショナル・トラスト主催「アントニン・レーモンド生誕 110年記念展」
　ル）太陽光発電技術研究組合主催「デザインコンペティション／太陽の恵みと建築との

調和」
（2）協　賛
　イ）（社）日本音響学会主催「日本音響学会第 60回技術講習会／音の評価のための心理

学的測定法」
　ロ）（社）日本材料学会主催「第 16回材料・構造信頼性シンポジウム」
　ハ）（社）日本材料学会主催「第 1回日本材料学会方式腐食防食実験講習会」
　ニ）（社）日本ロボット学会主催「ロボット工学セミナー／ロボット関連技術の最近の

トピックスシンポジウム」
　ホ）日本学術会議主催「第 1回生活環境設計シンポジウム／生活環境とその設計方法の

総合システムとしての理論構成における問題点」
　ヘ）（社）日本エネルギー学会主催「第 1回フォーラムエネルギー21」
　ト）（財）日本建築センター主催「冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル講習会」
　チ）（社）日本機械学会主催「第 8回環境工学総合シンポジウム’98」
　リ）（財）日本建築センター主催「講習会／建築物の改良地盤の設計および品質管理指

針－セメント系固化材を用いた深層・浅層混合処理工法－」
　ヌ）（財）日本建築センター主催「講習会／1997年版建築物の構造規定－建築基準法施

行令第 3章の解説と運用－」
　ル）（財）日本建築センター主催「講習会／建築設備耐震設計・施工指針」
　ヲ）（社）日本材料学会主催「日本材料学会腐食防食部門委員会第 205回例会／建築材

料・設備における腐食と防食対策」
　ワ）（財）ヒートポンプ・蓄熱センター主催「キャンペーン／蓄熱月間」
　カ）（社）日本基礎建設協会主催「場所打ちコンクリート杭に関する技術講習会」
　ヨ）S.Q.C構造物開発・普及協会主催「超高性能コンクリート構造物に関するシンポジ

ウム」
　タ）（社）日本非破壊検査協会主催「第 2 回赤外線サーモグラフィによる非破壊評価シ

ンポジウムおよび赤外線サーモグラフィ展」
　レ）（社）腐食防食協会主催「第 18回技術セミナー」
 4．1998 年日本建築学会賞賞牌レプリカ作製を承認
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［報告・懇談事項］
 1．1998年度上期国際交流振興基金の援助事業について
 2．建築基準法改正に関する国会審議について

7月理事会
1998. 7.15

本会会議室

 1．東北・北陸・近畿・四国・九州支部規程の一部改正案を通信評議員会に付議すること
を承認可決

 2．日本学士院会員候補者ならびに学士院賞候補業績の推薦についての申し合わせを承認
可決

 3．日本工業倶楽部会館に関する保存要望書の提出を承認可決
 4．共催・後援・協賛名義使用承認
（1）共　催
　イ）（社）日本気象学会主催「第 45回風に関するシンポジウム」
　ロ）日本学術会議主催「シンポジウム／農村と都市の共生は可能か－定住地域圏を考え

る Part 1－」
（2）後　援
　イ）第 12回数値流体力学シンポジウム実行委員会主催「第 12回数値流体力学シンポジ

ウム」
　ロ）（社）鋼材倶楽部主催「第 5期鉄骨建築サマーアカデミー」
　ハ）A/E/C SYSTEMS JAPAN組織委員会，デルファイ研究所主催「建築新技術展／国際

セミナーA/E/C SYSTEMS JAPAN '98」
　ニ）建築耐震設計者連合主催「JARAC シンポジウム／性能設計にどう対処するか－総

合的耐震性について－」
　ホ）日本学術会議主催「シンポジウム／世紀末の都市計画」
　ヘ）（社）日本コンクリート工学協会主催「塑性域の劣化性状に関するシンポジウム」
　ト）（社）建築業協会主催「第 8回 BCS建築セミナー」
　チ）（社）日本建築ブロック・エクステリア工事業協会主催「ブロック塀診断士講習及

び資格審査」
　リ）（社）公共建築協会主催「懸賞文募集／公共建築 21世紀への提言」
（3）協　賛
　イ）（社）腐食防食協会主催「第 45回材料と環境討論会」
　ロ）（財）日本建築センター主催「平成 10年 6月改正建築基準法講習会」
　ハ）（社）日本機械学会主催「第 8回設計工学・システム部門講演会」
　ニ）（社）日本高圧力技術協会主催「HPI 技術セミナー／石油タンクの耐震性と安全性

評価技術」
　ホ）（社）日本鋼構造協会主催「講習会／ノンスカラップ工法を中心とした鉄骨溶接接

合部の標準ディテール」
　ヘ）（社）日本材料学会主催「材料情報交換フォーラム」
　ト）（財）スガウェザリング技術振興財団主催「第 27・28回スガウェザリング学術講演

会」
　チ）（社）日本能率協会，（社）日本住宅設備システム協会主催「第 20回 JAPAN HOME

SHOW 98」
　リ）（財）マルチメディアコンテンツ振興協会，日本経済新聞社主催「ContentCreation +

NICOGRAPH 98」
　ヌ）（社）日本機械学会主催「講習会／入門講座“振動を制する”－ダンピング技術の

基礎と最新の動向－」
　ル）日本病院設備協会，（社）日本能率協会主催「HOSPEX JAPAN 98 (病院設備機器展)」
　ヲ）関東学院大学大澤記念建築設備工学研究所主催「創設 30周年記念公開学術シンポ

ジウム／これからの住環境・建築設備を考える」
　ワ）（社）日本材料学会主催「X 線応力測定法とその材料強度評価への応用に関する講

習会」
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　カ）（社）日本ロボット学会主催「ロボット工学セミナー／第 56回 2足歩行ロボット技
術の現在－ヒューマノイドの基盤技術－」

　ヨ）日本数値流体力学会主催「有限要素法流れ解析の基礎と応用講習会」
 5．8月理事会は休会とし，その間の処理はそれぞれ所管理事に一任し，10月理事会で追
認を得ることを承認

 6．アーキテクテュア・オブ・ザ・イヤー展に対して建築文化振興基金を 1,000万円取り
崩して充当することを承認可決

 7．UIA（世界建築家連合）の協定案に対して意見表明することを承認可決

［報告・懇談事項］
 1．定款改正の検討と対応について
 2．理事会共通課題の中間報告
 3．支部共通事業設計競技の課題決定と応募要領の変更について
 4．1998年度大会（九州）における理事分担について
 5．1998年優秀卒業論文賞・優秀修士論文賞の決定について

9月担当理事会
1998. 9. 7

本会会議室

 1．終身正会員待遇承認（8名）
 2．委託研究受託承認
（1）近畿支部へ㈱長谷工コーポレーション・㈱長谷工設計委託「自然風中における中間

供試体を用いた風圧力の実測調査」
（2）文部省教育助成局委託「公立学校建物の標準面積に関する調査研究（その２）」

 3．共催・後援・協賛名義使用承認
（1）共　催
　イ）（財）JICE日本国際協力センター主催「アンコール遺跡保存事業にかかるシンポジ

ウム」（追認）
　ロ）（財）福岡県建築住宅センター主催「既存建築物における耐震補強工法に関する研

修会」（追認）
　ハ）日本学術会議化学研究連絡委員会・材料工学研究連絡委員会主催「第 5回界面シン

ポジウム」
　ニ）（社）日本工学教育協会主催「第 6回工学教育連合講演会」
　ホ）（社）文教施設協会主催「平成 10年度既存非木造学校建物の耐力度測定方法実務講

習会」
（2）後　援
　イ）（社）日本溶接協会主催「鋼構造骨組の耐震性に関わる溶接の問題シンポジウム」

（追認）
　ロ）（社）セメント協会主催「第 278回コンクリートセミナー／コンクリート用骨材を

考える」（追認）
　ハ）（社）コンクリート工学協会主催「コンクリート構造物のリハビリテーションに関

するシンポジウム」（追認）
　ニ）建設省東北地方建設局福島工事事務所，福島市主催「中心市街地再活性化国際シン

ポジウム」（追認）
　ホ）都市環境デザイン会議 関西ブロック主催「第 7 回都市環境デザインフォーラム・

関西／大地への取り組み」（追認）
　ヘ）（社）建築設備綜合協会主催「72 回建築設備綜合ゼミナール／建築関連企業に求め

られる ISO14000s」（追認）
　ト）（社）日本建築美術工芸協会主催「第 10回 ’98飛騨高山 aaca景観シンポジウム」
　チ）デルファイ研究所主催「展覧会／リビング・ブリッジ　居住橋の過去・現在・未来」
　リ）（財）日本美術協会主催「高松宮殿下記念世界文化賞・受賞記念講演会」
　ヌ）（社）日本コンクリート工学協会主催「第 31回コンクリート技術講習会／コンクリ

ート技術の基礎知識」
　ル）日本トイレ協会主催「第 14回全国トイレシンポジウム」
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　ヲ）全国陶器瓦工業組合連合会主催「第 10回甍賞瓦屋根設計実施例コンクール」
（3）協　賛
　イ）International Building Performance Simulation Association主催「Building Simulation ’99,

Kyoto」（追認）
　ロ）日本材料学会主催「日本材料学会 腐食防食部門委員会第 206回例会」（追認）
　ハ）（社）腐食防食協会主催「第 24回腐食防食入門講習会」（追認）
　ニ）Asian Institute of Technology, School of Civil Engineering主催「AIT 40th Year Anniversary

Civil & Environmental Engineering Conference New Frontiers & Challenges」（追認）
　ホ）日本人間工学会主催「シンポジウム／携帯電話の利用性と人間工学」（追認）
　ヘ）（社）強化プラスチック協会主催「43rd FRP CON-EX’98 in SHONAN 講演会」（追認）
　ト）日本塗装技術協会主催「第 15回塗料・塗装研究発表会」（追認）
　チ）（社）日本材料学会主催「第 28回 FRPシンポジウム」
　リ）（社）日本材料学会主催「第 4回初心者のための分子動力学講習会」
　ヌ）日本応用地質学会主催「都市地震防災地盤図に関するシンポジウム」
　ル）（社）腐食防食協会主催「第 119回腐食防食シンポジウム」
　ヲ）科学技術庁金属材料技術研究所主催「第 3回超鉄鋼ワークショップ／超鉄鋼材料実

現への期待と課題」
　ワ）セメント・コンクリート研究会主催「第 25回セメント・コンクリート研究討論会」
　カ）（社）日本騒音制御工学会主催「平成 10年度騒音・振動技術講習会（第 40回）／

新たな騒音の評価手法の解説と測定法の実習」
　ヨ）（社）日本流体力学会主催「日本流体力学会講習会／流れの現象とその解明－流体

力学の新展開」
　タ）（社）日本機械学会主催「No.98-64講習会／振動のダンピング技術－ダンピングの

基礎から最新の応用まで－」
 4．第一勧業銀行京都支店の保存に関する要望書の提出を承認可決

［報告・懇談事項］
 1．日本建築学会・大韓建築学会・中国建築学会の代表者会議および共同声明について
 2．杉村東北支部長の辞任について
 3．半谷監事の逝去にともなう措置について

10月理事会
1998.10.12

本会会議室

 1．終身正会員待遇承認（2名）
 2．第一勧業銀行京都支店の保存にする要望書の提出を追認
 3．日本建築学会・大韓建築学会・中国建築学会の共同声明書を追認
 4．中華民国建築学会との協力協定締結を承認可決
 5．日本学術会議会員候補者および推薦人の選定方法等に関する規程の一部改正案を承認
可決

 6．建築・住宅国際機構への組織的参加を承認可決
 7．東京三菱銀行京都支店の保存に関する要望書の提出を承認可決
 8．東北支部から耐震補強に関する冊子を刊行することを承認可決
 9．1999年度大会（中国）の大会委員会・実行委員会委員の委嘱を承認可決
10．委託研究受託承認
（1）文部省教育助成局委託「学校施設の有効活用に関する調査研究」
（2）郵政大臣官房施設部委託「高層建築における対地震構造の検討」
（3）郵政大臣官房施設部委託「郵政省施設建設における国際規格に対応した品質及び環

境管理システムの構築に関する調査研究（2）」
（4）九州支部へ北九州市委託「旧大連航路待合室の耐久・耐震性能に関する調査研究」
11．共催・後援・協賛名義使用承認
（1）共　催
　イ）日本学術会議人間と工学研究連絡委員会・安全工学専門委員会主催「第 29 回安全

工学シンポジウム」
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　ロ）（社）日本アイソトープ協会主催「第 36回理工学における同位元素研究発表会」
　ハ）（社）日本原子力学会第 37回原子力総合シンポジウム運営委員会主催「第 37回原

子力総合シンポジウム」
（2）後　援
　イ）（社）全国建築コンクリートブロック工業会主催「講演会／コンクリートブロック

造建築－21世紀の魅力ある住まいづくり」
　ロ）（社）鋼材倶楽部主催「講習会／スチールファイバーコンクリートの新技術」
　ハ）（財）日本建築防災協会主催「改訂版　既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断

基準・耐震改修設計指針講習会」
　ニ）（社）日本コンクリート工学協会「シンポジウム／コンクリートの品質評価試験方

法」
　ホ）（社）鋼材倶楽部主催「中堅設計・施工技術者向け集中講座／第 2 期九州地区鉄骨

建築アカデミー」
　ヘ）上毛新聞社主催「全国近代化遺産活用連絡協議会第 1回総会記念シンポジウム－21

世紀のシルクカントリーへ向かって－」
　ト）東京電力㈱主催「TEPCO快適住宅コンテスト－人にも環境にも優しい快適住宅－」
　チ）’99ふゆトピア・フェア実行委員会主催「’99ふゆトピア・フェア／シンポジウム・

見本市他」
　リ）給排水設備研究会主催「講演会／ブラジルを中心とした中南米の建築・都市計画と

給排水衛生設備の現状と将来」
　ヌ）（社）建築研究振興協会主催「SRC造建物の耐震診断と耐震補強設計」
　ル）照明探偵団主催「展覧会／2050年 TOKYO夜景・展」
（3）協　賛
　イ）日本コージェネレーションセンター主催「コージェネレーションシンポジウム’98

（第 14回）」
　ロ）（社）日本材料学会主催「第 35回 X 線材料強度に関する討論会」
　ハ）日本ファジィ学会主催「The Fourth Asian Fuzzy Systems Symposium(AFSS2000)」
　ニ）アルミニウム建築構造推進協議会主催「第 2回設計セミナー」
　ホ）日本複合材料学会主催「第 23回複合材料シンポジウム」
　ヘ）ESR応用計測研究会主催「第 14回 ESR応用計測研究会」
　ト）（社）日本ロボット学会主催「講習会／ロボット工学セミナー（BASIC SEMINAR）

第 57回創発的ロボット教育－ロボコンの勝ち方，大学での創造実習を通じて－」
　チ）（社）日本機械学会主催「Dynamics and Design Conference ’99」
　リ）日本経済新聞社主催「’99建築・建材展」および「STONE EXPO JAPAN ’99／第 2

回国際建築石材・タイル・関連機器産業展」
　ヌ）日本睡眠環境学会主催「ICHES ’98サテライトシンポジウム／寝具とその性能評価」
　ル）（社）日本非破壊検査協会主催「第 6回超音波による非破壊評価シンポジウム」
12．1999年新年交礼会を本会・日本建築家協会・東京建築士会の三会共催により 1999年 1

月 6日午後 2時より建築会館ホールにおいて開催することを承認

［報告・懇談事項］
 1．理事会共通課題報告
（1）倫理綱領・行動規範の検討ならびに定款改正について
（2）国際的に通用する建築教育の検討（UIA への意見表明について）
（3）安全・安心に関する総合的な学会基準の検討
（4）地球環境に対する行動指針の検討
（5）子供と高齢者に向けた学会行動計画の検討
 2．中期財政計画基本方針（案）について
 3．1998年度大会（九州）概要報告
 4．1998年度下期国際交流振興基金の援助事業・援助額について
 5．ライフサイクルマネジメント基本問題特別研究委員会報告書について
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 6．UIFA（国際女性建築家会議）概要報告
 7．’98アーキテクチュア・オブ・ザ・イヤー展について
 8．支部報告

11月担当理事会
1998.11.16

本会会議室

 1．終身正会員待遇承認（9名）
 2．委託研究受託承認
（1）㈱イトーキ，㈱小畑製作所，島津理化器械㈱，㈱ダルトン，ヤマト科学㈱委託「研

究・実験施設の安全性基準研究」
 3．共催・後援・協賛名義使用承認
（1）共　催
　イ）日本学術会議主催「第 14回環境工学連合講演会」
　ロ）日本学術会議材料工学研究連絡委員会・金属工学研究連絡委員会・物質創製工学研

究連絡委員会主催「第 43回材料研究連合講演会」
　ハ）日本学術会議人間と工学研究連絡委員会・感性工学専門委員会主催「第 3回感性工

学シンポジウム」
（2）後　援
　イ）（社）プレストレストコンクリート技術協会主催「第 27回プレストレストコンクリ

ート技術講習会」
　ロ）セゾン美術館主催「アルヴァー・アールト 1898－1976／20 世紀モダニズムの人間

主義」
　ハ）（社）日本左官業組合連合会主催「第 34回全国左官技能競技大会」
（3）協　賛
　イ）（社）日本機械学会主催「ロボティクス・メカトロニクス講演会 99」
　ロ）（社）日本能率協会主催「ARCHITECTURE TOKYO 99／第 3回アーキテクチュア東

京」
　ハ）（社）可視化情報学会主催「可視化情報学会講習会／第 3回実践集中講義－PIVの要

点」
　ニ）日本計算工学会主催「第 4回日本計算工学会講演会」
　ホ）複合材料界面科学研究会主催「第 7回複合材料界面シンポジウム」
　ヘ）（社）日本ロボット学会主催「ロボット工学セミナー／第 58回バリアフリーロボテ

ィクス入門」
　ト）（社）空気調和・衛生工学会主催「第 29回セミナー／地球温暖化問題の解決に向け

て」
　チ）（社）建築設備技術者協会，（社）日本能率協会主催「第 31 回 '99建築設備技術会

議」
　リ）（社）腐食防食協会から，「第 19回技術セミナー／環境関連機器材料の現状と課題」

［報告・懇談事項］
 1．第 52期評議員選挙結果について
 2．芦原先生文化勲章受章を祝う会について
 3．期待される新たな機能と組織機構について

12月理事会
1998.12.14

本会会議室

 1．終身正会員待遇承認（9名）
 2．1999年度事業計画・収支予算編成上の基本方針案および定款改正の基本方針を承認
可決

 3．旧日本勧業銀行（現第一勧業銀行）熊本支店の保存に関する要望書の提出を承認可決
 4．西尾勝氏（東京大学法学部教授）に会友を委嘱することを承認可決
 5．中国支部役員選挙細則の一部改正を承認可決
 6．委託研究受託承認
（1）中国支部へ，（社）広島県建築士事務所協会委託「広島県における既存建築物の耐震

性能評価」
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（2）東海支部へ，中部電力㈱委託「碧南火力 4・5号機の色彩詳細計画」
 7．共催・後援・協賛名義使用承認
（1）共　催
　イ）（社）照明学会主催「公開研究会／自然光利用と照明設計」
（2）後　援
　イ）建築耐震設計者連合主催「JARACシンポジウム／意匠・構造を含めた建築設備の耐

震安全性能－機能確保の設計計画について－」
　ロ）（財）日本建築総合試験所主催「コンクリート構造物耐久性向上技術コース公開シ

ンポジウム」
　ハ）（財）震災予防協会主催「第 14回震災予防協会講演会／21世紀に備える－首都圏震

災予防の最前線」
　ニ）NDT-CE 2000シンポジウム実行委員会主催「建設分野における非破壊検査（NDT-

CE）に関する国際シンポジウム」
　ホ）日本学術会議　アジア学術会議実行委員会主催「第 6回アジア学術会議－科学者フ

ォーラム－／人工と環境－持続的発展に不可欠なアジアの役割」
　ヘ）第 5回確率論的安全評価と管理に関する国際会議組織委員会主催「第 5回確率論的

安全評価と管理に関する国際会議」
　ト）国際合成構造研究協会主催「第 6回鋼・コンクリート合成構造国際会議」
　チ）（社）建築研究振興協会主催「建築技術研究フォーラム 99」
　リ）（社）鋼材倶楽部主催「新しい建築構造用鋼材講習会」
（3）協　賛
　イ）（社）日本空気清浄協会主催「第 17回空気清浄とコンタミネーションコントロール

研究大会」
　ロ）（社）日本流体力学会主催「第 4回環境流体シンポジウム」
　ハ）（社）日本流体力学会主催「第 10回計算流体シンポジウム」
　ニ）（社）日本流体力学会主催「第 31回乱流シンポジウム」
　ホ）（財）地域開発研究所主催「平成 11年度 1級・2級建築施工管理技術検定試験受験

準備講習会」

［報告・懇談事項］
 1．理事会共通課題の報告
（1）倫理綱領・行動規範
（2）国際的に通用する建築教育
（3）安全・安心に関する総合的な学会基準
（4）地球環境に対する行動計画
（5）子供と高齢者に向けた行動計画
 2．学会規準・仕様書のあり方についての報告
 3．高水準英文情報発信の将来像についての検討報告書
 4．会長事務引継書書案について
 5．1998年度日本建築学会大会（九州）決算報告
 6．1998年度支部共通事業設計競技課題「市場をつくる」全国入選者候補およびタジマ
奨励賞受賞者報告

 7．アーキテクチュア・オブ・ザ・イヤー展開催報告
 8．平成10年度鹿島学術振興財団研究助成候補について

1月理事会
1999. 1.20

本会会議室

 1．理事会運営規程を確認
 2．定款第 18条第 2項により，岡田会長から会長職務代行者（副会長）の序列ならびに
職務分担を次のように指名

　第 1順位　研究担当　平山　善吉君
　第 2順位　会務担当　松原　忠策君
　第 3順位　支部担当　上谷　宏二君
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　第 4順位　情報担当　仙田　　満君
　第 5順位　教育担当　福士　勝夫君
 3．組織機構と理事職の職務分担ならびに事務局担当者を確認
 4．理事会の方針について承認
 5．終身正会員待遇承認（6名）
 6．1999年度事業計画・収支予算両案ならびに 1998年度事業報告・収支決算両案の作成
は総務委員会ならびに財務運営委員会が担当することを確認

 7．2000年度大会を東北支部地域で開催することについて大村東北支部長に検討を依頼
 8．1999年主要行事日程を承認
 9．委託研究の受託承認
（1）近畿支部へ，大阪府住宅供給公社委託「西田辺団地立替に関する風環境調査」
（2）高強度人工骨材コンクリート研究会か委託「「高強度人工骨材（仮称）」を使用した

コンクリートに関する研究」
10．共催・後援・協賛名義使用承認
（1）共　催
　イ）（社）日本ロボット工業，建設ロボット研究連絡協議会主催「建設ロボットフォー

ラム」
　ロ）ISO/TC163断熱国内審議会主催「第 12回 ISO断熱規格シンポジウム」
　ハ）（社）日本伝熱学会主催「第 36回日本伝熱シンポジウム」
（2）後　援
　イ）（財）公害地域再生センター主催「公開コンペ公開審査会・ミニシンポジウム／大

阪湾ベイエリア再生にむけた提言」
　ロ）（社）日本コンクリート工学協会主催「材料設計とコンクリート構造物の性能に関

するシンポジウム」
　ハ）（財）社会経済生産性本部主催「第 27回建設情報システム研究会」
　ニ）（社）建築研究振興協会主催「建築技術講演会／RC造建物の耐震設計及び耐震改修

における新しい検討課題」
　ホ）日経サイエンス社主催「1999年度第 5回コンピューター・ビジュアリゼーション・

コンテスト」
　ヘ）建築耐震設計者連合主催「JARAC講習会／求められる地震時の安全性レベルと今後

の展望」
　ト）（社）インターロッキングブロック舗装技術協会主催「インターロッキングブロッ

ク舗装国際会議／JIPEA World Congress 2000」
（3）協　賛
　イ）（財）日本建築センター主催「建設副産物適正処理推進要綱講習会」
　ロ）（社）可視化情報学会主催「第 27回可視化情報シンポジウム」
　ハ）（社）溶接学会主催「溶接構造シンポジウム’99／「21世紀のものづくり」への要素

技術の展開」
　ニ）（財）住宅・建築 省エネルギー機構主催「住宅・建築 省エネルギーフォーラム」
　ホ）日本人間工学会主催「シンポジウム／洗濯の技術と文化」
　ヘ）（社）日本非破壊検査協会主催「第 30回応力・ひずみ測定と強度評価シンポジウム」
　ト）（社）日本鋼構造協会主催「第 7回鋼構造シンポジウム」
　チ）（社）日本非破壊検査協会主催「NDI のための信号処理シンポジウム」
　リ）（社）空気調和・衛生工学会主催「平成 11年度初級技術者のための研修会」
　ヌ）フォーラム NDT運営委員会主催「FORUM NDT TOKYO 2000／第 2回非破壊検査総

合展」
　ル）日本ファジィ学会主催「第 15回ファジィシステムシンポジウム」
　ヲ）第 3回乱流熱物質輸送国際会議実行委員会主催「第 3回乱流熱物質輸送国際会議」
11．事務局職員中村武司君の退職を承認

［報告・懇談事項］
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 1．国際的に通用する建築教育について
 2．「総会委任状の送付についてのお願い」について

2月担当理事会
1999. 2.17

本会会議室

 1．終身正会員待遇承認（3名）
 2．委託研究の受託承認
（1）文部省大臣官房文教施設部委託「文教施設の耐震性能等に関する調査研究」
 3．後援・協賛名義使用承認
（1）共　催
　イ）日本学術会議人工物設計・生産研究連絡委員会主催「日本学術会議 50 周年記念シ

ンポジウム／設計の質的転換」
　ロ）日本学術会議メカニクス・構造研究連絡委員会主催「第 49回理論応用力学講演会」
（2）後　援
　イ）（財）日本ナショナルトラスト主催「歴史を活かした町づくり／農村景観を考える

シンポジウムⅢ－農村に住まう」
　ロ）コープ住宅推進協議会，住宅金融公庫主催「全国コープ住宅フォーラム’99／まち中

にコープ住宅が，かくも多く出現した－震災復興現場からの報告とコープ方式の評
価と提言－」

　ハ）学生建築設計優秀作品展組織委員会主催「第 22 回学生建築設計優秀作品展，第 5

回学生 CAAD 教育の現場展」
（3）協　賛
　イ）（社）日本工学教育協会主催「平成 11年度工学・工業教育研究講演会」
　ロ）日本熱物性学会主催「日本熱物性学会創立 20 周年記念セミナー／肌で感じるアメ

ニティー－そのメカニズムから熱物性まで－」
　ハ）日本シミュレーション学会主催「第 18 回シミュレーション・テクノロジー・コン

ファレンス」
　ニ）（社）日本材料学会主催「第 10回破壊力学シンポジウム」
　ホ）システム制御情報学会主催「システム制御情報チュートリアル講座 '99／LMI によ

るロバスト制御系の解析と設計」
　ヘ）（社）日本防錆技術協会主催「第 19回防錆防食技術発表大会」
　ト）第 33回空気調和・冷凍連合講演会主催「第 33回空気調和・冷凍連合講演会」
　チ）東京電機大学主催「平成 11年度（第 7回）可視化情報講座」

［報告・懇談事項］
 1．ARCHITECTURE TOKYO 99への100年建築への取り組みパネル展示への出展依頼につ
いて

3月理事会
1999. 3.16

本会会議室

 1．終身正会員待遇承認（1名）
 2．1999年度事業計画・収支予算両案を 3月 23日開催の評議員会議案として提案するこ
とを承認可決

 3．「日本技術者教育認定制度（案）」に対する意見の提出を追認した。
 4．ライフサイクルマネジメントの提言（案）について関係委員会の意見を聴取したうえ
で扱いを検討することとした。

 5．世界構造技術者会議（SEWC2002）の発起人団体としての参加および委員の派遣につ
いて承認可決した。

 6．四国支部役員選挙細則の改正を承認可決した。
 7．1999年度大会（中国）の参加費について，下記のとおり承認可決
　・正会員一般　　　　4,000円（前年度と同額）
　・正会員院生　　　　2,000円（500円値上げ）
　・会員外一般　　　　7,000円（1,000円値下げ）
　・会員外院生　　　　3,000円（従来から据置き）
　・準会員・学部学生 　　無料（例年どおり）
 8．1999年度支部研究補助費の交付を承認可決
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 9．委託研究受託承認

（1）文部省大臣官房文教施設部I委託「高齢者との連携に対応する新たな学校施設のモデ

ル計画透視図の検討」
（2）（社）日本工業倶楽部委託「日本工業倶楽部会館歴史調査」
10．共催・後援・協賛名義使用承認

（1）共　催

　イ）日本燃焼学会主催「第 37回燃焼シンポジウム」

　ロ）日本学術会議社会環境工学研究連絡委員会・生活環境設計専門委員会主催「第 2回

シンポジウム／人間～生活環境系学問体系の新しい展開」

（2）後　援

　イ）日本学術会議社会環境工学研究連絡委員会・計画工学専門委員会主催「『社会基盤

整備における事業評価の意義』に関する国内・国際シンポジウム」

（3）協　賛
　イ）（社）溶接学会主催「平成 11年度溶接技術基礎講座」
　ロ）（社）計測自動制御学会主催「第 42回自動制御連合講演会」
　ハ）（社）日本ロボット学会主催「ロボット工学セミナーシンポジウム／アミューズメ

ントロボット」
　ニ）（社）日本材料学会主催「高分子材料の耐久性評価に関する講習会」
　ホ）（社）日本材料学会主催「第 35回 X 線材料強度に関するシンポジウム」
　ヘ）日本複合材料学会主催「1999年度 研究発表講演会」
　ト）（社）土木学会主催「第 4回複合構造の活用に関するシンポジウム」
　チ）（社）日本機械学会主催「第 7回機械材料・材料加工技術講演会」
　リ）（社）日本材料学会主催「第 29回初心者のための有限要素法講習会」
　ヌ）（社）日本ロボット学会主催「ロボット工学セミナー／第 59回講習会－こうすれば

ロボットが簡単に動かせる」
　ル）ヒューマンインタフェース学会主催「ヒューマンインタフェースシンポジウム’99」
　ヲ）（社）日本機械学会主催「第 9回環境工学総合シンポジウム’99」
　ワ）（社）土木学会主催「第 5回地下空間シンポジウム」
　カ）日本接着学会主催「1999年度第 37回日本接着学会年次大会」
　ヨ）（社）空気調和・衛生工学会主催「平成 11年度技術講演会／地球環境時代 21世紀

に向けて」

［報告・懇談事項］
 1．理事の辞任について
 2．倫理綱領・行動規範について
 3．定款改正について
 4．1999年内部的監査について
 5．職員住宅融資の申込みについて



－ 14 －

1.4　支支支支部部部部長長長長会会会会議議議議

開催年月日
場　所

主　要　議　事　と　そ　の　処　理

1998.7.15

本会会議室
 1．倫理綱領について
 2．建築雑誌「活動支部レポート」への投稿について
 3．会員委員会、選挙管理委員会報告

1998.10.12

本会会議室
 1．会員の減少傾向について
 2．建築雑誌に掲載してほしい支部ニュースについて
 3．倫理綱領について
 4．定款改正について

1999. 3.16

本会会議室
 1．1999年度支部関係予算(案)について
 2．1999年度教育文化事業について
 3．支部長会議での検討事項
 4．各支部活動計画・状況について

1.5　名名名名誉誉誉誉会会会会員員員員・・・・前前前前会会会会長長長長懇懇懇懇談談談談会会会会

開催年月日
場　所

主　要　議　事　と　そ　の　処　理

1998.6.19

東京会館
会勢概要報告ののち懇談

1.6　協協協協力力力力委委委委員員員員会会会会議議議議

開催年月日
場　所

主　要　議　事　と　そ　の　処　理

1998.9.12
九州産業大学
6号館643教室
特別報告会

・大学、短大、高専所属協力委員対象
（1）本会の新たな社会的役割・機能と行動計画の策定について
（2）各検討課題の状況報告
 ①倫理綱領、行動規範の策定と定款改正について
 ②国際的に通用する建築教育
 ③安全と安心に関する総合的な学会基準の検討
 ④地球環境行動計画および実行計画の策定
 ⑤子供と高齢者に向けた学会行動計画の策定
（3）意見交換

1998.12.17
本会会議室

・建設会社、設計事務所、公益事業協力委員対象
（1）倫理綱領、行動規範
（2）国際的に通用する建築教育
（3）安全と安心に関する総合的な学会基準
（4）地球環境行動計画および実行計画の策定
（5）子供と高齢者に向けた学会行動計画の策定
（6）総会定足数の変更に伴う定款改正について
（7）意見交換
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2．大　　会

2.1　概　　概　　概　　概　　要要要要

１．会期：9月11日（金）～13日（日）                        

２．会場：九州産業大学 

３．内容：
　　　　（１）学術講演発表題数　5,998題（ポスターセション含む）（延べ12,242名）
        （２）市民向け記念講演会  (1)「和風建築に未来はあるか」
                                 (2)「建築と社会を結ぶもの－建築技術のインターフェイス　　　　　　

を考える－」
        （３）総合研究協議会「建築における持続可能性とは何か」１主題（300名）
              研究協議会　　　　　　　　11部門　  12題
              研究懇談会             　　5部門　 　4題                           (延べ6,000名）
              パネルディスカッション     7部門　  17題
        （４）1998年日本建築学会賞受賞記念講演会　　　部門（延べ2,000名）

　４．（１）1998年日本建築学会賞（作品・業績）・作品選奨
　　　（２）1997年日本建築学会設計競技全国入選作品
　　　（３）全国大学・高専卒業設計展示会                                         (延べ4,500名）
　　　（４）1998年優秀卒業論文・優秀修士論文授賞論文展示
　　　（５）パネル展示－九州のまちづくり－景観の解読
      （６）見学会『門司港レトロ地区と小倉の新しい顔』

  ５．大会参加登録者数
      （１）会員（一般）    5,456名
      （２）会員（大学院生）   1,977名
      （３）会員外（一般）       258名
      （４）会員外（大学院生）  129名
      （５）準会員・一般     290名
                計      8,110名

  ６．大会学術関係　　　　　　　　 発表題数
      １．材料施工         591

      ２．構造              2,355

      ３．防火                    117

      ４．海洋                 54

      ５．情報システム           58

      ６．環境工学           1,092

      ７．建築計画       693

      ８．農村計画           69

      ９．都市計画             474

      10．建築経済            152

      11．歴史意匠             330

      12．教育                   13

                  合計　　　     　   5,998題
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　７．開会式
     9月11日（金）九州産業大学  １号館Ｓ２０１室
　　　　　　　司　　会　 上和田茂（総務部会長）
　　　　　　　開会の辞　 増田貫志（実行委員長）
　　　　　　　歓迎の辞　 松藤泰典（大会委員長）
　　　　　　　挨　　拶　 尾島俊雄（会長）
              参加者  200名

　８．懇親会
     9月11日（金）シーホークホテルアンドリゾート
　　　　　　　司　　会　 椎葉大和（懇親部会幹事）
　　　　　　　開会の辞　 増田貫志（実行委員長）
　　　　　　　歓迎のことば 松藤泰典（大会委員長）
　　　　　　　挨　　拶　 尾島俊雄（前掲）
　　　　　　　祝　　辞　 山崎良也（九州産業大学学長）
　　　　　　　　　　　　 佐藤達三（福岡県副知事）  （知事　麻生渡の代理）
　　　　　　　　　　　　 友池一寛（福岡市助役）  （市長　桑原敬一の代理）
　　　　　　　乾　　杯　 佐治泰次（名誉会員）
　　　　　　　閉会のことば　友田政陳（実行委員会懇親部会長）
　　　        参加者  360名
　
９．閉会式
     9月13日（日）九州産業大学  １号館Ｓ２０１室
　　　　　　　司　　会　 上和田茂（総務部会長）
　　　　　　　閉会の辞　 松井千秋（実行委員会副委員長）
　　　　　　　閉会の挨拶　 鈴木博之（副会長）
　　　　　　　次期開催支部長挨拶  村川三郎（中国支部長） 

      　　　　参加者  100名

2.2 学術講演学術講演学術講演学術講演会会会会

１．期　日　1998年9月11日（金）～13日（日）
２．会　場　九州産業大学（福岡市東区松香台2-3-1）

9月11日(金) 9月12日(土) 9月13日(日)
開 催 教 室 番 号 定員

午前 午後 午前 午後 午前 午後
611（材料１） 120 44 32 46 ----- 14 18
612（材料２） 180 54 29 51 教育PD

28

23 27

622（材料３） 120 35 48 30 ----- 32 35
623（材料４） 180 31 66 40 ----- 46 29
631（材料５） 200 40 72 58 防火研

170

48 31

632（材料６） 120 20 20 29 ----- 25 24
641（研協・PD） 410 ----- 材料PD

130

材料PD

71

材料研
150

----- 経済PD

70
642（経済１・情報） 260 42 都市研

89

29 31 情報懇
71

40

６

号

館

643（経済２） 180 19 ----- 43 56 32 48
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9月11日(金) 9月12日(土) 9月13日(日)
開 催 教 室 番 号 定員

午前 午後 午前 午後 午前 午後

651（農村・教育） 240 26 30 32 農村研
76

28 -----

S201研究協議会 600 開会式
 200

総合研
276

特別研
136

基礎PD

230

鋼構PD

264

荷重PD

342

閉会式
 100

N101研究協議会 350 ----- 繊維PD

162

ＰＣPD

127

計画研
174

都経PD

97

計画PD

105
S101研究協議会 360 ----- ｼｪﾙPD

184

応力PD

248

合成PD

197

仮設PD

31

教育協
97

N201（構造１） 200 98 67 62 78 65 43
N202（構造２） 260 61 64 49 72 37 48
N203（構造３） 260 74 44 学記講

51

46 57 36

N204（構造４） 360 45 表彰式
 100

教育懇
39

災害PD

232

----- -----

S202（構造５） 150 ----- ----- 95 71 89 31
S203（構造６） 150 ----- ----- 51 28 30 -----
S204（構造７） 150 68 70 ----- 15 39 45
S206（構造８） 80 36 38 22 ----- 19 22
S207（構造９） 350 85 81 100 61 73 44
N301（構造10） 200 95 114 128 106 24 12
N302（構造11） 260 65 74 58 75 54 59
N303（構造12） 260 60 56 36 ----- 27 22
S301（構造13） 150 65 49 35 ----- 37 26
S302（構造14） 150 68 116 98 67 ----- 61
S303（構造15） 150 75 39 38 35 ----- 30
S305（構造16） 80 47 65 35 41 ----- 31
S401（構造17） 150 79 64 90 94 84 53
S402（構造18） 200 ----- 90 88 ----- 124 -----
S403（構造19） 200 45 ----- 28 ----- 31 25

１

号

館

S404（構造20） 150 43 ----- 67 72 81 68
N501（都市１） 80 29 20 27 ----- 30 29
N502（都市２） 80 55 49 29 ----- 18 32
N503（都市３） 200 36 44 50 都市研

221

30 46

N505（都市４） 80 33 38 52 ----- 14 27
S501（防火１） 80 ----- 39 55 ----- 38 -----
S502（防火２） 80 ----- 48 32 ----- 25 20
８－２０４（歴史１） 80 51 70 ----- ----- ----- -----
８－２０５（歴史２） 120 34 43 ----- ----- 55 38
８－２０６（歴史３） 80 30 26 ----- ----- 59 20
８－２０８（計画１） 80 25 74 ----- ---- 37 43
８－２０９（計画２） 180 40 31 ----- 歴史研

 140

38 46

８－２１０（計画３） 120 50 62 ----- ----- 41 31
８－２１１（計画４） 120 69 38 ----- ----- 49 43
８－２１２（計画５） 120 63 31 ----- ----- 51 46
８－２１３（計画６） 120 22 46 ----- ----- 20 -----

８

号

館

８－３１５（海洋） 180 ----- 計画PD

 90

----- 海洋研
 120

30 34
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9月11日(金) 9月12日(土) 9月13日(日)
開 催 教 室 番 号 定員

午前 午後 午前 午後 午前 午後
１６１１（環境１） 90 61 28 59 ----- 33 32
１６１２（環境２） 90 53 60 34 ----- 21 40
１６１３（環境３） 150 62 73 75 ----- 71 60
１６１５（環境４） 110 ----- ----- 25 ----- ----- -----
１６２１（環境５） 150 57 12 58 ----- 59 48
１６２２（環境６） 150 53 83 43 ----- 44 57
１６２３（環境７） 150 54 42 76 ----- 51 34
１６２４（環境８） 150 44 98 105 ----- 34 69
１６２５（環境９） 390 81 51 49 ----- ----- 53

16

号

館

１６３５（環境10） 360 52 80 83 ----- 72 50
中央
会館

（５２教室）研協 570 ------ ----- 都法懇
54

環境研
250

環境研
153

都農懇
92

都市計（ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ） 201 140
農村計（ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ） 203 120 110
建築計（ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ） 201 380
建築計（ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ） 203
基礎構（ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ） 201 600 630

８
号
館

基礎構（ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ） 203 500 490

サ
ブ
ホ
Ｉ
ル

展示関係
　・建築作品
　・設計競技
　・論文展示
　・九州まちづくり

参加者
延べ
3,390

８
号
館

7階設計室／大学卒展 参加者
 延べ
 620

N204　表彰式 100

中央会議室／記者会見 30

S201 開会式 200

１
号
館

S201 閉会式 100

６
634 協力員会議・会長特
別講演

150 150

大会懇親会（福岡市） 362

□学術講演会・研究協議会等参加者　延べ23､915名　（97年/17,459名）
□発表題数：5,998題
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2.3　部門別研究集部門別研究集部門別研究集部門別研究集会会会会

（1）研究協議会（12部門 13主題）

部　　　門 主　　　　題 日   時 会   場

１
ﾗｲﾌｻｲｸﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
特別研究委員会

ライフサイクルマネジメントとビルトエンバイロメ
ント

9月12日(土)

9:00～12:00

1号館S201室
136名

２ 教育連絡協議会
建築教育プログラム・クイテリア 9月13日(日)

13:00～17:00

1号館S101室
97名

３ 材料施工
非構造部材の耐震設計・施工の諸問題 9月12日(土)

13:00～17:00

6号館641室
150名

環境工学（１）
建築計画における環境シュミレーション－コンピュ
ータを利用した建築環境の予測はどうあるべきか－

9月12日(土)

13:00～17:00

中央会館52室
250名

４

環境工学（２）
VOCホルムアルデヒド等の化学物質による室内空気
問題

9月13日(日)

9:00～12:00

中央会館52室
153名

５ 建築計画
学校建築の計画案にみる計画の研究と建築作品の評
価－下山田小学校の計画応募案をケースにして－

9月12日(土)

13:00～17:00

1号館N101室
174名

６ 都市計画
地方としにおける中心市街地の再活性化－市街地像
の確立とその実現方策をめぐって－

9月12日(土)

13:00～17:00

1号館N503室
221名

７
建築経済・
都市計画

住宅政策と都市計画の連携－その到達点と今後の方
向－

9月11日(金)

13:00～17:00

6号館641室
130名

８ 海洋
設計例を通して考える浮遊式建築物－構造設計上の
諸問題－

9月12日(土)

13:00～17:00

8号館8-315室
120名

９ 防火
21世紀の火災安全確保の課題－火災安全の性能規定
化への動きを考える－

9月12日(土)

13:00～17:00

6号館631室
170名

10 農村計画
新・田園居住のデザイン 9月12日(土)

13:00～17:00

6号館651室
76名

11 建築歴史・意匠
大仏様式の源流を求めて 9月12日(土)

13:00～17:00

8号館8-209室
140名

12 地球環境
建築における持続可能性とは何か 9月11日(金)

13:00～17:00

1号館S201室
276名
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（2）パネルディスカッション（7部門 17主題）

（１）今、防水の将来を考える 9月11日(金)

13:00～17:00

6号館641室
130名

１ 材料施工
（２）マスコンクリートの施工管理上の問題点 9月12日(土)

9:00～12:00

6号館641室
71名

（１）【連続繊維】
連続繊維補強材のコンクリート構造への応用

9月11日(金)

13:00～17:00

1号館N101室
162名

（２）【ｼｪﾙ・空間】
空間構造の耐震設計と今後の課題－空間構造の設計
例と耐震設計－

9月11日(金)

13:00～17:00

1号館S101室
184名

（３）【応力】
数値解析と構造設計－数値解析は構造設計の創造的
過程に如何に寄与できるか－

9月12日(土)

9:00～12:00

1号館S101室
248名

（４）【ＰＣ】
プレストレストコンクリート構造の未来－高機能空
間の創造－

9月12日(土)

9:00～12:00

1号館N101室
127名

（５）【合成】
合成構造の柱脚を考える

9月12日(土)

13:00～17:00

1号館S101室
197名

（６）【基礎構造】
液状化地盤における基礎設計の考え方

9月12日(土)

13:00～17:00

1号館S201室
230名

（７）【鋼構造】
耐震（振）デバイスを有する鋼構造建築物の現状と課
題

9月13日(日)

9:00～12:00

1号館S201室
264名

（８）【仮設】
型枠支保工に生ずる水平力の処理，その他に関する諸
問題について

9月13日(日)

9:00～12:00

1号館S101室
31名

２

構　造

（９）【荷重】
性能設計と荷重

9月13日(日)

9:00～12:00

1号館S201室
342名

（１）転機に立つ木造住宅構法 9月11日(金)

13:00～17:00

8号館8-315室
90名

３ 建築計画
（２）研究方法からみた計画研究の評価－建築現象に
おける法則性の探求－

9月13日(日)

13:00～17:00

1号館S201室
105名

４
都市計画・
建築経済

住環境整備の政策化 9月13日(日)

13:00～17:00

1号館N101室
97名

５ 建築経済
住まいの地域性と住教育 9月13日(日)

13:00～17:00

6号館642室
71名

６ 災　害
地震動の特性と建築物の被害－経験と予測－ 9月12日(土)

13:00～17:00

1号館N204室
232名

７ 建築教育
建築における継続学習にどのような仕組みが可能か 9月12日(土)

13:00～17:00

6号館612室
23名

（3）研究懇談会（5部門 4主題）

１
都市計画・
建築法制

都市・建築の規制緩和の流れの中で専門家の果たすべ
き役割は何か

9月12日(土)

9:00～12:00

中央会館52室
54名

２
都市計画・
農村計画

都市と農村の新しい関係－100年目の田園都市論 9月13日(日)

13:00～17:00

中央会館52室
92名

３ 情　報
デジタルツールが拓く今後の設計教育 9月13日(日)

9:00～12:00

6号館642室
71名

４ 建築教育
建築環境工学はいかに考えるべきか 9月12日(土)

9:00～12:00

1号館N204室
39名
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1998年度 1997年度
（１）研協：１２部門１３主題 （１）研協：１３部門１５主題
（２）ＰＤ：　７部門１７主題 （２）ＰＤ：　７部門１６主題
（３）研懇：　５部門　４主題 （３）研懇：　３部門　３主題
　　　　　　　　計　３４主題 　　　　　　　　計　３３主題

2.4　1111999999998888年年年年日本建築学日本建築学日本建築学日本建築学会会会会賞賞賞賞（（（（論論論論文文文文・業績・業績・業績・業績））））受賞者受賞者受賞者受賞者記記記記念講念講念講念講演演演演

期日 時　　　間 講　　演　　題　　目 講　演　者 司　会 会　場
9/11
(金)

13:00-13:15鉄筋コンクリートシェルの
耐力に関する一連の研究

真下　和彦君
（東海大学教授）

1号館 S101室
180名

9/12
(土)

11:45-12:00鉄筋コンクリート部材の強
度・変形モデル

市之瀬敏勝君
（名古屋工業大学教
授）

1号館 N203室
50名

9/13
(日)

11:45-12:00システムトラスに関する研
究

岩田　　衛君
（新日本製鉄（株））

高梨晃一
(構造委員会委員
長)

1号館 S201室
260名

9/12
(土)

13:00-13:15建設廃材および工業副産物
の環境共生材料としての再
資源化技術に関する一連の
研究

菊池　雅史君
（明治大学助教授）

友澤史紀
(材料施工委員会
委員長)

6号館 641室
150名

13:00-13:12季間蒸暑地域における気候
特性とパッシブ・クーリン
グ効果の定量化に関する一
連の研究

石原　　修君
（熊本大学教授）

13:12-13:24建築空間における微生物汚
染の防止に関する一連の研
究

菅原　文子君
（郡山女子大学教授）

9/12
(土)

13:24-13:36空調システムの熱負荷算
定・予測と故障発見に関す
る一連の研究

吉田　治典君
（京都大学助教授）

村上周三
(環境工学委員会
委員長)

中央会館52教室
250名

9/12
(土)

13:00-13:15街並みの景観に関する記号
学的研究

門内　輝行君
（早稲田大学教授）

柏原士郎
(建築計画委員会
委員長)

1号館 N101室
170名

9/12
(土)

13:00-13:15人的要素を考慮した建築お
よび都市の防災計画に関す
る一連の研究

室崎　益輝君
（神戸大学教授）

高見沢邦郎
(都市計画委員会
委員長)

1号館 N503室
220名

13:00-13:10日本近代の都市・建築史の
研究

藤森　照信君
（東京大学教授）

13:10-13:20 Frank Lloyd Wright 研究に
関する一連の業績

谷川　正己君
（日本大学教授）

9/12
(土)

13:20-13:30ジョン・ラスキン著 ＜ヴェ
ネツィアの石＞の研究と翻
訳・注解

福田　晴虔君
（九州大学教授）

中川　武
(建築歴史・意匠
委員会委員長)

8号館 8-209室
140名
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3．表　　彰

3.1　1111999999998888 年年年年日本建日本建日本建日本建築築築築学会大学会大学会大学会大賞賞賞賞

表  彰  業  績  名 受　　賞　　者
建築環境工学の発展に尽くした功績 終身正会員　　斎藤　平蔵　君

             （東京大学名誉教授）
耐震工学及び自然災害科学の発展に寄与した一連の功績 名誉会員      志賀　敏男　君

             （東北大学名誉教授）

3.2　1111999999998888 年年年年日本建日本建日本建日本建築築築築学会学会学会学会賞賞賞賞

表  彰  業  績  名 受　　賞　　者
季間蒸暑地域における気候特性とパッシブ・クーリン
グ効果の定量化に関する一連の研究

正会員  石原　　修　君
　　　　（熊本大学教授）

鉄筋コンクリート部材の強度・変形モデル 正会員  市之瀬　敏勝　君
　　　  （名古屋工業大学教授）

システムトラスに関する研究 正会員　岩田　　衛　君
       （新日本製鐵株式会社）

建設廃材および工業副産物の環境共生材料としての
再資源化技術に関する一連の研究

正会員　菊池　雅史　君
       （明治大学助教授）

建築空間における微生物汚染の防止に関する一連の
研究

正会員　菅原　文子　君
       （郡山女子大学教授）

日本近代の都市・建築史の研究 正会員　藤森　照信　君
       （東京大学教授）

鉄筋コンクリートシェルの耐力に関する一連の研究 正会員  真下　和彦　君
       （東海大学教授）

人的要素を考慮した建築および都市の防災計画に関
する一連の研究

正会員  室崎　益輝　君
       （神戸大学教授）

街並みの景観に関する記号学的研究 正会員　門内　輝行　君
       （早稲田大学教授）

論

文

空調システムの熱負荷算定・予測と故障発見に関する
一連の研究

正会員  吉田　治典　君
       （京都大学助教授）

川上村林業総合センター森の交流館 正会員　飯田　善彦　君
       （飯田善彦建築工房代表取締役）

国際情報科学芸術アカデミーマルチメディア工房 正会員  妹島　和世　君
       （妹島和世建築設計事務所代表）
正会員  西沢　立衛　君
       （妹島和世建築設計事務所副代表）

作

品
新国立劇場 正会員  柳澤　孝彦　君

       （ＴＡＫ建築・都市計画研究所代表取締
役）

Frank Lloyd Wright 研究に関する一連の業績 正会員　谷川　正己　君
       （日本大学教授）業

績 ジョン・ラスキン著
＜ヴェネツィアの石＞の研究と翻訳・注解

正会員　福田　晴虔　君
       （九州大学教授）
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ネパールにおける仏教僧院の修復保全をとおしての
国際協力

正会員  渡辺　勝彦　君
       （日本工業大学教授）
正会員  波多野  純  君
       （日本工業大学教授）
正会員  黒津　高行　君
       （日本工業大学助教授）

鋼管コンクリート(ＣＦＴ)構造の開発と普及 社団法人 新都市ハウジング協会 CFT構造
委員会代表
正会員  山口　育雄　君

業

績

創立以来 50年にわたる住宅の総合的研究とその普及
に関する一連の業績

財団法人 住宅総合研究財団　殿

※応募推薦件数　論文 44件，作品 81件，業績 18件

3.3　1111999999998888 年年年年日本建日本建日本建日本建築築築築学会奨励学会奨励学会奨励学会奨励賞賞賞賞

表　彰　業　績　名 受　　賞　　者
外壁のよごれの評価に及ぼす材料の色の影響 正会員　石神　  忍　君

　　　 （千葉工業大学助手）
東京江東区における緑地、河川のクールアイランド形成
のための実態調査研究　都市環境における緑地オープン
スペースによる熱的効果　その２

正会員  高　　偉俊　君
　　　 （早稲田大学理工学総合研究センター講師）

中国雲南省西双版納タイ族自治州景洪の周辺集落にみる
流入人口の居住環境への影響と都市化のプロセス　都
市・農村のマージナルエリアにおける民族混住について
の研究　その１

正会員  菅野　博貢　君
　　　 （（財）国際開発センター研究員）

韓国の中・大規模分譲共同住宅管理システムの特質と問
題点についての考察　韓国における分譲共同住宅管理シ
ステムに関する研究　その１

正会員　金  印　會　君
　　　 （協成大學校専任講師）

接地個所を限定した場合の足元の安定性からみた床およ
び路面の凹凸の相対評価方法　足元の安定性からみた床
および路面の凹凸の評価方法に関する研究　その１

正会員　高橋　宏樹　君
　　　 （東京工業大学助手）

天然ゴム系積層ゴムアイソレータの圧縮限界耐力 正会員　高山　峯夫　君
　　　 （福岡大学助教授）

細密数値情報を用いた東京首都圏における空調設計用外
気温度分布特性に関する研究

正会員　谷本　　潤　君
　　　 （九州大学助教授）

軸力と２方向水平力を受けるＲＣ柱のせん断破壊曲面に
関する極限解析

正会員　津村　浩三　君
　　　 （弘前大学助教授）

アクティブマスダンパーを用いた建物の振動制御 その
２ 装置能力の制約を考慮した可変ゲイン制御手法とそ
の制御性能に関する研究

正会員　長島　一郎  君
　　　 （大成建設㈱技術研究所課長）

硬化コンクリートの単位セメント量判定試験方法に関す
る研究　グルコン酸ナトリウムによる試験方法の確立

正会員　中田　善久　君
　　　 （西松建設㈱東京建築支店主任）

発声レートを変化させた三連音節による明瞭度評価の心
理尺度構成からみた有効性にいて

正会員　橋本　　修  君
　　　 （日本大学助手）

実験による対人距離からみた心理的領域の平面方向の拡
がりに関する考察

正会員　橋本　都子　君
　　　 （日本女子大学助手）

中世東寺における惣大工と修理大工について 正会員　浜島　一成　君
　　   （日本大学短期大学部非常勤講師）

拡底場所打ちコンクリート杭耐力に対する先端部施工形
状の影響の解析

正会員　山崎　雅弘　君
　　　 （京都大学助手）
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フリーアドレス・レイアウトにおける領域操作の効果 正会員　山田　哲弥　君
       （清水建設㈱技術研究所研究員）

※応募件数 24件（構造 12件，環境 4件，計画 8件）

3.4　1111999999998888 年年年年日本建日本建日本建日本建築築築築学会作品学会作品学会作品学会作品選選選選奨奨奨奨

表　彰　業　績　名 受　　賞　　者
エニックス本社ビル 正会員　岡本　慶一　君

       （日建設計設計部長）
正会員　中屋敷　公一　君
　　　　(日建設計設計部)

木とカーテンウォールの家 正会員　押野見　邦英　君
　　　 （鹿島建設 A/E 総事業本部担当部長・横

浜国立大学）
正会員　仙波　武士　君
        (鹿島建設 A/E総事業本部）

明石の家（ト部邸） 正会員  神家　昭雄  君
        (神家昭雄建築研究室主宰)

正会員　八木　雅夫　君
        (明石工業高等専門学校助教授)

正会員  田原　　賢　君
        (田原建築設計事務所代表)

宮城県白石市立白石第二小学校 正会員  北山　　恒  君
    　　(横浜国立大学助教授)
正会員　芦原　太郎　君
　      (芦原太郎建築事務所代表取締役)

幕別町保健福祉センター 正会員　後藤　達也　君
正会員  鳥海　良晴　君
正会員  堀尾　　浩　君
     　（アトリエブンク）

副島病院 正会員　手塚　貴晴　君
        (武蔵工業大学)
正会員  手塚　由比　君
　　　  (手塚建築研究所)

掛川市庁舎 正会員　林　　昌二　君
       （日建設計最高顧問）
正会員　南石　周作　君
       （日建設計名古屋事務所設計技術部長)
正会員  若林　　亮　君
        (日建設計設計部）

ＤＮタワー21(第一・農中ビル） 正会員　古田　敏雄　君
        (清水建設専務取締役技師長）
正会員  ケビン・ローチ　君
        (ｹﾋﾞﾝ･ﾛｰﾁ ｼﾞｮﾝ･ﾃﾞｨﾝｹﾙ-ｱﾝﾄﾞ
      　　　　　　　 　   ｱｿｼｴｲﾂ ｱｰｷﾃｸﾂ)

獅子ワールド館 正会員　水野　一郎　君
        (金沢工業大学教授)

相愛本社 正会員　山本　長水　君
        (山本長水建築設計事務所所長)
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八代市営西片町団地 正会員　横山　俊祐　君
  　　  (熊本大学助手)
正会員  下野　健一　君
        (下野建築設計事務所代表)

成城の住宅1996 正会員　渡辺　　明　君
        (渡辺明設計事務所代表取締役)

※選考対象は作品選集 60件

3.5　1111999999998888 年年年年日本建日本建日本建日本建築築築築学会文化学会文化学会文化学会文化賞賞賞賞

表　彰　業　績　名 受　　　賞　　　者
小布施町並み修景計画        市村　次夫　殿

      （(株)小布施堂代表取締役社長)
日本の建築生産工業化の研究とその欧米への紹介，ならび
にヨーロッパにおける日本研究者の育成と日本人研究者
の支援

Jean Englebert　殿
（リエージュ大学名誉教授／
　リエージュ大学日本研究所長）

永年にわたる文化財建造物の保存修理の実務，および近世
規矩術の継承と教育に関する一連の業績

       持田　武夫　殿
      （(財)文化財建造物保存技術協会）

3.6　1111999999998888 年年年年日本建日本建日本建日本建築築築築学会優秀学会優秀学会優秀学会優秀卒卒卒卒業論文業論文業論文業論文賞賞賞賞・優秀・優秀・優秀・優秀修修修修士論文士論文士論文士論文賞賞賞賞

　　　（タジマ建築教育振興基金対象事業）

部 部門 表　彰　業　績　名 受　　賞　　者
ＰＨＣ杭損傷度モニタリングに関する基礎的研究 正会員　磯田　裕樹　君

　　　　(東北大学)
正会員　井口　春木　君
　　　　(東北大学)

信頼性理論による鉄筋コンクリート造建築物の耐震性評価 正会員　江原　礼子　君
　　　　(横浜国立大学)

ゴム球支承を用いた対震構造システムに関する基礎的研究 正会員　大庭　　章　君
　　　　(日本大学）
正会員　魚津　忠弘　君
　　　　(日本大学）

構造

Ｎ値を用いた埋め込み杭の先端荷重～沈下量関係の新評価方
法

正会員　山口　勝久　君
　　　　(京都大学)

育児をきっかけとした生活の拡張に関する研究 正会員　阿知波　修二　君
　　　　(新潟大学)

児童のイメージから捉えた河川空間の位置づけに関する研究
～三重県宮川水系を対象として～

正会員　石井　史彦　君
　　　　(日本大学)

ムデルニスマの時代を生きた建築家とその作品 正会員　内山　俊子　君
　　　　(日本女子大学)

ラフ・ニ族の住居・集落空間の構成と変容に関する研究～ジ
ャトブー村の事例を通して～

正会員　大島　亮子　君
　　　　(芝浦工業大学)

住民参加による市町村都市マスタープラン策定の課題～春日
部市の住民意見特性を中心に～

正会員　春日　克之　君
　　　　(芝浦工業大学)

マルチメディアを用いた都市防災関連情報の伝達に関する研
究

正会員　斉藤　　圭　君
　　　　(芝浦工業大学)

学部

計画

近世京都における遊歩空間の形成－名所案内記における洛中
洛外の空間論的考察－

正会員  菅井　聡子　君
　　　　(京都大学)

建築形態の４次元デジタルデザインに関する研究 正会員  田中　浩也　君
　　　　(京都大学)
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都市の不整形街区における空間把握に関する実験的研究 正会員  三浦　智基　君
　　　　(東北大学)

計画
都市計画マスタープラン策定における地域提案策定プロセス
の比較分析～中野区１５地域協議を事例として～

正会員  三ヶ部　礼貴　君
　　　　(芝浦工業大学)学部

環境
新幹線及び在来線沿線住民の振動被害感の相違に関する研究 正会員　梅田　成道　君

　　　　(横浜国立大学)
直下型地震における地震動方向性と構造物の応答に関する研
究

正会員　竹中　宏明　君
　　　　(東北大学)

地震動エネルギー入力に基づく鉄筋コンクリート造建物の応
答変形推定に関する研究

正会員　中村　孝也　君
　　　  (東北大学)構造

リアルタイムオンライン応答実験システムの開発と免震建物
地震応答への適用

正会員  政岡　暢昭　君
　　 　 (京都大学)

幕末における上田藩武家屋敷－史料による復元と考察－ 正会員  浅野　伸子　君
　　　  (昭和女子大学)

鏝絵の地域的分布と左官技術の展開 正会員  石井　達也　君
　　　  (日本工業大学)

病院手術部門における室配置の発想支援手法とプラン評価へ
のGA適用に関する研究

正会員  岩田　伸一郎　君
　　　  (京都大学)

要素と配置構成から見たイラン建築水空間秩序及びカナート
水路との関係

正会員  小林　由佳　君
　　　  (東京理科大学)

アメリカ合衆国における歴史的建造物の保全と活用に関する
研究　シアトル市の中心市街地における事例を通して

正会員  曽野　正之　君
　　　  (神戸大学)

環境視情報の計測に基づく街路空間の分節化に関する研究 正会員  長谷川　諭　君
　　　　(東京工業大学)

近世中後期の巨大都市と建設請負業－四大橋普請体制の社会
史的研究－

正会員  藤尾　直史　君
　　　　(東京大学)

建築プロジェクトにおける顧客満足に関する研究－建築家・
設計事務所の提供業務と建築主の満足度分析－

正会員  三井所　隆史　君
　　　　(京都大学)

「なじみ」からみた痴呆性老人のケア環境に関する研究－グ
ループホームにおける生活構成の考察を通して－

正会員  厳　　　爽　君
　　　  (東京大学)

計画

中世後期トスカーナの宗教建築にみられるポリクロミアに関
する研究

正会員  吉田　香澄　君
　　　　(東京芸術大学)

着衣における水分蓄積を考慮した人体の非定常温熱生理応答 正会員  梅野　徹也　君
　　　　(京都大学)

修士

環境 都市計画のための気候解析に関する研究 正会員  竹林　英樹　君
　　　　(神戸大学)

　　　　　　　分野別応募数（総応募数 142編／38大学）

構造系 計画系 環境系 合　　計
卒業論文 14／4 36／10 3／1 53／15

修士論文 17／3 62／10 10／2 89／15

合　　計 31／7 98／20 13／3 142／30

　　　　　　　　※　応募数／受賞数
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4．支部共通事業

4.1　講習講習講習講習会会会会

コンクリート関連指針講習会
＜主　　催＞日本建築学会
＜後　　援＞建設省、開催地都道府県、住宅・都市整備公団、建築・設備維持保全推進協会、日本建築家協

会、日本建築士事務所協会連合会、開催地都道府県建築士事務所協会、日本建築士会連合会、
開催地都道府県建築士会、建築業協会、日本建築構造技術者協会、日本コンクリート工学協会、
セメント協会、全国生コンクリート工業組合連合会、日本フライアッシュ協会、コンクリート
用化学混和剤協会、人工軽量骨材協会、仮設工業会、全国コンクリート圧送事業団体連合会、
日本建築仕上材工業会

＜主　　旨＞1997年1月に本会発刊の「建築工事標準仕様書JASS5鉄筋コンクリート工事」が大幅に改定され、
また関連規格・規準類の制定・改正があり、本会発刊のコンクリートに関連する指針類は、こ
れらと整合を図るための改定が必要となった。今般改定を行った指針は「コンクリートの調合
設計指針・同解説」、「高性能AE減水剤コンクリートの調合・製造および施工指針・同解説」、
「コンクリートの品質管理指針・同解説」であり、また新たに「フライアッシュを使用するコ
ンクリートの調合設計・施工指針（案）同解説」を制定した。改定した指針は、いずれもJASS5
を補完する重要な指針であり、また、新たに制定した指針は、環境保全・産業廃棄物処理に関
連して検討が進められてきたフライアッシュのコンクリートへの新たな利用に関する技術的な
方針を示したものであり、極めて重要な指針である。

＜講　　師＞阿部道彦・阿部保彦・池永博威・江口　清・嵩　英雄・川瀬清孝・黒羽健嗣・桜本文敏・佐藤
孝一・篠木武彦・清水昭之・千歩　修・武田一久・棚野博之・友澤史紀・長尾覚博・西田　朗・
野口貴文・飛坂基夫・福士　勲・桝田佳寛・松藤泰典・三井健郎・山崎庸行・和美廣喜

＜テキスト＞高性能AE減水剤コンクリートの調合・製造および施工指針・同解説
　　　　　　コンクリートの調合設計指針・同解説
　　　　　　コンクリートの品質管理指針・同解説
　　　　　　フライアッシュを使用するコンクリートの調合設計・施工指針（案）・同解説
＜開催地等＞

支　部 開催地 期　　　日 会　　　　　場 参　加　者
関　東 東　京 ２月１６日 建築会館ホール 252名
東　北 仙　台 ２月１９日 ろうふく会館5F蔵王の間 156名
九　州 福　岡 ２月１９日 福岡建設会館８Ｆ 221名
北　陸 新　潟 ２月２４日 新潟県自治会館 114名
近　畿 大　阪 ２月２４日 大阪科学技術ｾﾝﾀｰ8F大ﾎｰﾙ 275名
東　海 名古屋 ２月２５日 名古屋栄ビル１２Ｆ特別会議室 139名
中　国 広　島 ２月２５日 エソール広島 104名
北海道 札　幌 ２月２６日 ホテルノースシティ 118名
四　国 高　松 ２月２６日 讃岐会館 102名
関　東 東　京 ３月　８日 建築会館ホール 149名

合　　　　　　　　計 1,630名

4.2　設計競設計競設計競設計競技技技技

＜課　　題＞『市場』をつくる
＜主　　催＞本会
＜協　　賛＞日本交通公社
＜主　　旨＞２０世紀は資本メカニズムの機関（function）としての「都市」が開発された世紀だ。都市の中

枢は巨大資本企業のオフィスによって占拠され、そこに巨大化された資本市場、金融市場をマ
ネージメントする大量のオフィスワーカーが収容されている。２０世紀の都市は生産現場から
隔離された資本活動の場であり、膨大な人口を抱え込む壮大な消費の現場である。一方、容易
に地理的枠組みを越える市場経済のなかでは、場所の唯一性をもつことの不自由さが顕在化し、
場所に付着した生産の現場は衰退し過疎化が進行している。近代は生産と消費を切断し、資本
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ゲームのなかで扱いやすいコマとしてしまった。この資本ゲームは利潤を生むことが目的であ
り市場とはそのゲーム盤のようなものである。そこでの市場とは生活にかかわるものではない。
さらにハイパーマーケットとよばれる電子マネーをつかう市場では、もはや場所もモノも介在
しない眼に見えない世界に入っている。
もう一度振り返ってみれば『市場』とは「ワタシがもっているモノと、アナタがもっているモ
ノに相互の価値をみとめるとき交換をする」ことではないか、と思う。ならば貨幣を介するこ
とで国家に統御されてしまう『市場』ではない、人を思いやること、奉仕することを交換する
ボランタリー経済としての『市場』ということもありそうである。それは人と人が交流すると
いう意味での『市場』である。
わたしたちの世界ではもはやモノを介した『市場』の賑わいはノスタルジーでしかないのかも
しれない。すぐ始まる次世紀では人々が場所性と共時性を身体的に感じる機関としての『市場』
をつくることもできそうである。そんな『市場』も視野に入れた新しい『市場』を空間として
表現していただきたい。

＜全国審査員＞ 北山　恒・阿部仁史・今川憲英・岩村和夫・柏原士郎・柴田いづみ・
　   　　　　　杉田輝征・多田善昭・畑　聰一・古谷誠章・室伏次郎
＜全国入選者＞
　応募資格･･････個人会員（共同制作者は会員外でも可）
                                                                                           
全国入選順位 会員種別    氏　　　名            所　　　属  入選支部

  最優秀賞
 正会員
   〃

○宇　野　勇　治
　三　好　光　行

 名古屋工業大学大学院
        〃

  東　海

  最優秀賞  正会員 ○眞　中　正　司  日建設計   近　畿

  優 秀 賞
 正会員
   〃

○筧　　　雄　平
　村　口　　　玄

 東北大学大学院
       〃

  東　北

  優 秀 賞  正会員 ○福　島　理　恵  稲田大学大学院   関　東
  優 秀 賞  正会員 ○齋　藤　篤　史  京都工芸繊維大学大学院   近　畿
  優 秀 賞  正会員 ○東　尾　勝　則  近畿大学大学院   中　国

  佳　　作
  タジマ奨励賞

 準会員 ○根　岸　広　人
　石　井　友　子
　小　池　益　代

 早稲田大学専門学校
       〃
       〃

  関　東

  佳　　作
 正会員 ○工　藤　和　美

　西　田　潔　史
 国立明石工業高等専門学校
 フリー

  近　畿

  佳　　作
 正会員 ○馬　場　　　剛

　馬　場　　　誠
 九州大学大学院
 九州大学

  九　州

  佳　　作

 正会員
   〃
   〃

○森　園　知　弘
　嶋　田　瑞　代
　金　品　敦　子
　谷　本　卓　也
　鶴　　　恵　子
　東　方　琢　也

 九州大学大学院
      〃
      〃
 九州大学
      〃
      〃

  九　州

  タジマ奨励賞
 準会員 ○山　口　雄　治

　坂　巻　　　哲
 東洋大学
     〃

  関　東

  タジマ奨励賞
 準会員 ○齋　藤　真　紀

　浅　野　早　苗
　松　本　亜　矢

 早稲田大学専門学校
     〃
     〃

  関　東

  タジマ奨励賞  準会員 ○原　山　　　賢  信州大学   北　陸

  タジマ奨励賞
 準会員 ○齋　藤　み　穂

　竹　森　紘　臣
 関西大学
     〃

  近　畿

  タジマ奨励賞

 準会員

 準会員

○井　川　　　清
　葉　山　純　士
　前　田　利　幸
　前　村　直　紀

 関西大学
     〃
     〃
     〃

  近　畿

  タジマ奨励賞
 準会員 ○横　山　敦　一

　青　山　祐　子
　倉　橋　尉　仁

 大阪大学
     〃
     〃

  近　畿
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支　部 北海道 東　北 関　東 東　海 北　陸 近　畿 中　国 四　国 九　州 合　計
応　募　数 2 5 107 12 6 89 15 3 31 270

支部入選数 1 1 10 4 2 19 5 1 7 50

応　募　数：２７０作品、支部入選数：  ５０作品
全国入選数：  １０作品、タジマ奨励賞：　７作品

＜備考＞
  全国入選作品および審査講評は「建築雑誌 3月号」に掲載の他，「優秀作品集」を 1999年 5月に刊行予定。
  (タジマ奨励賞は、学部学生(それに準ずる)個人またはグループを対象とする)

4.3　全国大学全国大学全国大学全国大学・高専・高専・高専・高専卒卒卒卒業設計展示会業設計展示会業設計展示会業設計展示会（（（（第第第第 33339999 回回回回））））

　出展校　大学：119校（学科）／短大：10校／高専：14校／能開大：1校　　計 144校（学科）

開催支部 開催地 開催会場 開催期日（期間） 参観者数
室　蘭 室蘭工業大学建設システム工学科建築製

図室
 6月 1日（月）～ 2日（火） 200名

札　幌 北海道大学工学部建築都市学科 3F 製図
室

 6月 5日（金）～ 7日（日） 556名

旭　川 北海道東海大学  6月13日（土）～15日（月） 285名

北海道

釧　路 釧路工業高等専門学校 11月11日（水）～12日（木） 50名
仙　台 東北大学工学部建築学科  8月 4日（火）～ 6日（木） 141名
八　戸 八戸工業大学建築工学科製図室 10月 3日（土）～ 4日（日） 430名
郡　山 日本大学工学部 10月16日（金）～18日（日） 250名

東　北

山　形 東北芸術工科大学 11月18日（水）～20日（金） 300名
晴　海 HARUMIドーム２１  5月22日（金）～28日（木） 1,066名
宇都宮 宇都宮大学工学部  7月 8日（水）～10日（金） 350名
東　京 東京電機大学工学部建築学科 7 号館 10F

製図室
 9月21日（月）～24日（木） 400名

前　橋 前橋工科大学 10月27日（火）～29日（木） 257名

関　東

足　利 足利工業大学 11月 1日（日）～ 3日（火） 220名
東　海 三　重 三重大学講堂ホワイエ小ホール 11月 6日（金）～ 8日（日） 266名

長　野 信州大学工学部社会開発工学科西棟  6月20日（土）～22日（月） 148名
福　井 福井県立美術館  6月25日（木）～28日（日） 290名
新　潟 新潟大学工学部建設学科 10月13日（火）～16日（金） 160名北　陸
金　沢 金沢工業大学ライブラリーセンター展示

室
10月28日（水）～31日（土） 263名

大　阪 大阪府商工会館７Ｆ第２講堂 10月21日（水）～22日（木） 460名
近　畿

神　戸 神戸芸術工科大学本館１Ｆホール 1999年 1月14日（木）～21日（木） 180名
米　子 米子工業高等専門学校製図室  9月 3日（木）～ 9日（水） 428名

中　国
広　島 広島県民文化センター第３展示室 12月 9日（水）～13日（日） 660名
高　知 国際デザインカレッジガウディホール  7月15日（水）～18日（土） 123名

四　国
高　松 香川県庁１Ｆギャラリー  8月24日（月）～28日（金） 500名
沖　縄 沖縄県立県民アートギャラリー  5月13日（水）～16日（土） 352名
鹿児島 鹿児島県歴史資料センター黎明館  6月 3日（水）～ 4日（木） 342名
熊　本 熊本大学工学部共同製図室  6月 9日（火）～12日（金） 335名
大　分 大分大学建設工学科  6月16日（火）～19日（金） 120名
北九州 九州共立大学工学部建築学科  6月23日（火）～26日（金） 400名
長　崎 石丸文行堂４Ｆイベントホール  7月 1日（水）～ 6日（月） 592名

九　州

福　岡 九州産業大学８号館建築製図室  9月11日（金）～13日（日） 614名
計 ３１会場 延べ参観者数 10,738名
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5．会　　誌

5.1    建築雑建築雑建築雑建築雑誌誌誌誌

　　建築雑誌 12冊,建築年報 1冊,作品選集 1冊,技術報告集 2冊
　　総ページ数　2,518ページ
　　総発行部数　606,800部

1998年４月号（第 1421号） 健康建築－化学物質室内空気汚染
５月号（第 1422号） 計画学論・百家争鳴

　　 　　６月号（第 1423号）　 学会提言とその後－建築および都市の防災性向上に関する提言
　　　　 　７月号（第 1424号） 都市解析
　　　　　　　　　　　　　　　 1998年度日本建築学会大会（九州）
　　　　　 ８月号（第 1425号）　 建設業の将来
　　　　　 ９月号（第 1426号）　 古代建築の復元
　　　　　 増　刊（第 1427号） 建築年報 1998

10月号（第 1428号）　 ドーム建築－来し方行く末
　　　　 　増　刊（第 1429号）　 日本建築学会技術報告集　第 6号

11月号（第 1430号）　 改正建築基準法と今後の建築生産
12月号（第 1431号）　 プロフェッサー・アーキテクトは教壇で

　　　　 　１月号（第 1432号）　 震災の証言－震度 7ゾーンを体験した専門家たちが、1995年 1月 17

日に感じ、考えたこと
　　　　　 ２月号（第 1433号）　 20世紀を決めたこの一冊
　　　　　 増　刊（第 1434号）　 日本建築学会技術報告集　第 7号
　　　　　 増　刊（第 1435号）　 作品選集 1999

　　　　　 ３月号（第 1436号）　 エコロジカル・テクノロジーの源流と潮流

5.2 作品選作品選作品選作品選集集集集

  応募数・掲載数

支部別 応募数 掲載数
北海道
東　北
関　東
東　海
北　陸
近　畿
中　国
四　国
九　州
海　外

     12

     22

     67

     17

     19

     26

     13

      7

     16

      1

     　4

       7

      20

     　5

     　6

       8

     　4

     　3

     　3

     　0

合　計     200       60
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5.3　技術報告技術報告技術報告技術報告集集集集

  応募数・掲載数

6号 応募数 7号部門名 応募数
掲載数 掲載数

材 　料 　施 　工
構　　　　　   造
防　　　　　   火
環　 境 　工 　学
建　 築 　計 　画
農　 村 　計　 画
都　 市 　計 　画
建築経済・住宅問題
建 築 歴 史・意 匠
海　　　　 　　洋
情報システム技術
教　　　　 　　育
地　 震　 災　 害

     10

     10

      1

     10

      9

      0

      1

      2

      3

      0

      0

      1

      1

      8

     10

      1

     10

      9

      0

      1

      2

      2

      0

      0

      1

      1

      4

      8

      4

      5

      9

      0

      4

      2

      2

      0

      3

      0

      2

      4

      7

      4

      5

      7

      0

      3

      2

      1

      0

      3

      0

      2

計   　 48      45   　 43      38
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6．学　術　振　興
6.1　論　文　論　文　論　文　論　文　集集集集

  日本建築学会構造系論文集 12冊，日本建築学会計画系論文集 12冊。1題当たり 5頁として下記各号に掲
載発行。
　　　(1) 発行回数および号数          12回　No.506～517

　　　(2) 掲　載　題　数              構造系論文集 291題
計画系論文集 429題

　　　(3) 総 　 頁  　数              構造系論文集 2,220頁
計画系論文集 3,214頁

      (4) 総 発 行 部 数              構造系論文集 59,600部
計画系論文集 64,300部

      (5) 論文会員（個人）　　　　　　構造系論文集 3,203名
計画系論文集 3,574名
両系購読者  806名

      (6) 年決め会員（法人）        494名

6.2　大会学術講演大会学術講演大会学術講演大会学術講演梗梗梗梗概概概概集集集集

　1題あたり 2頁（オーガナイズドセッション希望者は 1題あたり 4頁）として，A-1～F-2の 12分冊に大別，
論文会員，年決め会員，発表登録者に希望配布。
      (1) 発行部数
        A-1（材料施工） 3,410部
        A-2（防火，海洋，情報システム技術） 3,360部
        B-1（構造Ⅰ） 5,030部
        B-2（構造Ⅱ） 5,030部
        C-1（構造Ⅲ） 4,940部
        C-2（構造Ⅳ） 4,930部
        D-1（環境工学Ⅰ） 3,340部
        D-2（環境工学Ⅱ） 3,330部
        E-1（建築計画Ⅰ） 4,610部
        E-2（建築計画Ⅱ，農村計画，教育） 4,610部
        F-1（都市計画，建築経済・住宅問題） 4,650部
　      F-2（建築歴史・意匠） 4,650部
      ─────────────────────────────────────────────

                      計 51,890部
      (2) 掲載題数
        A-1（材料施工）　　　　　　　　　　　　　　　　　　   591　題 ( 1,182頁）
        A-2（防火，海洋，情報システム技術）　　　　　　　　   229　題　  (  488頁）
        B-1（構造Ⅰ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 546　題  ( 1,092頁）
        B-2（構造Ⅱ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   578　題  ( 1,156頁）
        C-1（構造Ⅲ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   667　題 ( 1,334頁）
        C-2（構造Ⅳ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   564  題 ( 1,128頁）
        D-1（環境工学Ⅰ）                                     530　題   ( 1,090頁）
        D-2（環境工学Ⅱ）　　　　　　　　　　　　　　　　   　562　題   ( 1,140頁）
        E-1（建築計画Ⅰ）                                     518　題　 ( 1,036頁）
        E-2（建築計画Ⅱ，農村計画，教育）　　　　　　　　　   257　題　 (  514頁）
        F-1（都市計画，建築経済・住宅問題）　　　　　　　　   626　題 ( 1,252頁）
　      F-2（建築歴史・意匠）　　　　　　　　　　　　　　　   330　題  (  660頁）
      ─────────────────────────────────────────────
                      計　                                  5,998　題 （12,072頁）
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6.3　研究補助研究補助研究補助研究補助・研・研・研・研究究究究助助助助成成成成

（1）本会が受けた研究補助・研究助成等

　　1）建築物および都市の安全性・環境保全についての新たなパラダイ
ム構築に向けての研究

　　　①（財）セコム科学技術振興財団助成金
　　2）阪神・淡路大震災調査報告補助金
      ①文部省科学研究費補助金
      ②（財）日本建築センター
　
　             総  合  計

9,000,000 円

5,200,000円
1,200,000円

15,400,000円

（2）1998年度支部研究補助
　この研究補助は支部の研究補助をはかるもので，次の研究に総額 180万円の研究費を補助した。

支　部 研　　究　　題　　目 研 究 責 任 者 補助額

北海道
バックドラフト現象の解明と防止に関する調査研
究（継続）

早坂洋史
（北海道大学）

  20万円

東　北
21世紀への建築材料のニーズとシーズに関する調
査研究

三橋博三
（東北大学）

  20万円

東　海

学校における児童の火災避難行動に関する基礎的
研究

建部謙治
（愛知工業大学）
鈴木賢一
（名古屋市立大学）

  20万円

北　陸
18世紀ドイツにおけるフランス古典主義の影響に
関する建築思潮研究－J.F.ブロンデル学徒の動向
をめぐって－

市川秀和
（福井大学）

  20万円

鉄筋コンクリ－ト構造建築物の耐震性向上に関す
る研究

大野義照
（大阪大学）

  20万円

近　畿
設計・計画をめぐる現在の課題の構造的把握 舟橋國男

（大阪大学）
  20万円

中　国
中国地方におけるまち並み保存・まち並み整備に関
する研究

石丸紀興
（広島大学）

  20万円

四　国

地方都市の郊外における固有性の高いまちづくり
手法に関する研究

吉田  晋
（高知工科大学）
砂本文彦
（高知工科大学）

  20万円

九　州
インターネットを利用した建築音響に関する教育
データベースの構築

藤本一壽
（九州大学）

  20万円

8支部
                
                  9 件

180万円
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（3）竹中育英会建築研究助成

この研究助成は，若手研究者の今後に期待できる研究を助成するもので，今年度は下記 10件の研究に対し
て助成された。

№ 部　　門 研 　 究 　 課　  題 研　究　者 援助額

1 材料施工
高流動化コンクリート用レオメータの開発 呉　　　相　均

（東京大学大学院）
50万円

2 構　造
均質化法によるコンクリート構造物の材料構成
則の統一的多重スケール数値解析手法

永　井　学　志
（東京工業大学）

50万円

3
視覚特性を考慮した適性照度算出における不均
一視野の影響

秋　月　有　紀
（奈良女子大学）

50万円

4
芝生植裁の蒸発特性に関する実験的研究 香　川　治　美

（九州大学）
50万円

5

環境工学

駆体蓄熱空調システムに関する研究 田　中　崇　浩
（九州大学大学院）

50万円

6 建築計画
建築計画における実験的手法有効性に関する研
究

岩　佐　明　彦
（東京大学大学院）

50万円

7
住宅政策における住宅デザインコントロールの
研究－英国と日本の比較による－

漆　原　　　弘
（ヨーク大学大学院）

50万円

8

都市計画
未収既成市街地における住環境整備事業の評価 白　石　昌　之

（熊本大学大学院）
50万円

9
影を主体とした空間造形について 奥　村　理　絵

（東京芸術大学大学院）
50万円

10

建築歴史意匠
京都都心部における町屋の住環境の実態に関す
る知調査研究

河　本　光　正
（東京都立大学大学院）

50万円

（4）その他の研究助成
  イ）1998年度　鹿島学術振興財団研究助成

□採　択（新規採択 5件，継続採択 6件）
№ 研 　 究 　 課　  題 研 究 代 表 者 援助額 採　否

1

痴呆性高齢者の環境行動からみた住環境整備に
関する社会・文化的比較研究－日・米・ｽｳｪ-ﾃﾞﾝ
の住環境比較を通して－

舟　橋　國　男
（大阪大学教授）

250万円 継続採択

2
直下型地震において免震建築物が被る最大変形
とその予測

中　島　正　愛
（京大防災研究所助教授）

150万円 継続採択

3

複数の国際テストサイトのデータに基づく地震
動増幅特性の評価と強震動予測手法に関する国
際共同研究

工　藤　一　嘉
（東大地震研究所助教授）

150万円 継続採択

4
都市の熱環境改善のための風通しのよい街
づくりに関する研究

片　山　忠　久
（九州大学教授)

150万円 継続採択

5
中国の都市化と環境問題の実態及び日本への影
響に関する調査研究

高　   偉　俊
（早大講師）

200万円 継続採択

6
多人数参加型ＶＲ避難実験による高齢者の避難
計画に関する研究

渡　辺　仁　史
（早大教授）

150万円 継続採択

7

歴史的都市ヴィエトナム・フエにおける適地技
術からみた都市空間の構成秩序と都市居住に関
する研究－市場経済化の中でのアジア型歴史環
境都市の研究－

佐　藤　　滋
（早大教授）

300万円 新規採択
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8

騒音のうるささの尺度構成に関する国際共同研
究：日本での地域と年齢を考慮した騒音のうる
ささの程度表現語に関する調査

矢　野　　隆
（熊本大教授）

250万円 新規採択

9
室内空間の音声伝送品質に関する主観的評価法
の確立と音場データベースの構築

佐　藤　　洋
（北大助手)

300万円 新規採択

10
３次元ＣＧを用いた地方の名所図録図絵に描か
れた名所の景観構造分析

萩　島    哲
（九州大教授)

300万円 新規採択

11
地震活動と地盤構造の地域性を考慮した都市複
合施設の多重安全設計

篠　崎　祐　三
（京都大助教授)

150万円 新規採択

（1999年 3月 31日付鹿島財団通知）

ロ）平成 10年度　トステム建材産業振興財団研究助成

№ 研 　 究 　 課　  題 研 究 代 表 者 助成額
研究形態
分　　野

1
高断熱・高気密住宅における環境設計データベー
スの構築に関する研究

吉野　博
（東北大教授）

100万円　共同研究
（環境工学）
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７．委員会活動

7.1　会務関会務関会務関会務関係係係係

（1）会　　務

会　合　数　　委　員　会　名
　　委　員　長　名
　　　　　　委員数
（運営委員会・小委員会数）

本委員会・運営委
員会・小委員会

事　　業　　概　　要

企画運営委員会
　　尾島　俊雄君
　　岡田　恒男君
　　　　　　11名

8 本会運営における重要事項の検討

政策推進委員会
　　村松　映一君
　　　　　　7名

10 （1）建築基準法の改正に関する要望について
（2）倫理綱領・行動規範の検討

教育と資格特別委員会
　　柴田　拓二君
　　　　　　14名

2 （1）UIA/PPCへ提出する学会の意見書に対する意見聴取
（2）日本技術者教育認定制度に関する動きの報告

建築教育連絡協議会
　　柴田　拓二君
　　　　　　206名
　　　　　　（6）

21 （1）設計，構造，環境設備，材料施工の 4分野のプログ
ラムクライテリアの検討

（2）アクレディテーションシステムの検討
（3）UIA/PPCへ提出する意見書の原案作成
（4）日本技術者教育認定制度への対応の検討
（5）建築教育連絡協議会の開催

子供と高齢者に向けた学会行
動計画策定特別委員会
　　平山　善吉君
　　　　　　12名

8 （1）本会の青少年向けの事業の整理
（2）子どもと高齢者を基軸とした市民への、建築都市の

普及啓発活動の行動計画策定

子どもと高齢者に向けた学会
行動計画推進特別委員会
    仙田　　満君
            18名

1 （1）子どもと高齢者に向けた学会行動計画を基本に事業計
画

 ・子どものための建築･都市･環境作りガイドラインの作成
 ・子どものための建築教育
　　「親と子の都市と建築講座」の整理等

総務・財務運営合同委員会
　　村松　映一君
　　松原　忠策君
　　　　　　19名

6 （1）1997年度事業報告案について
（2）1997年度収支決算・財産目録および未処分金処分案

について
（3）学術団体運営の財務リスクと構造改革の必要性につ

いて
（4）本会の新たな社会的役割･機能と行動計画の策定につ

いて
（5）中期財政計画について
（6）論文集掲載題数の拡大に関する学術委員会からのお

願いについて
（7）特定公益増進法人の申請について
（8）本会の社会的役割･機能として策定した共通課題の行

動計画についての意見交換
（9）中長期視点での財務リスクについて
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（10）1999年度事業計画･収支予算編成上の基本方針案に
ついて

（11）今後の検討課題について
〈12〉定款改正について
〈13〉1999年度事業計画･収支予算案について
〈14〉政策推進委員会ならびに組織機構について

選挙管理委員会
　　藤江　澄夫君
　　西谷　　章君
　　　　    　7名

        5 （1）評議員半数(60名)改選に伴う選挙執行
（2）会長、副会長 3 名(研究教育関係機関で関東支部所

属 1名、研究教育関係機関で関東支部以外所属 1名、
研究教育関係機関以外所属 1 名)、監事 1 名選出に
伴う選挙執行

会員委員会
  　西谷　　章君
  　藤江　澄夫君
             12名

        2 （1）会員制度について
（2）倫理綱領行動規範について
（3）会友の推薦について
（4）名誉会員候補者の選考方針について
（5）定款の改正について

国際交流委員会
　　村松　映一君
　　松原　忠策君
　　　　　　12名

2 （1）国際交流振興基金の配分
（2）中華民国建築学会との協力協定締結について検討

CIB委員会
　　古瀬　　敏君
　　　　　　16名

4 （1）CIB委員会ホームページの運営
（2）CIB関連の国際的動向の情報交換
（3）CIBの会議・セミナー等の開催周知
（4）CIB会議の出席報告

アジア建築交流委員会
　　中川　　武君
　　　　　　60名

5 （1）第 2回アジア建築交流国際シンポジウムの実施
（2）アジア建築交流団の派遣

会館委員会
　　田村　至敏君
  　佐藤　親英君
　　　　12名
　　　 （1）

3 （1）事務所賃料の検討およびテナント契約解除に伴う新
規契約テナントについて

（2）建築会館修繕工事発注管理に関する方針について
（3）建築会館維持保全に伴う整備工事について
（4）1998年度会館部門収支決算ならびに 1999年度収支

予算について
（5）三宅島研修所「棟梁に学ぶ家」の運営について

（2）表彰関係

表彰委員会
　　岡田　恒男君
　　　　　　11名

1 （1）1999年下記各賞表彰業績候補の選考結果を理事会へ
報告

　・大賞 2件，学会賞 1７件（論文 10，作品３，業績４），
奨励賞 15件，文化賞 3件，作品選奨 12件

（2）2000年下記各賞選考委員役職以外を選出し，理事会
へ報告

　・大賞 2名，学会賞 19名，奨励賞 12名，作品選奨 1名
（3）表彰規程関係類及び選考委員選出方法について審議

日本建築学会大賞
選考委員会
　　岡田　恒男君
　　　　　　10名

1 1999年日本建築学会大賞 2件の選考
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日本建築学会賞
選考委員会
　　鈴木　博之君
　　平山　善吉君
　　　　　　34名

2 （1）1999年日本建築学会賞候補業績 17件（論文 10，作
品 3，業績 4）の選考

（2）ﾗｲﾌｻｲｸﾙﾒﾈｼﾞﾒﾝﾄに関する提言(案)のうち、建築賞の
あり方について検討

日本建築学会奨励賞
選考委員会
　　坂本　　功君
    志水　英樹君
            24名

4 1999年日本建築学会奨励賞 15件の選考

日本建築学会作品選奨
選考委員会
　　松川　淳子君
　　　　　　10名

2 1999年日本建築学会作品選奨 12件の選考

日本建築学会文化賞
選考委員会
　　尾島　俊雄君
　　岡田　恒男君
　　　　　　10名

1 1999日本建築学会文化賞 3件の選考
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7.2　研究関研究関研究関研究関係係係係

（1）学術関係

　　会　合　数　　委　員　会　名
　　委　員　長　名
　　　　　　委員数
（運営委員会・小委員会数）

本委員会・運営委
員会・小委員会

事　　業　　概　　要

学術委員会
　　　　鈴木博之君
　　　　平山善吉君
　　　　　　　36名
　　　　　　（5）

18 （1）学術委員会・調査研究委員会の運営について
（2）学術委員会推進事項について検討
　　1）学術委員会系の円滑なる運営と関連分野への推進
　　2）科学技術基本法に基づく省庁の課題募集への応募
　　3）国際交流の推進
　　4）英文情報発信システムの検討
　　5）大会のあり方検討（大会のあり方検討小委員会継

続設置）
　　6）地球環境に向けた行動計画の推進
　　7）学会規準・仕様書のあり方について検討
　　8）特別研究委員会制度について検討
　　9）ＩＳＯ関係について検討
　　10)論文集掲載枠拡大の実施
　　11)ﾗｲﾌｻｲｸﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特別研究委員会報告書に基づく
　　　提言の検討
　　12)保存要望に関する検討
（3）98年度大会（九州）学術関係行事の企画・運営
　　・学術講演梗概 5,998題（前年比 510題減）
　　・研究集会　34主題
　　・建築に関する展示会等実施
（4）平成 10年度科学技術振興費による「生活・社会的基
盤研究」課題採用

　　・室内化学物質空気汚染の解明と健康・衛生居住環境
の開発（室内化学物質空気汚染調査研究委員会設置）

（5）平成 11年度科学技術振興費による「総合研究」課題
応募１件（ヒアリング実施）

　　・「生活・社会的基盤研究」課題（応募４件ヒアリン
グ実施１件）及び「知的基盤整備推進制度」課題応
募（1件）

（6）研究助成候補推薦
　　1）竹中育英会（98件応募／10件採択）
　　2）トステム建材（2件応募／採用 1件）
　　3）東レ科学助成（1件応募／採用 0件）
　　4）鹿島学術振興財団（8件応募／4件採択）
　　5）スガウィザリング技術振興財団(1件応募)
（7）作品選集・作品選奨について
（8）委員会の研究成果に基づく刊行企画
（9）日本学術会議
　　　・日本学術会議動向の報告

論文集委員会
　　深尾　精一君
　　長澤　　泰君
　　　 　　 54名

14 （1）論文集（構造系，計画系の 2分冊）24冊の刊行
（2）論文集の編集・企画
（3）論文集掲載論文の募集・審査
　　1）査読システム
　　2）査読委終了論文の早期掲載
（4）論文集委員会査読候補者の選定
 ( 5) ウェブﾞ上での全文データベースの提供
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技術報告集委員会
　　松崎　育弘君
　　大野　隆司君
　　　　　　50名

5 （1）技術報告集２冊の刊行
（2）技術報告集の編集・企画
（3）技術報告集の募集・審査
　 1) 評論原稿の扱い
（4）技術報告集委員会査読候補者の選定

作品選集委員会
　　松川　淳子君
　　　　　　89名
　　　　（10）

6 （1）「作品選集 1999」の掲載作品の応募と選考
　　応募 200点，掲載 60点

（2）調査研究関係

　　会　合　数　　委　員　会　名
　　委　員　長　名
　　　　　　　委員数
（運営委員会・小委員会数）

本委員会・運営委
員会・小委員会

事　　業　　概　　要

材料施工委員会
　　友澤　史紀君
 　　　  995名
　　　　(74　WGを含む)

      441 （1）成案
  1) 仕様書
　・JASS 13 金属工事（改）
　・JASS 21  ALCパネル工事(改)
  2) 指針
　・コンクリートの品質管理指針（改）
　・フライアッシュを使用するコンクリートの調合設
計・施工指針（案）

　・コンクリートの調合設計指針(改)

　・高性能 AE 減水剤コンクリートの調合･製造およ
び施工指針(改)

　・鉄筋コンクリート造建築物等の解体工事指針(案)
　3)報告書・資料作成
　・JASS6　鉄骨工事改定要約（英文翻訳版）
　・複合防水工法の現状と技術的課題
　・建築材料,部材,部位の性能,性能評価方法および性能
規定等に関する共通概念の構築は可能か

　・性能規定化と材料性能評価の国際動向
　・原子力発電所 RC 工事の品質管理の高度化に関する
研究経過中間報告書

　・非構造部材の耐震設計･施工の諸問題(大会研協資料)
　・今、防水を考える(大会 PD資料)
　・問いかけられる自己責任　ブロック塀の安全性（大
会 PD記録）

　4) その他
　・ブロック塀の安全対策（パンフレット）
（2）建築雑誌への掲載
　・｢JASS13　金属工事｣改定の概要(98.10)
　・｢鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造建築物等の解体工事施工指針(案)･同
解説｣制定の概要(98.10)

　・｢ｺﾝｸﾘｰﾄの調合設計指針･同解説｣改定の概要(98.11)
　・｢ｺﾝｸﾘｰﾄの品質管理指針･同解説｣改定の概要(98.11)
　・｢高性能 AE 減水剤ｺﾝｸﾘｰﾄの調合･製造および施工指
針･同解説｣改定の概要(98.11)

　・｢ﾌﾗｲｱｯｼｭを使用するｺﾝｸﾘｰﾄの調合設計･施工指針
(案)･同解説｣制定の概要(98.11)

（3）大会研究協議会・パネルディスカッション･大会研
協｢非構造部材の耐震設計･施工の諸問題｣(98.9)

　・大会 PD｢ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄの施工管理上の問題点｣(98.9)
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　・大会 PD｢今、防水を考える｣(98.9)
（4）講習会・シンポジウム等の開催
 　   8章参照
（5）作成中
　・場所打ち杭工法,地盤改良工事に関する施工管理指針
（案）

　・マスコンクリートの技術の現状
　・プレキャスト複合コンクリート造施工指針（案）
　・コンクリート・ポリマー複合体施工規準(案)
　・メーソンリー構造の設計施工指針（案）
　・屋根構法設計施工技術資料
　・FRP防水工法施工指針(案)
　・湿式新構法設計・施工指針（案）
　・建築物の部材・材料の耐久設計法(仮称)
　・建築物の改修の考え方
　・外壁改修工事の基本的な考え方(乾式編)
　・建築施工自動化の現状と将来展望
（6）改定中
　・JASS 7 メーソンリー工事
　・JASS 8 防水工事
　・JASS 11 木工事
　・JASS 101, 102, 103 電気設備工事
　・非構造部材の耐震設計・同解説および耐震設計施工
要領

　・暑中コンクリートの施工指針
　・“ネットワークによる工程の計画と管理”の指針
（7）改訂中
　・建築材料実験用教材

構造委員会
　　高梨　晃一君
　　　　　　1,361名
　　　（122，WGを含む）

458 （1）成案
1） 刊行
・「鋼構造限界状態設計指針・同解説」（98/10）
・「阪神・淡路大震災と今後のＲＣ構造設計」（98/10）
・「ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ設計施工規準・同解説」（98/11）
・「鋼構造耐火設計指針」（99/1）
　2）講習会・シンポジウム等の開催
　　　8章参照
　3）資料作成
・「信頼性理論に基づく設計法」セミナー資料（98/5）
・「第５回構造物と地盤の動的相互作用」シンポジウム
資料 （98/5）

・「大空間構造の構造解析実例」セミナー資料（98/7）
・「第２６回地盤震動」シンポジウム資料（98/10）
　・「原子炉建屋の構造設計に関する」報告会資料
・ （98/10）
　・「第 7回シェル・空間」セミナー資料（98/11）
　・「構造物系の非線形・不確定モデリング」シンポジウ
ム資料（98/12）

　・「時系列系の基礎と応用」シンポジウム資料（99/2）
　・「構造工学における不確定解析入門」（99/2）
　・「第４４回構造工学論文集」（98/3）
　4）作成中
・「動的外乱に対する設計の展望」（99/5）
・「鋼構造設計の考え方と枠組」（99/9）
・「鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説」（99/11）
・「建築物の減衰」（99/12）
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・「空間構造の耐震設計と設計例」（99/12）
・「建築における計算応用力学の進展」（9910）
・「構造物の崩壊解析・応用編」（99/12）
　5）パネルディスカッション
・大会 PD資料「連続繊維補強材のｺﾝｸﾘｰﾄ構造への応用」
・大会 PD資料「空間構造の耐震設計と今後の課題－空
間構造の設計例と耐震設計－」

　・大会 PD資料「数値解析と構造設計－数値解析は構造
設計の創造的過程に如何に寄与できるか－」
・大会 PD資料「ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ構造の未来－高機能空
間の創造－」

・大会 PD資料「合成構造の柱脚を考える」
・大会 PD資料「液状化地盤における基礎設計の考え方」
・大会 PD資料「制振（震）ﾃﾞﾊﾞｲｽを有する鋼構造建築
の課題－履歴型ﾀﾞﾝﾊﾟｰを中心として－」

　・大会 PD資料「型枠支保工に生ずる水平力の処理,その
他に関する諸問題について」

　・大会資料ＰＤ「性能設計と荷重」
（2）調査研究
建築物の構造設計に関する研究，コンクリート系（RC，
PC，SRC）総合・再編の可能性，原子炉屋根等の弾塑性を
考慮した断面設計法，PCCVの設計，シェル空間構造，ケ
ーブル構造，連続体シェル，スペースフレーム

建築歴史・意匠委員会
　　中川　　武君
           196名
　　　　 (16　WG含む)

       39 （1）成果
　1）大会研究協議会・パネルディスカッション
　・大仏様の源流を求めて（大会研協資料）
　2）資料
　・民家・町並ニュース(No.2１)
　3）見学会・シンポジウム等の開催
      8章参照
　4）雑誌掲載
　・日本近代建築総覧の追補
（2）作成中
　・全国民家関係公開施設解説書
　・西洋建築史研究の総括報告書
　・建築論・建築意匠辞典（仮称）
　・文化財建造物総目録
　・データベース｢海外建築遺産調査研究活動記録｣
（3）改訂中
　・近代建築史図集
　・日本近代建築総覧
　・日本建築史図集
（4）調査研究
　・登録文化財相当建造物総覧の企画および検討
　・国内研究者により東洋建築史調査研究および教育活
動の実態調査

　・日韓民家シンポジウムの総括的出版の検討
　・日本の近代で活躍した建築家および技術者に関する
資料の収集と整理

防火委員会
　　塚越　　功君
　　　　　　137名
　　　（9，WGを含む）

53 （1）大会
　・研究協議会「21世紀の火災安全確保の課題－火災安
全の性能規定化への動きを考える」

（2）作成中
　・性能的火災安全設計規準
　・煙制御計画パンフレット
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（3）シンポジウムの開催
　8章参照
（4）調査研究
・建築基準法性能規定化への対応
・火災性状予測計算法の整備に関する調査
・燃焼性試験の研究
・鉄筋コンクリート構造・混合構造の部材耐力と架構耐
力の実用計算の調査
・コンクリートの高温時特性データの作成
・火災被害予測手法，都市防火手法のあり方の研究
・耐火被覆材料の性能のあるべき姿とその評価方法

建築経済委員会
　　住田　昌二君
　 　　　　300名
 　　(27　WGを含む)

131 （1）成果
　1）資料・報告書
　・第 14回建築生産シンポジウム論文集
　・第 11回建築生産セミナー資料
　・第 10回建築生産パネルディスカッション報文集
　2）大会研究協議会・パネルディスカッション
　・｢住宅政策と都市計画の連携:その到達点と今後の方
向-ﾊﾞﾌﾞﾙからﾎﾟｽﾄﾊﾞﾌﾞﾙを経て-｣（大会研協資料）

　・｢住まいの地域性と住環境｣(大会 PD資料)
　・｢大震災 3年半･住宅復興の教訓｣(大会資料)
（2）シンポジウム・研究会の開催
　・8章参照
（3）作成中
　・建築企画キーワード
（4）調査研究
首都圏における中高年単身者の居住実態,地方の住宅政
策 ,建築生産における生産管理 ,コスト概念およびコス
ト・プライス論,建築生産プロセス, 労働コスト,総合的な
建築企画評価手法の検討,住宅産業の将来像に関する学術
情報の収集・整理,建築プログラミング,建築経営の学問的
体系化,固定資産評価基準,建築メンテナンス,リニューア
ル,プロジェクトマネジメント,ライフサイクルマネジメ
ント

環境工学委員会
　　村上　周三君
　　　　　　849名
　（101，WGを含む）

348
（WGを含む）

（1）成果
・「環境磁場の計測技術－現場における計測の事例－」
　刊行
・「人間環境学－よりよい環境デザインへ－」刊行
・「環境振動・固体音の測定技術マニュアル」刊行
（2）大会研究協議会
　・建築計画における環境シミュレーション－コンピュ
　ータを利用した建築環境の予測はどうあるべきか－
・ VOC、ホルムアルデヒド等の化学物質による室内空
　気汚染問題
（3）シンポジウム・研究会の開催
　　　8章参照
（4）作成中
　・「緑の建築計画」
　・「アジアの水環境」
　・「都市環境視聴覚教材」
　・「日本の都市化と水環境」
　・「環境心理理論・手法ハンドブック」
・「ＥＡ気象データの手引き」
　・「住宅環境設計データブック」
　・「大都市近郊居住の環境設計」
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　・「設計のための環境心理：調査手法ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ」
　・「居住性に関する環境振動評価の現状と規準の概要」
　・「電磁環境と建築設計」
（5）調査研究
音環境（固体音・音響測定法・床衝撃音測定法・遮音性能
の短時間測定法・室内音響・騒音），環境振動（測定法・
規格検討・予測調査・居住性），光環境（照明計算法実態
調査・視環境・昼光日射），熱環境（3 次元伝熱問題・エ
クセルギー・エントロピー・湿気・高齢者体感・温熱環境
測定法・パッシブデザイン・地域特性・気象データ），空
気環境（換気計算・室内空気汚染問題・乱流熱輸送解析・
気密住宅換気検討・風環境数値計算），水環境（非常時水
配分・水景・生態），建築設備（設備経営・PL法・設備教
育・ソーラー設備システム），都市設備（都市熱環境形成
プロセス・リモートセンシング・都市インフラ），環境心
理生理（研究手法・作業環境・環境行動），環境設計（大
都市近郊居住環境・火災排煙・エコシティ）電磁環境（国
際情報・障害調査・設計手法・電磁材料施工・計測評価・
高機能繊維補強構造物の電磁気特性）

建築法制委員会
　　十亀　彬君
        　  68名
　    (8，WGを含む)

19  (1)  成案
 ・建築法規用教材 1999（改訂）
 ・シンポジウム資料｢都市・建築の規制緩和を問う｣
 ・大会研究懇談会｢都市・建築の規制緩和の流れの中で
 　専門家の果たすべき役割は何か｣
 (2) 講習会・シンポジウム等の開催
  　　 8章参照

 (3)建築雑誌への掲載
 ・シンポジウム｢都市・建築の規制緩和を問う｣

（建築雑誌９月号）
 (4) 作成中
 ・わが国における建築法制史研究の手引

建築教育委員会
　　山田　弘康君
　　　　　　84名
　　　　　（5）

38 （1）成果
　・「大学（建築関係学科）名簿 1998」刊行
（2）大会研究協議会・大会研究懇談会・パネルディスカ
ッション
・ 日本の建築教育の将来を考える－現行制度の下で
　職能教育プログラムは可能か？
　・建築環境工学はいかに教えるべきか
　・建築における継続学習にどのような仕組みが可能か
（3）研修会
　　　　8章参照
（4）調査研究中
　・「各高専本科のカリキュラム調査」
・「国内外の教育制度と多様に専門化した資格制度に
　ついての研究」

 ・「生涯教育のあり方について」
都市計画委員会
　　高見沢　邦郎君
　　　　　　167名
　　　（7，WGを含む）

25 （1）大会研究協議会
　・「地方都市における中心市街地の再活性化－市街地

像の確立とその実現方策をめぐって」
（2）大会パネルディスカッション
（建築経済と合同）
　・「住環境整備の政策化」
（3）大会懇談会
（建築法政と合同）
　・「都市・建築の規制緩和の流れの中で専門家の果たす
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べき役割はなにか」
（農村計画と合同）
　・「都市と農村の新しい関係－100年目の田園都市論」
（4）写真展
　・「キャンパスを中心とする学術研究都市の景観」
（5）シンポジウム・セミナー・発表会
　　　　8章参照
（6）作成中
　・災害調査マニュアル
（7）調査研究
　・都市計画教育の国際化の方向性に関する調査研究
　・住環境整備をめぐる政策動向に関する研究
　・戦後の住環境整備に関わる論点を総括し，阪神・淡

路の復興まちづくりと比較検討
　・阪神淡路大震災前後の住環境整備の評価について調

査研究（特別研究委員会特定研究 4と連携）
　・防災面を含めた都市整備における景観形成のあり方

の研究（特に既成市街地）
　・大規模開発と景観の保全に関する調査研究
　・都市防災に関する調査研究
　・地方都市型の都市計画に関する調査研究
　・諸外国における都市計画制度の内容や構造に関する

研究
　・都市の固有性を発揮するための都市の開発・整備の

方策（制度を含めて）のあり方の調査研究
　・地球環境問題に対処できる持続的な都市構造・都市

環境・都市計画制度にわたる基本理論と計画技術の
促進について研究

　・持続可能な地域環境形成に向けての都市計画課題の
明確化

建築計画委員会
　　柏原　士郎　君
　　　　　　556名
　　（43，WGを含む）

223 （1）成果
　・「空間体験―世界の建築・都市デザイン」の刊行
（2）大会研究協議会・研究懇談会・パネルディスカッシ
ョン

　・「学校建築の計画案に見る計画研究と建築作品の評
価」

　・ＰＤ「転機に建つ木造住宅構法」
　・ＰＤ「研究方法から見た計画研究の評価」
（3）シンポジウム・研究会・見学会
　　8章参照
（4）作成中
　・「日本の音楽空間（仮題）」
　・「建築人間工学事典」
・「部品情報ハンドブック」
（5）ニュース
　・建築計画ニュース No.38
（6）調査研究
集合住宅，高齢者居住，ノーマライゼーション環境，地域
施設，劇場ホール，医療施設，ワークプレイス研究，安全
計画，建築人間工学，空間研究，環境行動，設計方法，計
画設計情報，各部構法，木造建築構法，作品評価，国際化
推進，集合住宅及び商品化住宅に関する課題の整理，住空
間の立体化手法・日本型集合住宅・海外の集合住宅計画を
テーマとした研究や事例の紹介，ハウスアダプテーション
に関する自治体・ユーザー・専門職種の役割の検討，人間
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と環境の関係に関するモデル，枠組み及び近年の新しい計
画論の整理・検討，ノーマライゼーションの理論に基づい
たまちづくりの在り方の総合的・体系的な提案のための調
査研究，施設利用者の立場に立脚した医療環境評価手法の
妥当性と実効性の検討，幼・小・中学校から生涯学習施設
に及ぶ教育施設を対象とした教育施設計画・設計のあり方
の検討，建築設計におけるコラボレーションの在り方・事
例・理論背景等の整理，参加と創発のデザインの典型事例
をもとにした理論化・手法化の体系の構築

農村計画委員会
　　地井　昭夫君
　　　　　　103名
　　 (7，WG含む)

26 （1）大会研究協議会
　・新・田園居住のデザイン
　・都市と農村の新しい関係－100年目の田園都市論－
（2）シンポジウム・研究会
　　8章参照
（3）調査研究
　・農村・国土計画,集住文化比較,農村エコ・システム
　　ルーラル・デザイン,ラーバンデザイン

海洋委員会
　　松井　徹哉君
　　　 　　180名
  　 (14，WG含む)

69  (1) 成果
 ・海洋建築用語事典
 ・沿岸域を含めた海洋建築プロジェクトの事例収集
 (2) 大会研究協議会
 ・｢設計例を通じて考える浮遊式海洋建築物の構造設計
上の問題点｣の実施

 (3) 原案審議
 ・海洋コンクリート施工指針，海洋建築物構造設計指針
（浮遊式），浮遊式海洋建築物の設計例

　　浮遊式海洋建築物の居住性に着目した動揺評価指針
 (4) シンポジウム・研究会の開催
 　   8章参照
 (5) 調査研究
 海洋計画・環境、海洋建築に関する防災・安全
動揺に対する居住性評価、海洋材料施工、海洋建築物の
構造計画手法、海洋構造物の動的挙動、ミチゲーション
技術、流体の非線形現象、信頼性設計、海洋および沿岸
域の資質を考慮した海洋建築企画の考え方

文教施設委員会
　　谷口　汎邦君
　　　　　　145名
　　　　　（6）

1 受託研究の推進
　・受託研究関係参照

情報システム技術委員会
　　和田　　章君
　　　　　　368名
　　（32，WGを含む）

69 （1）大会
　・研究懇談会「デジタルツールが拓く今後の設計教育」
（2）シンポジウム・セミナー・発表会
　　8章参照
（3）作成中
　・刊行物「建設 CALS実現のための基盤技術」
　・刊行物「建築コンピュータ入門」
　・刊行物「伝達・共用されるべき建築生産情報の体系

化と実務指針」
（4）調査研究中
　・インターネット利用・CAD図面承認・ファイル管理
の調査

　・CALSへの対応
　・グループウェアに関する研究
　・CADデータの受け渡しに際する共通ルールの検討
　・国内の都市・地域データの所在とメタデータに関す
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る調査
　・3次元都市データ情報の所在調査
　・3次元知覚認識の携帯型技術の動向把握
　・知覚に関わる最新の情報と技術の研究，都市建築分

野への応用研究
　・VR，AR 技術による防災などの計画・設計への活用
に関する研究調査

　・複雑系原理の開発，応用，研究事例の収集・検討
　・インターネットによる情報交流システムの確立
　・情報革命による人間の生活や都市・建築の変革に関

する研究
　・ファシリティマネジメント支援情報技術の取りまと

め
　・大学高専における情報教育のアンケート調査
　・CAAD 教育技術の研究，普及，および教材開発
　・建築生産情報の標準化動向の把握
　・データ交換国際標準の調査研究
　・海外における情報システム技術の動向の把握
　・セキュリティ確保についての内外の調査
・ 都市空間でのメディアの使われ方の調査研究

災害委員会
　　柴田　明徳君
　　　　　　34名

6 （1）大会 PD
　・「地震動の特性と建築物の被害－経験と予測－」
（2）調査研究
・ インターネットを活用した災害情報の交換システム
の構築の検討

地球環境委員会
　　太田　利彦君
　　　　　　244名
　　（18，WGを含む）

78 （1）成果
　・報告書「持続可能な社会を実現するための地球温暖化
防止および資源消費削減に係わる今後の我が国の建
築の対応―提案―」の作成

（2）大会研究協議会
　・総合研究協議会「建築における持続可能性とは何か」
（3）調査研究
地球環境の学会方針「気候温暖化への建築分野での対応）」
の検討，人間・社会，都市環境動態，都市環境，都市気候
モデリング，資源利用，環境建築計画，地域環境計画，環
境管理，ライフサイクルアセスメント，COP3対応，災害
と居住環境，環境と女性，サステナブル・ビルディング・
ライフスタイルに関する研究課題の抽出と決定，都市熱環
境の予測手法の検討及び地域性をふまえた熱環境からみ
た都市のあり方の提案，建築物の廃棄とリサイクルの現状
の定量的把握，建築の耐久性向上と長寿命化の問題の検
討，環境管理の基礎概念の検討と評価手法の確立，「地球
環境保全型土地・空間利活用システム」の各国の事例調査
及び検討，建設行為のライフサイクルアセスメント指針策
定の検討，自然のエネルギー・物質循環に則った技術事例
調査，災害と居住環境に関する基礎研究と調整，木材と木
質建材のライフサイクルアセスメントの検討
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（3）特別研究関係

会　合　数　　委　員　会　名
　　委　員　長　名
　　　　　　　委員数
（運営委員会・小委員会数）

本委員会・運営
委員会・小委員
会

事　　業　　概　　要

京都の都市景観特別研究委員
会
　　岡崎　甚幸君
　　　　　　94名

7 （1）調査研究
・京都市の都市景観の保存・再生・創造に関する調査研
究，京都の景観に関する社会史・政策史・研究史の整
理，都市景観と建築・都市構想技術の関係の整理

地震防災総合研究特別研究委員
会
　　西川孝夫君
　　　　 　130名
　　　   （4）

43 （1）研究目的
　兵庫県南部地震特別研究委員会は本会の横断的研究委
員会として阪神・淡路大震災についての総合的な研究を行
ってきた。その成果として３次にわたる提言を公表してき
たが、大震災の残した課題はあまりにも大きく、今後の研
究課題として残したものも非常に多い。本特別研究委員会
ではこれらの課題に取り組み、その成果を社会に普及啓発
するものである。
研究項目

1)活断層等の地震情報を実際の防災計画に取り入れ
る研究（地震情報対応策小委員会）

2)総合的な耐震性能の評価法（性能表示型耐震設計
法）の研究（総合耐震安全性小委員会）

3)都市構造の防災化と生活復旧・復興システムの研究
（都市構造防災化小委員会）

4)防災対策の原資に関する研究（防災対策原資小委員
会）

（2）第１回公開シンポジウム「地震情報をどのように防
災対策に活用するか」（99.3.17）

（3）公開研究会
　・第１回「東京の防災まちづくりの今」（98.12.21）
  ・第２回「都市復興の課題―主に事前復興課題につい

て―」（99.3.5）
（4）平成 11年度科学技術振興費課題　応募
　・「総合研究」・「防災原資の抑制と環境負荷の低減を目

的とする耐震安全性向上の総合的最適化に関する研
究（ヒアリング実施）

・ 「生活・社会的基盤研究」・「活断層等の地震情報を考
慮した都市防災計画マスタープランの構築に関する
研究」

超々高層特別研究委員会
　　船越　　徹君
　　　　　　53名

4 （1）調査研究
・超々高層建築物のフィージビリティ研究

伊東忠太未発表資料
特別研究委員会
　　中川　　武君
　　　　　　21名
　　　　　（1）

11 （1）未発表資料の整理と今後のまとめ方についての検討
（2）公開報告会・研究会の実施
（3）フィールドノートの解題方法の検討

特別研究課題検討会
　　横尾　義貫君
　　　　　　33名
　　　　　（4）

19 （1）安全と安心に関する総合的な学会規準についての検
討

（2）提言集「安全と安心のために」の策定
（3）名誉会員・会友インタビューの建築雑誌掲載

1998年 4月号～12月号
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（4）受託研究関係

　会　合　数　　委　員　会　名
　　委　員　長　名
　　　　　　　委員数
（運営委員会・小委員会数）

本委員会・運営
委員会・小委員
会

事　　業　　概　　要

〔特別委員会〕
共通建築コードインデックス
策定方策に関する調査研究委
員会
　　委員長　友沢　史紀君
　　　　　　38名

35 ・ISO その他各種の基本コード体系に関する情報収集及
び将来像の提言
・既存の材料分類を基礎に工種別の建築資材の分類
・モデルケースとして積算内訳書の作成コードも包含す
る分類コードの策定

〔建築経済委員会〕
固定資産評価小委員会
    加藤　裕久君
        　  13名

　　　 9 ･「平成 12年度評価替えにおける再建築費評点基準表の
改正等に関する積算資料」を作成
･「建築設備（給水設備・排水設備等）の評価の取扱いに
関する調査研究」報告書を作成

〔材料施工委員会〕
フライアッシュ調査研究小委
員会
  　川瀬　清孝君
            27名

8 ･フライアッシュを使用するコンクリートの調合設
計・施工指針（案）を制定

原子力発電所鉄筋コンクリー
ト工事小委員会
　　嵩　　英雄君
            68名

43 原子力発電所鉄筋コンクリート工事における品質の高度
化に関する研究

〔文教施設委員会〕
公立学校建物標準面積小委員
会（特殊教育諸学校）
　　長倉　康彦君
　　　　　　24名（WG含む）

6 公立学校建物（特殊教育諸学校）の標準面積に関する調査
研究

公立学校建物標準面積小委員
会（幼稚園）
　　長倉　康彦君
　　　　　　23名（WG含む）

5 公立学校建物（幼稚園）の標準面積に関する調査研究

公立学校施設の応急復旧方法
小委員会
　　岡田　恒男君
　　　　　　23名

5 公立学校施設の応急復旧方法に関する調査研究

木材を活用した学校施設小委
員会
　　坂本　功君
             5名

20 木材を活用した学校施設に関する調査研究

学校施設の有効活用小委員会
　　長倉　康彦君
　　　　　　21名

6 学校施設の有効活用に関する調査研究

公立学校建物標準面積小委員
会（高等学校）
　　長倉　康彦君
　　　　　　24名

11 公立学校建物（高等学校）の標準面積に関する調査研究

〔特別委員会〕
室内化学物質空気汚染調査研
究委員会
　　村上　周三君
　　　　　　65名

9 室内化学物質空気汚染の解明と健康・衛生居住環境の開発
に関する調査研究
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〔特別委員会〕
高層建築対地震構造委員会
　　石丸　辰冶君
　　　　　　11名

4 高層建築における対地震構造に関する検討
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7.3　教育関教育関教育関教育関係係係係
　

会　合　数　　委　員　会　名
　　委　員　長　名
　　　　　　　委員数
（運営委員会・小委員会数）

本委員会・運営
委員会・小委員
会

事　　業　　概　　要

教育・文化事業委員会
　　松原　忠策君
　　福士　勝夫君
　　　　　 6名

5 （1）教育・文化事業の推進で，関連委員会（講習会等事
業委員会，設計競技事業委員会，講演・展示事業委
員会，卒業論文等顕彰事業委員会，教材委員会およ
び建築教育委員会）との総合的な企画・調整

（2）「建築教育振興基金（タジマ基金）」による学生の
ための「設計競技事業」「論文顕彰事業」の実施

（3）建築関係5団体共催による建築文化事業の実施（別
項）

（4）建築文化事業の実施
講習会等事業委員会
　　石村　孝夫君

　　　　 20名

9 （1）1998年度講習会事業報告
　1） 支部共通事業
　・コンクリート関連指針講習会
　2)委員会主催等講習会
　・プレストレスコンクリート設計施工規準・同解説改
定講習会

　・鋼構造耐火設計指針講習会
　・鋼構造限界状態設計指針･同解説改定講習会
　・阪神･淡路大震災と今後のＲＣ構造設計講習会
　・JASS13 金属工事改定講習会
　・JASS21 ALCパネル工事改定講習会
　・鉄筋コンクリート造建築物の解体工事指針(案)講習
会

　・環境磁場の計測技術講習会
　・環境振動･固体音の測定技術マニュアル講習会
　・知的システムによる建築都市の創造講習会
　3)セミナー形式講習会
　・信頼性理論に基づく設計法
（2）1998年度シンポジウム等報告
　（別項）
（1）1998年度支部共通事業設計競技の実施
   課題「『市場』をつくる」

応募数 270
支部入選 50
全国入選 10
タジマ奨励賞 7

設計競技事業委員会
    松川　淳子君
    小倉　善明君
         14名

全国審査部会（審査）
    北山　恒君
         10名

6

4

（2）1997年度支部共通事業設計競技
「２１世紀の『学校』」全国･支部優秀作品集刊行

講演・展示事業委員会
    横沢　国夫君
    神田　孜君
         20名

都市と建築講座企画実行部会
    若木　滋君
         10名

8

2

（1）建築文化週間'98開催
（2）講演会
　1）日本建築学会賞（作品部門）受賞者記念講演会
　2）親と子の都市と建築講座
　3）親と子の建築講座
（3）展覧会
　1）'98 アーキテクチュア・オブ・ザ・イヤー展
　2）谷口吉郎展
　3）｢日本現代建築展1985-1996｣
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卒業論文等顕彰事業委員会
　　石村　孝夫君
　　　　26名

5 （1）1998年（第 9回）「優秀卒業論文賞」「優秀修士論文
賞」表彰者決定（3章参照）

（2）1999年（第 10回）「優秀卒業論文賞」「優秀修士論
文賞」応募論文募集要項作成ならびに応募論文募集

教材委員会
　　村上　處直君
    小澤紀美子君
　　　　40名
         (3)

30 （1）「建築材料用教材ビデオ　　アーク溶接編」
　　「　〃　　　　粘土瓦編」
　　「　〃　　　　組積材料編」
　　「　〃　　　　アルミニウム合金編」刊行
（2）「近代建築史図集」改訂版編集
（3）「ちからとかたち」改訂版刊行
　　「ちからとかたちシリーズ」企画検討
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7.4　情報関情報関情報関情報関係係係係

　　会　合　数　　委　員　会　名
　　委　員　長　名
　　　　　　　委員数
（運営委員会・小委員会数）

本委員会・運営委
員会・小委員会

事　　業　　概　　要

情報委員会
　　平山　善吉君
　　仙田　　満君
　　　　　　13名
　　　　　（1）

6 （1）学術情報センターデータベースに｢大会｣｢シンポ
ジウム｣｢支部研究報告｣｢論文集｣｢建築雑誌｣｢作
品選集｣等の抄録 10,683件を登録

（2）本会パソコンネットワークの整備方針の策定なら
びに具体的整備の推進

（3）「本会から発信している情報と発信形態・高水準
英文情報」について審議検討し，情委員会情報と
して理事会に報告

（4）学術情報センター（NACSIS-IR）を通しての学会
データの検索サービス           　　　　

（5）学術情報センター「電子図書館」（NACSIS-ELS）
への参加の検討

図書委員会
　　　山口　重之君
　　　　　124名
　　　　　（10）

47 （1）図書館の運営
・学会図書館の整備構想の策定
・図書館蔵書目録デ－タベ－スの作成
・文献資料の収集・整理・閲覧
（2）会誌の寄贈・交換
　・会誌の内外機関との寄贈・交換
（3）情報サービス
　・「建築雑誌」掲載による文献情報サービス
　“図書館受入図書”“文献抄録”（毎月）の掲載。
・建築史・意匠・建築論関係文献目録（1995）
　データの電子化とＨＰ公開の検討
・本会ＨＰにて蔵書目録（和・洋図書、記事索引）
の検索サービス

・文献複写サービス
・本会刊行誌のマイクロフィッシュの作成と頒布
（4）文献研究と文献抄録作成
（5）視聴覚ライブラリーの運営・整備
（6）伊東忠太資料の公開方法について検討
（7）本会「総目録 1986-1996」CD-ROM版の刊行

（1998.9）
（8）セミナー「建築情報の整理活用のノウハウ」
　　の企画実施

（1998.6）
編集委員会
　　藤森　照信君
            17名
　　　　　　

11 ・建築雑誌 12冊，建築年報１冊の企画・刊行
・作品選集 1999の刊行
・技術報告集第 6号，第 7号の刊行

刊行委員会
　　村上　處直君
　　小澤紀美子君
　　　　　　10名

 3 ・ 1998，1999年度刊行企画ならびに計画の検討・承認
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情報ネットワーク委員会
　　山口　重之君
             1名

1 ・インターネット利用環境の整備

建築設計資料集成委員会
　　高橋　鷹志君
            55名
           (8)

23 ・ 「建築設計資料集成」（改訂版）の企画立案

建築ガイド編集委員会
　　前野まさる君
            42名

 4 ・ 「総覧日本の建築」滋賀・京都編等の刊行につき編
集

・ 「総覧日本の建築」失われた名建築用語解説・索引
の目次案等について検討

学術用語標準化委員会
　　守屋　秀夫君
　　　　　 189名
　　　　（24）

5 ・ 「建築学用語辞典 第二版」の編集・執筆

7.5　委員会数委員会数委員会数委員会数・開・開・開・開催催催催数数数数・委・委・委・委員員員員数数数数

部　　　門 委員会数 運営委員会・小委員会数 会合開催数 委員・専門委員数
会　　務 13 7 77 406

会務関係
表　　彰 6 0 11 99

学　　術 4 15 43 229

調査研究 16 489 2,024 5,787

特別研究 5 9 84 331
研究関係

受託研究 12 0 161 342

教育関係 6 5 69 146

情報関係 8 43 100 451

計 70 568 2,569 7,791

前　年　度 74 500 2,615 7,646

前　年　比 -4 +68 -46 +145
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8．講習会・講演会・シンポジウム・展示会・見学会等（支部共通事業以外）

8.1　調査研調査研調査研調査研究究究究委員会委員会委員会委員会主主主主催催催催

　（1）材料施工委員会（6回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数

・建築工事標準仕様書改定講習会
　「JASS 13　金属工事」
・建築工事標準仕様書改定講習会
  「JASS 21  ALCパネル工事」

・鉄筋コンクリート造建築物等の解体工
事施工指針(案)講習会

・性能に関するパネルディスカッション
「建築材料，部材，部位の性能，性能評
価方法および性能規定等に関する共通
概念の構築は可能か」
・セミナー｢性能規定化と性能評価の国
際動向｣(99.2)

・ワークショップ「ビル自動化施工シス
テムの技術的課題と今後の展望」

1998.11.5

1998.10.1

10.7

10.14

1998.12.15

12.17

1998.10.30

1999.2.10

1999.1.29

東京・建築会館ホール

東京・建築会館ホール

大阪・大阪科学技術センタ
ーホール
名古屋・昭和ビル９Ｆホー
ル
東京・建築会館ホール

大阪・大阪科学技術センタ
ーホール
建築学会会議室

東京・建築会館ホール

東京・建築会館会議室

井口　洋佑
　　他 8名
菊池　雅史

他 2名
伊藤　弘

他 2名
橘高　義典

他 2名
笠井　芳夫

他 4名
笠井　芳夫

他 4名
小野　英哲

他 5名

大濱　嘉彦
　他 11名
新井一彦
　　他 4名

193名

200名

104名

123名

156名

65名

59名

106名

   53名

合　計 1,059名
（2）構造委員会（15回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
・セミナー形式講習会「信頼性理論に基づ
く設計法」
・第５回構造物と地盤の動的相互作用シ
ンポジウム「近年の大地震の教訓と相互
作用の設計への展開」
・「大空間構造の構造解析実例」セミナー

・Ｊ．シュライヒ講演会「構造デザインの
現況と展望」
・講習会「鋼構造限界状態設計指針・同解
説」
・第２６回地盤震動シンポジウム「１９９
５年兵庫県南部地震で試された地盤震
動研究」
・講習会「阪神・淡路大震災と今後のＲＣ
構造設計」

 1998.5.13
   　～14

      5.18

      7.24

      9. 7

     10. 6

     10.22

     10.26

     10.29

東京・建築会館会議室

東京・建築会館ホール

東京・建築会館会議室

東京・建築会館ホール

東京・建築会館ホール

東京・建築会館ホール

東京・建築会館ホール

大阪・大阪科学技術センタ
ー

西谷　 章
   他 3名
西川　孝夫
   他 43名

松井　徹哉
   他 4名
Ｊ．ｼｭﾗｲﾋ

森田　耕次
   他 7名
瀬尾　和大
    他 20名

小谷　俊介
    他 4名
野村　設郎
    他 4名

   15名

  223名

   67名

  296名

  211名

  171名

  174名

   76名
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・「原子炉建屋の構造設計に関する」報告
会
・第７回シェル・空間セミナー

・「プレストレストコンクリート設計施工
規準・同解説」改定講習会

・シンポジウム「構造物系の非線形・不確
　定モデリング」
・講習会「鋼構造耐火設計指針」

・シンポジウム「時系列系の基礎と応用」

・ｾﾐﾅｰ「構造工学における不確定解析入
門」
・「日米の耐震工学研究」セミナー

     10.29

     11.20

     11.25

     12. 1

     12.16

 1999.1.18

 1999.2.12

      2.18

     3.18

東京・建築会館会議室

東京・建築会館会議室

東京・建築会館ホール

大阪・大阪科学技術センタ
ー
東京・建築会館ホール

東京・建築会館ホール

東京・建築会館会議室

東京・建築会館会議室

東京・建築会館会議室

川股　重也
  　他 7名
登坂  宣好
    他 7名
渡邉　史夫
    他 4名
大野　義照
    他 4名
柴田　明徳
     他 9名
斉藤　秀人
    他７名
和泉　正哲
     他 9名
柴田　明徳
     他 5名
嶋津　孝之
     他 3名

   30名

   35名

  152名

   76名

   43名

  140名

   43名

   30名

   23名

合　計　1,805名

（3）建築歴史・意匠委員会（3回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場  講　　師 参加者数

・シンポジウム「日本建築史をどう考え
るか」
・公開研究会｢建築論･建築意匠の可能
性｣
・第３回海外における文化遺産の調査保
存に関する円卓会議

 1999.1.29

 1999.1.30

 1999.2.5

建築学会会議室

法政大学９２年館
３階３０１号室
建築会館会議室

西　和夫
　　他６名
大橋　良介

三宅　理一
　　他１名

   22名

   38名

26名

合　計 86名
（4）防火委員会（2回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
・第 1回都市防火シンポジウム「地震時大
火をなくせるか？～阪神・淡路大震災の
教訓を踏まえて」
・シンポジウム『建築基準法防火規定の改
正について』（建築計画委員会と共催）

1998.12.7

1999.3.10

東京・建築会館会議室

東京・建築会館ホール

室崎　益輝
　　他 8名

塚越　　功
　　他 4名

68名

171名

合　計　239名



－ 57 -

（5）建築経済委員会（3回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数

・第 14回建築生産シンポジウム

・第 11回建築生産セミナー
　－CALS/EC によって建築生産はどう変
化していくか－
・第 10回建築生産パネルディスカッショ
ン－発注者・設計者・施工者間の情報共
有の必要性とそのあり方－

1998.7.2～
        3

10.30

1999.3.5

東京・建築会館ホール

東京・建築会館ホール

東京・建築会館ホール

藤崎　　強
　他 4名

汐川　孝
　他 10名

158名
(内発表者
32名)

   76名

 

78名

合　計 312名
（6）環境工学委員会（24回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
・シンポジウム「ＰＬ法と建築設備」 1998.4.21 東京・建築学会会議室 松田　守弘

　　 他 5名
37名

・熱環境測定法（電圧・温熱ロガー）シン
ポジウム

5.16 東京・建築学会会議室 梶井　宏修
　　他 18名

70名

・公開研究会「建築研究と実践へのモデル
に向けて－ワイズマン教授を囲んで－」
（建築計画委員会と共催）

5.28 東京・建築学会会議室 Gerald

D. Weisman

　　

36名

・公開研究会と見学会「地下空間の音響」 7.16～17 遠野市民センター視聴覚
ホール

森本  政之
　　他 10名

48名

・公開研究会「温熱環境評価に関する研究
動向と光環境を考慮した居住環境評価方
法」

7.21 東京・建築学会会議室 松原　斎樹
　 　他 6名
  

41名

・講習会「磁場環境の計測技術－現場にお
ける計測の事例－」

7.22 東京・建築会館ホール 菊池　章裕
　   他 5名

86名

・地域特性を活かした住宅環境設計事例
とその居住環境－地域に適応した住宅－

7.23

10.30

仙台・エルパーク仙台

長野・信州大学工学部地
域共同研究センター

吉野　　博
　　他 10名
山岸  明浩
　  他 10名

83名

42名

・見学会と研究会「東京オペラシティコン
サートホール」

7.28 東京オペラシティコンサ
ートホール

日高  孝之
　   他 2名

110名

・Dr. M Barron　特別講演会 9.22 東京・建築学会会議室 Michael

Barron

50名

・第 22 回水環境シンポジウム「東京港の
水域環境を考える－都市住民と水辺空間
とのかかわり－」

11.6 東京・建築学会会議室 土屋　十圀
　　 他 7名
 

21名

・公開研究会「熱・空気環境に関する心理
生理研究の現状」

11.7 東海支部会議室 山中  俊夫
　   他 3名

20名

・第 28 回熱シンポジウム「人体の温熱適
応と温熱環境の評価」

11.26～27 東京・建築会館ホール 磯田　憲生
　  他 16名

96名

・第 8回電磁環境研究発表会 12.2 東京・建築学会会議室 森田  哲三
     他 5名

99名



－ 58 -

・第 3回高齢者の温熱環境ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「高
　齢者施設の温熱環境関連設備の管理の
　あり方を考える」

12.11 東京・建築学会会議室 五十嵐由利子
　　 他 5名

29名

・第２回環境心理生理・環境行動研究小
　委員会「合同研究発表会」（建築計画委
　員会と共催）

12.14 大阪大学学術情報総合セ
ンター文化交流室

大野　隆造
     他 9名

56名

・シンポジウム「最近の建築伝熱シミュレ
ーション」

12.18 東京・建築学会会議室 宇田川　光弘
　　他 13名

64名

・公開研究会「日本の中等教育における建
築設備教育の現状と将来への展望」

1999.1.22 東京・建築学会会議室 田中　辰明
　　 他 3名

28名

・シンポジウム「ホール音響：設計・施
　工の現場から」

2.9 東京・建築学会会議室 豊田  泰久
　　 他 4名

74名

・第１７回環境振動シンポジウム「環境
  振動予測の現状と今後の課題」

2.24 東京・建築会館ホール 井上  勝夫
　　 他 8名

135名

・公開研究会「光・色彩・河川景観に関
　する心理生理研究の現状」

2.27 大阪大学学術情報総合セ
ンター文化交流室

稲垣  卓造
     他 3名

25名

・第 23回 水環境シンポジウム「災害時
　における水確保」

3.9 東京・建築学会会議室 浅野  良晴
     他 5名

23名

・講習会「環境振動・固体音の測定技術
　マニュアル」

3.11 東京・建築会館ホール 井上  勝夫
     他 6名

156名

・ 寒地住居の床下空間利用セミナー 「パ
  ッシブ換気・床下暖房の設計と施工」

3.26 かでる２７ 絵内  正道
　　 他 5名

85名

・見学会「東京芸術大学奏楽堂」 3.29 東京芸術大学音楽学部奏
楽堂

福地  智子
      

47名

合　計　1,561名
（7）建築法制委員会（1回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
・シンポジウム「都市・建築の規制緩和を
問う」

1998.5.11 東京・建築会館ホール 福川　裕一
    他 5名

81名

合　計　81名
（8）建築教育委員会（2回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
・第 29回工業高校建築教育研修会

・教育職能問題報告会

1998. 7.30

～31

1999.1.11

東京・建築会館ホール
埼玉・さいたま副都心
東京・建築学会会議室

菅野　俊介
  

島田  良一
　 　他 2名

  55名

 37名

合　計　92名
（9）都市計画委員会（2回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
・第 8回都市景観ルックイン「歴史と水辺
を活用したまちづくり－唐津」

1998.9.10 唐津市内 北原　理雄
　　　他

36名

・第５回地震防災シンポジウム「阪神・淡
路大震災が問いかける都市防災システム
の課題」

11.20 東京・建築会館ホール 翠川　三郎
他 11名

60名

合　計　96名
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（10）建築計画委員会（25回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
・シンポジウム「参加と創発のデザインの
質を問う」
・第 12 回外壁構法シンポジウム「太陽光
発電システムの建築化」

1998.4.10

4.24

建築会館会議室
建築会館ホール

延藤　安弘
　　他 4名
小林　久雄
　　他 4名

63名
98名

・第 39 回空間研究小委員会『「まつり」
とはどういう空間か』

5.22 建築会館ホール 積田　洋
　　他 4名

89名

・ 第 2 回 設 計 方 法 シ ン ポ ジ ウ ム
「建築におけるネットワークコラボレー
ションの可能性」

5.28 建築会館ホール William.J.Mitc

hell

　　他6名

155名

・公開研究会「建築研究と実践へのモデル
に向けて―ワイズマン教授を囲んで―」
（環境工学委員会と共催）

5.28 建築会館会議室 Gerald

D.Weisman

36名

・第 36 回建築人間工学研究会「インター
フェースデザインの人間工学」

6.26 建築会館会議室 若井　正一
　　他 4名

43名

・見学会「沖縄の高齢者住宅・住宅改造・
福祉施設の現場を見る」

7.5～7.6 沖縄市市営安謝団地他 原　広司
　　他 2名

15名

・第 16 回地域施設計画研究シンポジウム 7.16～7.17 建築会館会議室 発表者 43名 65名
・ノーマライゼーション環境小委員会見
学会・研究会

9.9～9.10 天心堂へつぎ病院他 萩田　秋雄 23名

・シンポジウム『音楽空間研究「聴く」と
「観る」の関係』

9.16 すみだトリフォニーホー
ル

本杉　省三
　　他 8名

154名

・第 40 回空間研究小委員会研究会「空間・
容積はどう捉えられるか」

10.2 建築学会会議室 積田　洋
　　他 4名

46名

・今井ニュータウン（長野オリンピック選
手村）見学会

10.9 今井ニュータウン 遠藤　剛生
　　他 1名

35名

・第 13 回外壁構法シンポジウム「窓その
性能からデザインまで―３つの開口部論
―」

10.9 建築会館ホール 鎌田　紀彦
　　他 4名

68名

・秋季学術研究会「音楽空間研究：見えな
い 箱 を 開 く ― 新 国 立 劇 場 と
オペラシティを例とした劇場空間論―」

11.6～11.7 新国立劇場・オペラシティ柳澤　孝彦
　　他 9名

174名

・講演会「障害者の火災時における避難安
全に関する米国の研究動向」

11.25 建築会館会議室 Edwina.Juillet 30名

・シンポジウム『音楽空間研究：音楽文化
を育てる場』

12.4 新潟市民芸術文化会館 長谷川　逸子
　　他 5名

237名

・第 2回環境心理生理・環境行動研究小委
員会「合同研究発表会」（環境工学委員
会と共催）

12.4 東京工業大学百年記念館 大野　隆造
　　他 8名

56名

・第 4回計画設計情報研究会「複合建築の
計画設計における情報の流れ」

1999.1.14 建築会館会議室 庄　恵三
　　他 3名

15名

・シンポジウム「高齢者居住をめぐる計画
的視点（２）」

1.21 建築会館会議室 大原　一興
　　他 2名

33名

・第 41 回研究会「空間記述の方法と可能
性」

1.22 建築会館会議室 大野　隆造
　　他 2名

52名

・シンポジウム「フィールドワークに何が
求められているか」

1.22 文部省民族学博物館 清水　郁郎
　　他 7名

58名
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・第 13 回安全計画シンポジウム「建築の
安全性を考える」
・シンポジウム「痴呆性老人グループホー
ム制度化に向けて」

1.28

2.12

品川インターシティ、建
築会館会議室
建築会館会議室

富松　太基
　　他 4名
外山　義
　　他 2名

58名
49名

・シンポジウム「建築基準法防火規定の改
正について」（防火委員会と共催）

3.10 建築会館ホール 塚越　　功
　　他 4名

171名

・第 3回立体街区研究シンポジウム
「立体街区が超えるべきものと目指すべ
きもの―新たな立体街区像の構築に向け
て―」

3.12 建築会館会議室 高田　光雄
　　他 3名

33名

合　計　1,856名

（11）農村計画委員会（5回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
・農村計画委員会春季学術研究会「農村計
画委員会３０年の軌跡と新たな展開」
・公開研究交流会
「農村住宅の行方－日韓比較」
・公開研究会「田園地域のエコライフとエ
コシステム」
・公開研究会「ＪＩＣＡ中国住宅新技術研
究プロジェクト・村鎮住宅計画－短期専
門家としての参加－」
・公開研究会「水を活かした集落デザイン
と環境教育－湖東・甲良町の実践に学ぶ
－」

  1998.6.6

 1999.1.23

     2.22

      3.9

     3.16

東京・建築会館会議室

大阪・中央区民センター

東京・建築会館会議室

東京・建築会館会議室

滋賀県甲良町歴史資料館

浦　良一
    他 10名
松原　小夜子
    他 2名
糸長　浩司
    他 2名
木村　儀一

重村　力
   他 2名

   58名

   15名

   16名

   11名

   50名

合　計　150名
（12）情報システム技術委員会（4回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
・第２回設計方法シンポジウム「建築設計
におけるネットワークコラボレーション
の可能性」（建築計画委員会と共催）

1998.5.28 東京・建築会館ホール William.J.Mitc

hell

他 6名

155名

・第 5回建築設計および生産情報の流れシ
ンポジウム

10.16 東京・建築会館ホール 椎野　　潤
　　他 4名

94名

・講習会「知的システムによる建築・都市
の創造」

11.16 東京・建築会館会議室 河村　　廣
　　他 10名

34名

・第 21 回情報・システム・利用・技術シ
ンポジウム

12.10～11 東京・建築会館ホール・
会議室

和田　　章
　　他 34名

233名

合　計　516名
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（13）地球環境委員会（1回）

名　　　　称 期　　日 会　　場 講　　師 参加者数
・地球環境シンポジウム
（第 1部）「建物のＬＣＡ指針の提案」
（第 2部）「次世代に引き継ぐためのわが
国の建築のあり方」
（第 3部）「ＣＯＰ３一周年・京都シンポ
ジウム」

1998.11.4

11.4

12.4

建築会館ホール
建築会館ホール
京大会館

太田　利彦
　　他 24名

337名

合　計　337名

8.2　特別研特別研特別研特別研究究究究委員会委員会委員会委員会主主主主催催催催

（1）特別研究課題検討会（1回）

名　　　　称 期　　日 会　　場 講　　師 参加者数
・「住宅の検査制度・性能保証・保険制度」
報告会

1998．
12.17

建築会館会議室 鈴木祥之
　　他 6名

64名

合　計 64名
（2）地震防災総合研究特別研究委員会（3回）

名　　　　称 期　　日 会　　場 講　　師 参加者数
１．第 1回公開シンポジウム「地震情報を
どのように防災対策に活用するか」

２．第 1回公開研究会「東京の防災まちづ
くりの今」

３．第 2回公開研究会「都市復興の課題―
主に事前復興課題について―」

1999.3.17

1998.12.21

1999.3.5

建築会館ホール

建築会館会議室

建築会館会議室

岡田恒男
他 6名
中林一樹
他 5名
佐藤隆雄
他 5名

45名

32名

28名

合　計　105名
（3）伊東忠太未発表資料特別研究委員会（2回）

名　　　　称 期　　日 会　　場 講　　師 参加者数
伊東忠太報告会　第 2回 1998.7.10 建築会館会議室 稲葉信子

　　他 1名
36名

伊東忠太報告会　第 3回 1998.11.13建築会館会議室 岡田保良
　　他 2名

28名

合　計　64名

8.3　情報関情報関情報関情報関係係係係委員会委員会委員会委員会主主主主催催催催

（1）図書委員会（1回）

名　　　　称 期　　日 会　　場 講　　師 参加者数
・セミナー「建築情報の整理・活用のノウ
ハウ－建築情報整理活用マニュアルをテ
キストに」

1998.6.5

6.19

東京・建築会館会議室
大阪・建設交流館

小高淳子
　　他 5名

69名
50名

合　計 119名
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8.4　本会本会本会本会・・・・他他他他学協会学協会学協会学協会共共共共催催催催（13回）

名　　　　称 共催学協会 期　　日 会　　場
・第 44回構造工学シンポジウム 日本学術会議構造工学

研究連絡委員会
 1998.4.2～3 日本学術会議

・第 11回学協会共通問題に関する討論会 日本工学会他  1998.4.17 鹿島ＫＩビル地下
大会議室

・1998年工学教育連合会 日本工学教育協会他  1998.5.18 建築会館ホール
・2回アジアの建築交流国際シンポジウム 中国建築学会他  1998.9.8.～10 神戸大学

・1998年工学教育連合講演会 日本工学教育協会他  1998.5.18 建築会館ホール
・42回材料研究連合会 日本学術会議材料工学

研究連絡委員会他
 1998.9.3～4 日本学術会議

・熱帯アジアの遺跡修復技術とアンコール
  遺跡

ＪＩＣＥ（日本国際協
力センター）他

 1998.10.31 建築会館ホール

・第 14回環境工学連合講演会 日本学術会議他  1998.7.14 日本学術会議
・第 28回安全工学シンポジウム 日本学術会議他  1998.7.2 ～3 日本学術会議
・第 7回建設ロボットシンポジウム 日本ロボット工業会他  1998.7.14～15 経団連ホール
・第 10回日本地震工学シンポジウム 震災予防協会他  1998.11.25～27 新横浜プリンスホ

テル
・第 48回応用力学連合講演会 日本学術会議応用力学

研究連絡委員会
 1999.1.25～27 日本学術会議

・第 15回風工学シンポジウム 日本学術会議他  1998.12.2～4  日本学術会議他

8.5　開催数開催数開催数開催数・・・・参加者参加者参加者参加者数数数数

主催・企画 委員会数 開催数 参加者数
調査研究委員会 13 93 7,772

特別研究委員会 3 6 233

情報関係委員会 1 1 119

本会・他学協会共催 － 13 －
合　　計 17 113 8,124
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9.　教育・文化事業

9.1　建築文化週建築文化週建築文化週建築文化週間間間間

期　日 催　し　物　名　称 会　　場 参加者
＜＜＜＜建建建建築築築築文文文文化化化化週間週間週間週間    '98'98'98'98＞＞＞＞
（主催）本会
（協賛）㈱大林組、鹿島建設㈱、㈱熊谷組、五洋建設㈱

、佐藤工業㈱、清水建設㈱、大成建設㈱、㈱竹
中工務店、鉄建建設㈱、戸田建設㈱、西松建設
㈱、前田建設工業㈱、ミサワホーム㈱、東京ガ
ス㈱（14社）

建建建建築築築築夜夜夜夜楽楽楽楽校校校校　　　　「「「「建建建建築築築築のののの魅魅魅魅力力力力にせにせにせにせままままるるるる」」」」
6.5 第一夜「すみだ生涯学習センター」

パネラー：長谷川逸子（長谷川逸子建築計画工房主宰）
コーディネーター：中谷正人
                       （中谷ネットワークス主宰）

すみだ生涯学習セ
ンター

事務所見学
     21名
建物見学
     43名
講演会
    130名

6.6 第二夜「ＦＨ・ＨＯＹＡ－Ⅱ」
パネラー：元倉眞琴（スタジオ建築計画主宰）
コーディネーター：竹山　聖（京都大学助教授）

建築会館ホール 事務所見学
     65名
建物見学
     65名
講演会
    140名

6.12 第三夜「塔の家」
パネラー：東　孝光（千葉工業大学教授）
コーディネーター：北山　恒（横浜国立大学助教授）

建築会館ホール 事務所見学
     17名
建物見学
     58名
講演会
    180名

6.13 第四夜「東京大学建築学科・土木工学科棟」
パネラー：香山壽夫（明治大学教授）
コーディネーター：小林克弘（東京都立大学教授）

東京大学工学部
１号館講堂

事務所見学
     23名
建物見学
     70名
講演会
    165名

5.22 特別講演会「近代住宅の欲望」
パネラー：グエンドリン・ライト
                           （コロンビア大学教授）
         上野千鶴子（東京大学教授）
         山本理顕（山本理顕設計工場主宰）
コーディネーター：隈　研吾
                  （隈研吾建築都市設計事務所主宰）

建築会館ホール     320名

東東東東京京京京ウウウウォォォォッッッッチンチンチンチンググググ
6.2 「江戸・東京の裏の中心となる街

　　　新宿～四谷の新たな知的発見の旅
　　　　　　　　　　　　　　　内藤新宿 300周年記念」
コース：１．上智大学・聖イグナチオ教会

２．ベルギー大使館
３．新宿歴史博物館
４．須賀神社

     80名
(申込み
     90名)



－ 64 －

５．於岩稲荷
６．信濃町教会
７．旧デ・ラランデ邸（明治４３年）
８．慶應義塾大学病院（昭和 7　曽禰中條）
９．大木戸門

解　説：井上明久（作家・武蔵野美術大学講師）
         陣内秀信（法政大学教授）
         村上美奈子（計画工房主宰）
         藪野　健（画家・武蔵野美術大学教授）
         建築学科の学生

ワワワワーーーーククククシシシショョョョッッッッププププ
「あなたとわたしのイス」
講師：阿部仁史（阿部仁史アトリエ）
      マニュエル・タルディッツ（みかんぐみ）
      前田紀貞（前田紀貞アトリエ）
      松永英伸（CLIP）

建築会館／LE DE
CO／ほか

延 460名

6.6 オープニング（ガイダンス、グループ発表）
6.2～6.10 ディスカッション

6.11 中間発表（講師からのアドバイス）
6.12～6.18 椅子の制作
6.19～6.21 インスタレーション（都市に椅子を配置）

6.21 最終発表および講評会
建建建建築築築築文文文文化化化化週週週週間間間間    ''''99998888 支支支支部部部部開開開開催催催催事事事事業業業業
＜北海道支部＞（支部創立 50周年記念事業）

6.20 「討論会－旭川の川と暮らし－」
講　師：新野康二／大矢二郎

リハーサルホール      50名

6.27 「建築散歩　～中そらち編～」
見学先：月形町－北海道行刑資料館
　　　　　　美唄市－美唄屯田兵屋／桜井家住宅／炭坑
メモリアル森林公園
解説者：本会北海道支部歴史意匠委員会委員ほか

     66名

7.4 シンポジウム「これからの暮らしと住まい、そして住み
手を育てる住教育を考える」
講　師：本会北海道支部北方系住宅委員会委員／ほか

かでる２・７
      ４階会議室

     91名

＜東北支部＞
6.27 「建築を取り巻く環境講座」

基調講演－住宅の環境“むかし”“いま”“未来”－
        講　師：田中正敏
環境ワークショップ－未来の環境住宅－

福島県文化センタ
ー

    110名

     45名

＜関東支部＞

5.22～6.13 第 11回　大学優秀卒業設計原図展
出展作品：関東地区大学 34校 38作品の原図および模型

学生セミナー  「卒業設計と今の私」
  コーディネーター：古谷誠章（早稲田大学）

HARUMIドーム21   3,767名

6.5     1)第１回　講　師  塚本由晴     120名
6.12     2)第２回　講　師  小嶋一浩     150名

＜東海支部＞
6.20 建築ウォッチング「どうやって作る・高層ビル」

見学先：「金山南ビル」
解説者：木村　浩／佐藤義信／小島貢成

     60名
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＜北陸支部＞
6.27 建築探訪「縄文建築を探る―桜町遺跡」

　　　　　　　　　　　　　　（見学および座談会）
見学先：小矢部市桜町遺跡、ほか

     37名

＜近畿支部＞
7.2～7.3 平成１０年度(第９回)設計図面作品展示会

①平成９年度近畿地区卒業設計競技応募作品
②1997年度本会設計競技
「２１世紀の『学校』」全国・近畿支部入選作品
③「作品選集 1998」支部推薦作品

大阪科学技術セン
ター８階中ホール

    530名

＜中国支部＞

6.13 「みんなでまちに住もう！－まちなか住宅の今後－」
プログラム：
　　　1)基調講演「まちなかに住むことは楽しいナ」
　　　 　 講師：延藤安弘
      2)パネルディスカッション
　　　　　　　　「まちなか居住の魅力とその展望」
          パネリスト：浅野ジュン／齋藤郁雄／
                      徳田　保／若狭利康／延藤安弘
          コーディネーター：間野　博
      3)パネル展示

広島工業大学広島
校舎５階

    165名

＜四国支部＞

6.20 まちなみウォッチング ＩＮ 出羽島（てばじま）
見学先：徳島県海部郡牟岐町牟岐浦字出羽島
講演会：テーマ　「まちの魅力とまちづくり」
講　師：西村幸夫（東京大学教授）

牟岐町漁協出羽島
支所漁業センター

    100名

＜九州支部＞

6.13 建築ウオッチング ＩＮ 長崎
　　　　　　　　　　「外海地方の歴史的建造物探訪」
見学先：外海町の歴史的建造物－黒崎教会／出津教会／大野
教会／ド･ロ神父記念館／旧鰯網工場跡／旧救助院およびマ
カロニ製作所跡／町立歴史民俗資料館／練壁の民家

     84名

9.2　講演会講演会講演会講演会・展覧・展覧・展覧・展覧会会会会

（１）講演会

期　日 催　し　物　名　称 会　　場 参加者
1919191999998888 年年年年    日日日日本本本本建建建建築築築築学学学学会会会会賞賞賞賞（（（（作作作作品品品品部部部部門門門門））））受受受受賞賞賞賞者者者者記記記記念念念念講講講講演演演演会会会会

「作品を語る」
（共催）日本建築学会・北海道支部・近畿支部
（協賛）日本板硝子㈱

川上村林業総合センター　森の交流館
    飯田善彦（飯田善彦建築工房代表取締役）
国際情報科学芸術アカデミー　マルチメディア工房
    妹島和世（妹島和世建築設計事務所代表）
    西沢立衛（妹島和世建築設計事務所副代表）
ふれあいセンターいずみ
    武田光史（武田光史建築デザイン事務所代表）
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新国立劇場
    柳澤孝彦（TAK 建築･都市計画研究所代表取締役）

7.13 札幌会場（北海道支部）
講　師：妹島和世（妹島和世建築設計事務所代表）
        西沢立衛（妹島和世建築設計事務所副代表）
司　会：豊嶋　守（画工房代表取締役所長）

かでる２･７
       　大ホール

    320名

7.15 大阪会場（近畿支部）
講　師：柳澤孝彦
             （TAK 建築･都市計画研究所代表取締役）
司　会：坂　壽二（常議員／大阪市立大学教授）

朝日生命ホール     120名

7.21 東京会場
講　師：飯田善彦（飯田善彦建築工房代表取締役）
        武田光史（武田光史建築デザイン事務所代表）
司　会：本杉省三（日本大学助教授）

建築会館ホール     210名

＜＜＜＜親親親親とととと子子子子のののの都都都都市市市市とととと建建建建築築築築講講講講座座座座＞＞＞＞
（共催）本会・国立科学博物館
「家をつくろう」

5.9 第１回　スタンプ建築入門
講　師：清水慶一（国立科学博物館室長）
        久保田稔男（国立科学博物館研究官）

国立科学博物新宿
分館研究研修館

     38名

8.26 第２回　未来を支える建築技術
講　師：竹中技術研究所研究員

竹中技術研究所      40名

12.12 第３回　巨大折り紙建築を作ってみよう
講　師：木原隆明（福田組）

国立科学博物館講
堂

     47名

2.13(1999) 第４回　君も天うららになろう－大工技術入門
協　力：東京土建技術研修センター
講　師：木下勝三郎（東京建築カレッジ講師）
        秋山　恒夫（東京建築カレッジ講師）
実技指導員：沢田、深尾、望月、奥山

東京土建技術研修
センター

     40名

＜＜＜＜親親親親とととと子子子子のののの建建建建築築築築講講講講座座座座＞＞＞＞
（共催）本会・東北支部・東海支部・北陸支部・中国支部・

四国支部
＜東北支部＞

10.18 青森会場
建造物の力とかたち
講師：大山由紀夫（青森県立青森工業高等学校建築科長)

青森県立青森工業
高等学校

     30名

10.24 岩手会場
CADを用いた夢の空間設計体験
講師：金子育英（岩手県立産業短期大学校教授）

岩手県立産業短期
大学校

     30名

11.7 福島会場
建築のひみつ“かたちとつよさ”
講　師：倉田光春（日本大学教授）

郡山市中央公民館      30名

11.28 山形会場
建築CADによる設計と紙で作る住宅模型
講　師：江川嘉幸（山形県産業技術短期大学校講師）

山形県産業技術短
期大学

     60名

3.20(1999) 仙台会場
未来のまちをデザインしよう
講　師：渋谷セツコ（建築と子供たちネットワーク仙台)

仙台市科学館      64名

＜東海支部＞

愛知会場
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10.24 講座１　久屋大通り(100ｍ道路)の徹底解剖
解説者：瀬口哲夫（名古屋市立大学教授）
        鈴木賢一（名古屋市立大学助教授）

     20組
    (45名)

        浦山益郎（三重大学助教授）
11.14 講座２　建物のかたち“おおう(覆う)”

講　師：村田　賢（名城大学教授）
        山田耕司（豊田工業高等専門学校講師）

名城大学
　　造形室 4-214

     17組
  (申込 20)

＜北陸支部＞
新潟会場

9.26 講座１　まちなみウォッチング
講　師：西田　徹（新潟大学）

新潟市大畑少年セ
ンター

     55名

10.24 講座２　自然と窓
講　師：鈴木晶登（立山アルミ）

新潟県立自然科学
館

     39名

11.14 講座３　建物の強さのヒミツ
講　師：木原隆明（福田組）

長岡市厚生会館      45名

＜中国支部＞

8.9 ひろしま夢会議シンポジウム
「２１世紀のひろしまについて語ろう」
　　～ワークショップ＆マジックショー～
第１部　ワークショップ
第２部　マジックショー
　　　　～内田貴光ステージライブ～

広島国際会議場
ダリアの間

    140名

＜四国支部＞

9.6 高知会場
親と子の折り紙建築（現代の名建築を作る）
講師：横飛　弘（国際デザインカレッジ）

国際デザインカレ
ッジ２Ｆ実習室

     13名

12.6 香川会場
（共催）寒川町
段ボールでつくっちゃお！ぼくらの宝もの
講　師：古谷誠章（建築家・早稲田大学教授）
（11.24にサポーター学習会を開催 29名）

門入の郷
　コア･フィールド
(門入ブリッジ･椿
の城･冒険の舞台)

    102名
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（２）展覧会

期　日 催　し　物　名　称 会　　場 参加者
＜＜＜＜''''99998888 アアアアーーーーキキキキテテテテククククチチチチュュュュアアアア・・・・オオオオブブブブ・・・・ザザザザ・・・・イイイイヤヤヤヤーーーー展展展展＞＞＞＞
（主催）日本建築学会・日本建築家協会・日本建築士会
連合会・日本建築士事務所協会連合会・建築業協会
（共催）次世代街区フォーラム
（後援）東京都・毎日新聞社
（協力）新宿ＮＳビル㈱・新宿ＮＳビル商店会、陸上自
衛隊第１師団・早稲田大学尾島研究室・日本大学斎藤研
究室・芝浦工業大学三宅研究室
（協賛）NTT都市開発㈱・㈱NTTファシリティーズ・大
木建設㈱・㈱大塚商会・㈱大林組・㈱加賀田組・鹿島建
設㈱・㈱技報堂・㈱熊谷組・㈱久米設計・㈲健心社・㈱
建報社・五洋建設㈱・佐藤工業㈱・㈱佐藤総合計画・三
美印刷㈱・清水建設㈱・㈱彰国社・昭和情報プロセス㈱
・スタンダード･コピーセンター・セコム科学技術振興財
団・大成建設㈱・㈱竹中工務店・㈱ディーエム情報シス
テム・鉄建建設㈱・東亜商会・東京ガス㈱・東京ガス豊
洲開発・東京電力㈱・東京美装興業㈱・戸田建設㈱・飛
島建設㈱・都南印刷㈱・西松建設㈱・㈱日建設計・日本
電信電話㈱・日本ビルサービス㈱・野村不動産㈱・㈱日
立建設設計・㈱冨士工・不動建設㈱・前田建設工業㈱・
松井建設㈱・㈱松田平田・ミサワホーム㈱・丸善㈱・三
菱地所㈱・㈱森本組・ヤマギワ㈱・㈱山下設計・六興電
気㈱
（特別協力）㈱インターオフィス・㈱ERCO TOTO・㈱
川島織物、神鋼鋼線工業㈱・新菱興産、セントラル硝子
㈱・ＳＯＮＹ㈱・大成建設㈱・太陽工業㈱・ダウ化工㈱
・㈱竹中工務店、日本軽金属㈱・三菱化学㈱・ヤマギワ
㈱
（展示協力）㈱大林組・岡部憲明アーキテクチャーネッ
トワーク・鹿島建設㈱・隈研吾建築都市設計事務所・清
水建設㈱・大成建設㈱・㈱竹中工務店・㈱日本設計・早
稲田大学佐藤研究室・早稲田大学古谷研究室

【テーマ】
環境革命時代の建築－巨大都市東京の限界と再生－

【プロデューサー】
尾島俊雄（早稲田大学教授）

新宿ＮＳビル
  １階大時計広場

    220名

10.27
10.28～11.8

【オープニング･レセプション】
【展覧会】
模型展示
  ①１９９８年の東京：東京の限界
　　　　　　　　　　　　－産業熟成に伴う大都市宿命
    ・環境破壊と過密化
    ・東京直下地震
    ・ドミノ的火災類焼
　　　　　　　　(東京直下地震時のシュミレーション)
②２０５０年の東京：東京の展望
　　　　　　　　　　　　　　－環境への意志の実現
    ・環境計画（事前アセスメント、
　　　　　　　　都心クラスター計画、水と緑の道）
    ・ハイパービルと大深度地下ネットワーク
    ・災害の事前復興

 40,000名
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11.2 ③超々高層ビル模型
    ・200階建超々高層ビル　KAJIMA DIB-200
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鹿島建設）
    ・HOLONIC TOWER 2010計画（竹中工務店）
    ・SSP計画（日本設計）
    ・シミズ・スーパー・ハイライズ（清水建設）
    ・スペース１００（大成建設）
④災害派遣専用器材（陸上自衛隊第一師団）
映像展示
①ヒートアイランドとダストドーム
②災害時における避難･救援シュミレーション
③大深度地下ネットワーク
④水と緑のネットワーク
⑤木造密集地区の事前復興
⑥都心住居モデル
⑦都心のハイパービル計画

【連続シンポジウム】
総合司会：尾島俊雄（プロデューサー／早稲田大学教授)

  副司会：三宅理一（実行委員長／芝浦工業大学教授）
①ライフラインと都市環境
司　会：
    村上周三（東京大学教授）
パネリスト：
    紀谷文樹（東京工業大学教授／
                          空気調和･衛生工学会会長）
    小石川貞雄（東京電力総務部防災グループ
                               マネージャー(部長)）
    澁谷悌二（日本鋼管代表取締役副社長）
    高橋邦碩（東京ガス防災･供給センター所長）
    高部素行（清水建設常務取締役）
    村尾成文（日本設計取締役副会長／
　　　　　　　　　　　　　　　日本建築家協会会長）

    120名

11.3 ②子供のための未来都市
司　会：
    村上美奈子（建築家／計画工房所長）
パネリスト：
    大江  匡（建築家／
                  プランテック総合計画事務所代表）
    尾島俊雄（早稲田大学教授／日本建築学会会長）
　　神山純一（作曲・編曲家）
    杉浦ゆかり（計画工房）
　　平山善吉（日本大学教授）
　　村松映一（竹中工務店常務取締役）
    山口明宏（アス デザイン アソシエイツ主宰）

     90名

11.1 こどもワークショップ
コーディネーター：
    山口明宏（アス デザイン アソシエイツ主宰）
    杉浦ゆかり（計画工房）
リーダー：
    芝浦工業大学三宅研究室
    千葉大学延藤研究室
    日本大学若木研究室

    15名
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11.4 ③防災･避難と危機管理
司　会：
吉村秀實（ＮＨＫ解説委員）

パネリスト：
ピーター･バラカン（ブロードキャスター）
松島悠佐（陸上自衛隊元中部方面総監）
村上處直（横浜国立大学教授）
村上雅也（千葉大学教授）
矢田美英（中央区長）

    150名

11.5 ④都市計画の可能性
司　会：
伊藤　滋（慶應義塾大学教授）

パネリスト：
井尻千男（評論家／拓殖大学日本文化研究所所長）
菊竹清訓（建築家／日本建築士会連合会会長）
小林恭一（自治省消防庁危険物規制課長）
佐藤　滋（早稲田大学教授）
西村清彦（東京大学経済学部教授）
堀池秀人（建築家／堀池秀人都市･建築研究所主宰）

    160名

11.6 ⑤２１世紀の都市景観
司　会：
藤森照信（東京大学教授）

パネリスト：
小倉善明（日建設計常務取締役）
小澤一郎（建設省大臣官房技術審議官(都市局)）
進士五十八（東京農業大学教授）
鈴木博之（東京大学教授）
平倉直子（建築家／平倉直子建築設計事務所主宰)
藪野　健（画家／武蔵野美術大学教授）

    180名

11.8 ⑥総括
司　会：
石山修武（早稲田大学教授）

パネリスト：
尾島俊雄（早稲田大学教授／日本建築学会会長）
斎藤公男（日本大学教授）
佐藤　健（毎日新聞記者）
塚田博康（東京新聞記者）
松葉一清（朝日新聞記者）

     80名
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＜＜＜＜谷谷谷谷口口口口吉吉吉吉郎郎郎郎展展展展　　　　＞＞＞＞
（主催）日本建築学会
（共催）冬夏会・ＴＩＴ建築設計教育研究会・石川県建
築士事務所協会・石川県建築士会・日本建築家協会北陸
支部・石川県建築設計協同組合・石川県設備監理協会・
石川県建設業協会・石川県管工事協同組合・石川電設協
会
（後援）文化庁・石川県・金沢市・慶應義塾
（協賛）㈱アール・アイ・エー・安藤建設㈱・㈱石本建
築事務所・岩城造園㈱・㈱ＮＴＴファシリティーズ・㈱
大林組・㈱奥村組・鹿島建設㈱・川崎重工業㈱・㈱環境
デザイン研究所・㈱観光企画設計社・㈱構造計画研究所
・㈱鴻池組・㈱熊谷組・㈱久米設計・㈱建築研究所アー
キヴィジョン・三協アルミニウム工業北陸支店・㈱資生
堂・清水建設㈱・清水建設㈱北陸支店・新日本製鐵㈱・
住友建設㈱・大建設計㈱・大成建設㈱・㈱竹中工務店・
谷口建築設計研究所・㈱淡交社・秩父小野田㈱・㈱デザ
インシステム・㈲テーテンス事務所・（財）出光美術館・
東急建設㈱・戸田建設㈱・戸田建設㈱北陸支店・㈱巴コ
ーポレーション・名古屋鉄道㈱・㈱日建設計・西松建設
㈱・㈱日本設計・㈱間組・㈱ブリジストン・㈱文芸春秋
・㈱ホテルオークラ・前田建設工業㈱・㈱松田平田・㈱
丸ノ内建築事務所・三井建設㈱・㈱水澤工務店・三菱重
工業㈱・㈱山下設計・レーモンド設計事務所・YKK アー
キテクチャルプロダクツ㈱北陸支店

4.18～5.5 金沢展 金沢市立玉川図書
館付属展示ホール

  3,500名

4.18 シンポジウム：谷口吉郎のデザイン･源流を探る
コーディネーター：平井　聖（昭和女子大学）
パネリスト：團　紀彦（建築家）

竺　覚曉（金沢工業大学）
室生朝子（随筆家）
新村利夫（五井建築設計事務所）

金沢文化ホール     200名

1999
2.1～2.12

支支支支部部部部共共共共通通通通事事事事業業業業設設設設計計計計競競競競技技技技全全全全国国国国入入入入選選選選者者者者展展展展示示示示会会会会
課題：『市場』をつくる
全国入選・タジマ奨励賞　１６点

建築会館展示コー
ナー

延 1,000名
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9.3　教育教育教育教育・文化事・文化事・文化事・文化事業業業業参加者参加者参加者参加者数数数数

事　　　業　　　内　　　容 参加者数（名）
建築文化週間 本　　部 1,837

支　　部 5,375

講演会 学会賞受賞者記念講演会 650

「アーキテクチュア・オブ・ザ・イヤー展」シンポジウム 795

谷口吉郎展　講演会 200

親と子の都市と建築講座 本　　部 165

支　　部 670

展覧会 アーキテクチュア・オブ・ザ・イヤー 40,000

谷口吉郎展(金沢展) 3,500

設計競技全国入選者展示会 1,000

合　　　計 54,192
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10．国際交流事業

10.1　国際会国際会国際会国際会議議議議

（1）UIFA’98 国際女性建築家会議日本大会市民公開シンポジウム
　＜主催＞UIFA

　＜共催＞日本建築学会・横浜市
　期　日　1998年 9月 5日（土）
　会　場　横浜ランドマークプラザ
　参加者　405名（会議参加者 180名，市民参加者 200名，来賓 25名）
　　　　　（UIFA’98 参加登録者　31か国 268名）

（2）第 2回アジアの建築交流国際シンポジウム
　＜主催＞日本建築学会
　＜共催＞大韓建築学会・中国建築学会
　期　日　1998年 9月 8日（火）～9月 10日（木）
　会　場　神戸大学（神戸市灘区六甲台）
　参加者　合計 626名
　　　　　登録参加者　海外　 47名　（韓国 22名，中国 13名，台湾 4名，インド 2名，インドネシア

　2名，パキスタン 1名，ベルギー 1名，ニュージーランド 1名，
　アメリカ 1名）

　　　　　　　　　　　国内　210名
　　　　　非登録参加者　　  369名

10.2　国際交流振興基国際交流振興基国際交流振興基国際交流振興基金金金金

　　　国際間の研究交流ならびに研究成果の国際流通促進のための事業を援助した。
　　　　　上期配分額　 　5,640,000円
　　　　　下期配分額　　  300,500円
　　　　　　合　計　 　　　5,940,500円

　申請 6件，採択 6件

期 事業名 申請者 実施時期 援助額

上期
市民公開国際シンポジウム「明日のすまい
とまちを考える」(UIFA共催事業)

地球環境委員会 1998.9.5 1,940,000円

上期 第 2回アジアの建築交流国際シンポジウム アジア建築交流委員会 1998.9.8～10 3,000,000円

上期
表層地質が地震動に与える影響（ESG）に
関する第2回国際シンポジウム 構造委員会 1998.12.1～3 700,000円

下期 講演会「入力地震動の最近の動向」 近畿支部 1998.11.30 77,500円

下期
講演会「米国における建築学部アクレディ
テーション」

建築教育委員会 1998.10.23 123,000円

下期 ワイズマン教授講演記録作成頒布 建築計画委員会 98年度 100,000円

合　　　計 5,940,500円
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10.3　渉外関渉外関渉外関渉外関係係係係

（1）日本建築学会・大韓建築学会・中国建築学会共同声明を発表した（1998年 9月）
（2）尾島会長ほか 3名が台湾を訪問し，中華民国建築学会と協力協定を締結した（1998年 11月）
（3）UIA（国際建築家連合）の PPC（職能実務委員会）ワシントン会議に 3名の代表を派遣し，意見表明を
行った（1998年 12月）

（4）岡田会長ほか 1名が中華民国建築学会創立 40周年記念式典に出席し，記念講演を行った（1999年 3月）
（5）CIB, RILEM, CIE, IABSEなど本会が加入している国際団体への連絡ならびに国内委員会への出席，国際
会議等への派遣および連絡案内を行った。

（6）ACSA（アメリカ建築大学協会），ASCE（アメリカシビルエンジニア協会），中国建築学会，大韓建築
学会，中華民国建築学会と通信による連絡を行った。

10.4　海外視海外視海外視海外視察察察察

（1）インド西部，建築・都市・住居視察団
　　1）期　間　1998年 3月 28日～4月 9日
　　2）コース　デリー－アーメダバード－ウダイプル－ジョードプル－ジャイサルメル－ジャイプル－アグ

ラ－デリー
　　3）団　長　八木幸二君（東京工業大学教授）
　　4）参加者　16名
（2）台湾の居住視察団
　　1）期　間　1998年 5月 17日～5月 22日
　　2）コース　台北（現地集合）－台中－高雄（現地解散）
　　3）団　長　青木正夫君（九州産業大学教授）
　　4）参加者　18名

10.5　外国人来会外国人来会外国人来会外国人来会者者者者

1998. 9. 7 シュツットガルト工科大学 J.シュライヒ教授
構造委員会主催の講演会に出席のため
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10.6　日本現代建日本現代建日本現代建日本現代建築築築築1111999988885-5-5-5-1111999999996666展展展展

日本現代建築展は，創立100周年記念事業の一環として，本会と国際交流基金の主催で日本の現代建築を世
界各国に紹介することを目的として開催した。その後海外におけるわが国の建築への関心は近年高まる一方
で，最初の展示作品パネルが10年経ったのを機に，新たにこの10年間の日本の建築を7つのカテゴリー（メト
ロポリス，中規模都市，市町村，郊外，埋立地，田園都市，別荘）に分けた100作品で構成し，A, Bの2つの
コースで世界を巡回している。
                                                                                           

(A) オセアニア オーストラリア パース キャリティギャラリー 98.4.28～5.16

(A) アジア スリランカ コロンボ ナショナル・アート・ギャラリー 98.6.11～6.18

(A) アジア スリランカ キャンディ E.L. セナナヤカ子供図書館 98.6.19～6.26

(A) アジア インドネシア ウジュン・パンダンハサヌディン大学研究センター 98.10.19～10.25

(A) アジア インドネシア ジョグジャカルタ ベンテン・ブレデバーグ（ジョ
グジャカルタ文化センター）

98.12月

(A) アジア タイ バンコク シラパコン大学装飾美術学部ギャ
ラリー

99.1.8～ 1.20

(A) アジア タイ チェンマイ チェンマイ大学芸術学部アートギ
ャラリー

99.1.26～2.19

(A) アジア タイ マハーサラカム マハーサラカム大学 99.2.23～3.19

(B) 中近東 レバノン ベイルート レバノン技術者協会 98.6.15～6.24

(B) 中近東 シリア ダマスカス アラブ文化センター 98.9.12～9.24

(B) 中近東 イラン テヘラン ニアヴァラン文化センター 98.10.17～10.23

(B) 中近東 トルコ アンカラ 土日基金文化センター 98.11.14～11.29

(B) 中近東 トルコ イスタンブール イスタンブル工科大学タシュクシ
ュラ・キャンパス

98.12.7～12.21

(B) 中近東 バーレーン マナマ バハレーン国立博物館 99.2.15～2.23

(B) 中近東 アラブ首長国連邦 ドバイ ドバイ・ワールド・トレードセン
ター・ロビー

99.3.21～3.24
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11．図書館

11.1　運営管運営管運営管運営管理理理理

（１）図書館各室の名称と面積
　　・一般閲覧席と開架部分 493㎡
　　・大書庫 86㎡　　小書庫 17㎡　　特別閲覧室 32㎡　　記念図書室 38㎡　　総面積 666㎡
（２）受け入れ蔵書数

・単行図書（和）
　　　　　（洋）
　　　　　　計
・雑　　誌（和）
　　　　　（洋）
　　　　　　計

1,307冊
72冊

1,379冊
726種 3,270冊
137種 1,083冊
863種 4,353冊

累計　34,355冊
12,012冊
　44,995冊

968種 6,949冊
148種 2,279冊

1,116種 9,228冊
（３）図書館蔵書目録データベース化

・和　　書
・洋　　書
・雑    誌
    記事索引
　　和雑誌
　　洋雑誌

 ・視聴覚
　　ビデオ
　　CD-RＯM
　　録音ｶｾｯﾄ
　　スライド
　　写真資料
　　　　　計

2,543冊
1,067冊

3,203件
834種 4,185冊
138種 1,144冊

8件
28件
－
－
－

12,178件

累計　21,677冊
 2,463冊

5,799件
887種 6,866冊
146種 2,277冊

476件
46件

181件
118件
621件

41,504件

（４）視聴覚ライブラリーの運営
　　・ビデオ、CD-ROM等を閲覧に供した。
（５）本会発表論文のデータベース登録
　　・学術情報センターデータベース（NACSISI-IR）に年次登録

大会学術講演梗概集 5,996題，論文集 726題、支部研究報告 2,837題、シンポジウム(第 10回日本地震
工学シンポジウム等を含む) 826題、建築雑誌 53題、技術報告集 137題、作品選集 108題

　　　1998年度登録件数 10,683題　　　総登録件数 67,508題(1990／1998年）
（６）NACSIS-IR登録状況
　　　1998年度登録者 24人
　　　総登録者数 190人（1994～1998年）

11.2　「建築雑「建築雑「建築雑「建築雑誌誌誌誌」」」」「「「「論論論論文集」の交換文集」の交換文集」の交換文集」の交換・寄・寄・寄・寄贈贈贈贈

（１）建築雑誌
　　　チェコ 1　オランダ 1　ギリシャ 1　ハンガリー1　ロシア 1　イギリス 1　アメリカ 3　台湾 2

      大韓民国 9　中華人民共和国 3　インド 1　インドネシア 1　マレーシア 1

13か国 26機関
（２）論文集

オーストラリア 3　ブルガリア 1　カナダ 1　チェコ 1　フランス 1　ドイツ 2　インド 4　インドネシ
ア 3　モロッコ 1　ネパール 1　ノルウェー1　フィリピン 1　ポルトガル 2　ルーマニア 1　スウエー
デン 1　タイ 1　イギリス 5　アメリカ 6　ロシア 1　大韓民国 5　台湾 2　中華人民共和国 3

22か国 45機関
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11.3　受入図書受入図書受入図書受入図書・・・・雑誌雑誌雑誌雑誌・・・・研究報研究報研究報研究報告告告告

購入 寄　贈 学会
種　別

図　書 雑　誌
研究
報告

視聴覚 図　書 雑　誌
研究
報告

視聴覚 図　書 雑　誌
研究
報告

視聴覚
計

洋　書 10 660 34 0 61 259 130 0 1 － － － 1,155

和　書 17 43 0 0 1,012 2,476 654 28 278 16 75 8 4,607

計 27 703 34 0 1,073 2,735 784 28 279 16 75 8 5,762

11.4　利用者利用者利用者利用者数数数数

・1998年度図書館利用者数

　　 会 員 種
別
年月

正会員 準会員 法人会員 会員外 計

1998年 4月 506 24 66 33 629

5月 501 67 109 69 746

6月 625 88 158 68 939

7月 661 80 150 92 983

8月 523 90 118 79 810

9月 550 77 129 71 827

10月 630 94 151 89 964

11月 549 117 112 87 865

12月 414 63 106 70 653

1999年 1月 477 53 106 48 684

2月 464 23 105 45 637

3月 530 22 89 29 670

計 6,430 798 1,399 780 9,407

・利用者昨年比　104 ％
・開館日数　237日
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12．建策・進言・要望・提言

提出年月日 要　望　事　項 提　出　先
98. 5. 1 旧吉田五十八邸の保存に関する要望書 西 和彦様
98. 5.18 建築基準法に関する要望 衆議院議長

参議院議長
衆議院建設委員会委員長
参議院国土・環境委員会委員長

98. 5.18 東京三菱銀行横浜中央支店ビルの保存に関する要望書 東京三菱銀行頭取
ダイヤモンド不動産代表取締役

98. 7.27 日本工業倶楽部会館の保存に関する要望書 日本工業倶楽部理事長
千代田区長
東京都知事

98. 9.14 第一勧業銀行京都支店の保存に関する要望書 第一勧業銀行頭取
98.10.12 「建築実務におけるプロフェッショナリズムの国際推奨

基準に関する UIA 協定（1998年 4月）」とその付属文書
「アクレディテーション等の推奨ガイドライン（1998年 4

月）」に対する日本建築学会の意見

国際建築家連合職能実務委員会委
員長

98.10.21 東京三菱銀行京都支店の保存に関する要望書 東京三菱銀行頭取
98.10.22 第一勧業銀行京都支店ならびに東京三菱銀行京都支店の

保存に関する要望書
京都市長

98.12.18 旧日本勧業銀行（現第一勧業銀行）熊本支店の保存に関す
る要望書

第一勧業銀行頭取

99. 2.25 「日本技術者教育認定制度（案）」に対する日本建築学会
の意見

国際的に通用するエンジニア教育
検討委員会委員長
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13．刊行図書

13.1 直直直直営営営営出出出出版版版版物物物物

（１） 新刊・改定（訂）版
１．応用力学シリーズ　５　構造形態の解析と創生 500部
２．応用力学シリーズ　６　構造物系の非線形・不確定モデリング 500部
３．鋼構造限界状態設計指針・同解説 2,000部
４．鋼構造耐火設計指針                  1,000部
５．阪神・淡路大震災と今後のＲＣ構造設計－特徴的被害の原因と設計への提案   2,000部
６．プレストレストコンクリート設計施工規準・同解説             2,000部
７．建築工事標準仕様書・同解説　１３　金属工事              2,000部
８．建築工事標準仕様書・同解説　２１　ＡＬＣパネル工事     2,000部
９．フライアッシュを使用するコンクリートの調合設計・施工指針（案）・同解説 3,000部
10．コンクリートの品質管理指針・同解説       2,500部
11．高性能ＡＥ減水剤コンクリートの調合・製造および施工指針・同解説        2,500部
12．コンクリートの調合設計指針・同解説                   2,500部
13．場所打ちコンクリート杭のコンクリートに関連する施工指針・同解説 1,000部
14．鉄筋コンクリート造建築物等の解体工事施工指針（案）・同解説     2,000部
15．阪神・淡路大震災調査報告　建築編－２　プレストレストコンクリート造建築物／鉄骨鉄筋
    コンクリート造建築物／壁構造建築物       1,000部
16．阪神・淡路大震災調査報告　建築編－６　火災／情報システム      1,000部
17．阪神・淡路大震災調査報告　建築編－７　建築設備／建築環境      1,000部
18．阪神・淡路大震災調査報告　建築編－８　建築計画／建築歴史・意匠     1,000部
19．環境磁場の計測技術　－現場における計測の事例－   1,000部
20．構造入門教材　ちからとかたち           3,000部
21．建築材料用ビデオ教材１５　アーク溶接編      200部
22．建築材料用ビデオ教材１６　粘土瓦編          200部
23．建築材料用ビデオ教材１７　組積材料編 200部
24．建築材料用ビデオ教材１８　アルミニウム編                   200部
25．大学（建築関係学科）名簿１９９８年版                       1,000部
26．建築法規用教材　１９９９                                        7,000部
27．建築基準法令集　平成１１年版 5,000部
28．総目録　１９８６－１９９６ 300部

　　　　　　　　　　　　　　　合　　　計　　　　　　28点 47,600部

（２） 重版
１．応用力学シリーズ　４　構造物の崩壊解析－基礎編－ 300部
２．建築基礎構造設計指針 1,000部
３．小規模建築物基礎設計の手引き 1,000部
４．木質構造設計規準・同解説 500部
５．鋼構造設計規準 2,000部
６．鋼構造塑性設計指針　       　　　　1,000部
７．塔状鋼構造設計指針・同解説　                                   　 　　500部
８．各種合成構造設計指針・同解説                               　　　　　　500部
９．鋼管構造設計施工指針・同解説 500部
10．高力ボルト接合設計施工指針                                            　　1,000部
11．鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説                        　　　　  4,200部
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12．鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説                                          　1,000部
13．鉄骨鉄筋コンクリート造配筋指針（案）・同解説   　         　　500部
14．建築耐震設計における保有耐力と変形性能（１９９０）　                　   　　　　500部
15．壁式構造関係設計規準集・同解説　壁式鉄筋コンクリート造編                   2,000部
16．壁構造配筋指針　 　　                                            　　1,000部
17．建築工事標準仕様書・同解説　　１　一般共通事項　                      　　500部
18．建築工事標準仕様書・同解説３・４　土工事および山留め工事　地業および基礎スラブ工事 　1,500部
19．建築工事標準仕様書・同解説　　５　鉄筋コンクリート工事  6,000部
20．建築工事標準仕様書　　　　　　６　鉄骨工事                       　　4,000部
21．建築工事標準仕様書・同解説　　８　防水工事                        　1,000部
22．建築工事標準仕様書・同解説　１２　屋根工事　　                           　　1,000部
23．建築工事標準仕様書・同解説　２４　断熱工事                          　   　　　1,000部
24．建築工事標準仕様書・同解説　２６　内装工事                                   　　500部
25．鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説　                                     　2,500部
26．型枠の設計・施工指針案　　                                            　　　500部
27．鉄筋コンクリート造のひび割れ対策（設計・施工）指針・同解説 1,000部
28．鉄筋コンクリート造建築物の耐久性調査・診断および補修指針（案）・同解説 1,000部
29．鉄骨工事技術指針　工場製作編 2,000部
30．鉄骨工事技術指針　工事現場施工編                     　　　　     　　　2,000部
31．鉄骨精度測定指針 2,000部
32．鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準・同解説     　　　    　　　　　2,000部
33．建築材料用教材 9,000部
34．建築材料実験用教材                               　　　　　　　　    　　3,500部
35．構造用教材                                  　　   　　　　20,000部
36．建築材料用ビデオ教材　５　ＡＬＣ現代建築とＡＬＣ編                    　　　　    　50部
37．建築環境工学実験用教材Ⅰ                                           　　　1,000部
38．建築環境工学用教材－環境編－                                              　　　2,000部
39．建築環境工学用教材－設備編－　                                          　　1,000部
40．建築法規用教材　１９９８                                            　　1,000部
41．建築基準法令集　平成１１年版　                                        　   　1,500部

                               合　　　計　　　　　　41点                                 85,050部

13.2　委委委委託託託託出出出出版版版版物物物物

（１） 新刊・改定（訂）版
１．人間環境学　よりよい環境デザインへ                            　1,000部
２．２１世紀の学校（１９９７年度日本建築学会設計競技優秀作品集）           　3,000部
３．知的システムによる建築・都市の創造                                 　　1,000部
４．地震から暮らしを守る町づくり　大震災から学んだ７４の提言              　　2,500部
５．海洋建築用語辞典       　2,500部
６．環境振動・固体音の測定技術マニュアル                                   　　2,000部
７．空間体験　世界の建築・都市デザイン　                                 　　2,500部

　　　　　　　　　　　　　　    　合　　　計　　　　７点　　 14,500部
（２） 重版
１．建築学用語辞典 　                                　　　　　　1,800部
２．人間環境学　よりよい環境デザインへ　                         　　　　500部
３．高齢者のための建築環境 　                             　　1,000部
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４．設計計画パンフレット　４　建築の音環境設計                        　　　1,000部
５．人間－環境系のデザイン                           　　　　　　　　1,000部
６．設計製図史料　６　透視図のプロセス                           　　　　　　　　1,000部
７．建築設計資料・空間ＳＥＲＩＥＳ　柱のない空間　スポーツ・イベント・展示ホール 1,000部
８．日本建築史図集 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,000部
９．近代建築史図集 　　　　　　　　　　　　　　　　3,000部
10．西洋建築史図集 　　　　　　　　　　　　　　　　6,000部
11．建築設計資料集成　１　環境 　400部
12．建築設計資料集成　２　物品 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　500部
13．建築設計資料集成　３　単位空間Ⅰ　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　522部
14．建築設計資料集成　４　単位空間Ⅱ　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　500部
15．建築設計資料集成　５　単位空間Ⅲ　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　500部
16．建築設計資料集成　６　建築－生活 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　400部
17．建築設計資料集成　８　建築－産業　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　300部
18．建築設計資料集成　９　地域　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300部
19．建築設計資料集成１０　技術　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　620部
20．第２版　コンパクト建築設計資料集成　 　　　　　　　　　　　　　　　　　17,000部
21．建築設計資料集成コンパクト＜住居＞　 　　　　　　　　　　　　　5,055部
22．建築・都市計画のための調査・分析方法　　　　 　　　　　　　　　700部
23．空間体験　世界の建築・都市デザイン　　 　　　　　　　　　　　　　2,500部
24．建築物の遮音性能基準と設計指針（第二版）　                　　　　　250部
25．建物の遮音設計資料 　　　　　                           　　　250部
26．実務的騒音対策指針（第二版） 500部
27．実務的騒音対策指針・応用編 250部
28．新版　日本近代建築総覧 50部

　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　計　　　　　　28点　 53,897部

13.3 刊刊刊刊行行行行物物物物数数数数

刊　行　物 刊行点数 発行部数
新版および改定(訂)版 28 47,600部

直営出版物
重　　　版 41 85,050部
新版および改定(訂)版 7 14,500部

委託出版物
重　　　版 28 53,897部

合計 104 201,047部
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14．会　　館

14.1　建築会建築会建築会建築会館館館館

（1）所在地・規模・構造
        東京都港区芝5丁目26番20号
        敷　　地  　     3,052㎡
        建築面積　　　　 2,473㎡
        延べ床面積  　  10,522㎡
        鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造
        地下　1階　　　地上　7階
　（2）使用状況（専有床面積）
        本会使用分　　　 3,195㎡
        賃貸借契約部分   4,097㎡
  （3）テナント
　　　1)建築関係団体（20団体）

（社）日本建築士会連合会，（社）日本建築積算協会，日中建築技術交流会，
（財）震災予防協会，　民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款委員会，
（社）商業施設技術団体連合会，（社）日本砕石協会（社）日本医療福祉建築協会，
建設業労働災害防止協会，（社）建築研究振興協会，　（社）建築設備技術者協会，
（社）日本建築美術工芸協会，（社）仮設工業会，　アールエム建築推進協議会，
日本建築仕上学会，建築専門工法推進研究センター，　CFによる建築構造物の耐震補強・補
修工法開発推進協議会，（社）建築設備綜合協会，　全国ビルリフォーム協同組合連合会，
東京ビルリフォーム協同組合

      2)民間（6社）
（株）デザインシステム，佐伯商事（株），アビコム・ジャパン（株），
（株）オーエムソーラー協会，CSKベンチャーキャピタル（株），
エス・エス・エイ・ビー・スウェーデン・スティール（株）

  　  3)店舗（6社）
ニュートーキョー商事（株），（株）エヌ・テー，インディア，ヘアーアベニューファム，
（株）二條，　ジローレストランシステム（株）

（4）建物賃貸借契約の新規契約および解除
　　1) エス・エス・エイ・ビー・スウェーデン・スティール（株）1998年4月21日付をもって契約
　　2) 東京ビルリフォーム協同組合1998年11月30日付をもって契約解除
　　3) アールエム建築推進協議会1999年3月31日付をもって契約解除

14.2　建築会館ホ建築会館ホ建築会館ホ建築会館ホーーーール利用ル利用ル利用ル利用状状状状況況況況

      年　月
内　訳

1998年
　　  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1999年
1月 2月 3月 合　計

学会委員会等 4 7 4 11 0 4 7 7 9 3 5 8 69
会　員 12 12 16 12 6 11 18 17 1 10 12 5 132
一　般 1 1 1 1 2 1 4 0 1 1 1 5 19
計 17 20 21 24 8 16 29 24 11 14 18 18 220
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14.3　建築会館会建築会館会建築会館会建築会館会議議議議室利用室利用室利用室利用状状状状況況況況

      年　月
内　訳

1998年
　　  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1999年
1月 2月 3月 合　計

学会委員会等 276 288 299 355 150 238 324 277 274 275 246 348 3,350
一般貸会議室 34 31 40 38 34 41 39 34 24 22 34 28 399

計 310 319 339 393 184 279 363 311 298 297 280 376 3,749

14.4　展示コーナ展示コーナ展示コーナ展示コーナーーーー利用状利用状利用状利用状況況況況

　　期　　　日 　　　　　　　　　展　　示　　名　　称

 1998
　　　 3.30～ 4.10

　　　 4.13～ 4.24

　　　 5.11～ 5.29

　　　 6.1～ 6.12

  　 　6.15～ 6.26

       6.29～ 7.10

       7.13～ 7.24

　 　 10.2～10.3

　 　 11.5～11.13

11.16～11.27

　 　 12. 14～12.25

 1999
1.6～ 1.14

1.18～ 1.29

2. 1～ 2.12

2.15～ 2.26

3. 1～ 3.12

3.15～3.26

東京ガス「第11回建築環境デザインコンペ入賞作品展」

日本建築士会連合会「平成9年度懸賞設計競技入賞者パネル展」

1998年日本建築学会賞（作品・業績）・作品選奨受賞作品展

日本建築美術工芸協会「アートパラダイス・三人展」

東京都建築士事務所協会「東京建築賞第24回建築作品コンクール入賞作品展」

東京建築士会「建築士の日（7月1日）記念パネル展示会」

日本医療福祉建築協会「医療福祉建築賞1997受賞作品展」

芝浦工業大学建築研究会「'98建築展」

日本建築美術工芸協会「aaca会員展」

第13回メンブレイン・デザイン・コンペ'98入賞作品展

日本建築士会連合会「平成9年度懸賞設計競技及び第12回日本建築士会連合会賞入賞
者パネル展示」

日本電気硝子「第5回空間デザイン・コンペティション／ガラスブロック」

第33回セントラル硝子国際建築設計競技入賞作品展示会

日本建築学会1998年度支部共通事業設計競技　課題「市場をつくる」

第25回日新工業建築設計競技　課題「耕す人の家」

第10回タキロン国際デザインコンペティション'98入賞作品展

文教施設協会全国児童生徒絵画コンクール「夢の学校／こんな学校があったらいい
な」優秀作品展示会
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14.5　三宅島研修三宅島研修三宅島研修三宅島研修所所所所「「「「棟棟棟棟梁梁梁梁にににに学ぶ家学ぶ家学ぶ家学ぶ家」」」」

（1）所在地・規模・構造
　　施設概要
      所在地　東京都三宅島三宅村阿古532－1

      構　造  木造・板葺き
      規　模  本棟　86.95㎡
              別棟   9.92㎡（風呂・便所）
      設　備  電気，ガス（プロパン），給排水，流し台，冷蔵庫
      宿　泊  1回10名まで可能

（2）三宅島研修所使用状況
      年　月
内　訳

1998年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1999年
1月 2月 3月 合　計

会　員 0 2 0 5 3 1 3 7 0 0 0 0 21名
一　般 0 0 0 8 8 9 1 0 0 0 0 0 26名
計 0 2 0 13 11 10 4 7 0 0 0 0 47名
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15．会　　員

15.1　会員数の移会員数の移会員数の移会員数の移動動動動

正 会 員
法　人

賛助会員      種　別

摘要
個　　人

社 口数

正 会 員
小計

準 会 員

社 口数

合計

本　年　度
前　年　度
増　　　減

36,060
36,256
▲ 196

1,541
1,599
▲58

2,537
2,610
▲73

37,601
37,855
▲ 254

780
873
▲93

355
368
▲13

399
413
▲14

38,736
39,096
▲ 360

入　　　会
資 格 変 更     
転　　　格
除名退会復活

2,828
43

420
89

53
22

1

74 2,881
65

420
90

380
8

5
5

9 3,266
78

420
90

死亡・退会
資 格 変 更     
転　　　挌
除　　　名

2,111
9

1,456

121
13

147 2,232
22

1,456

46
3

420
12

23 23 2,301
25

420
1,468

15.2　支部地域会員支部地域会員支部地域会員支部地域会員数数数数

正 会 員
法　　人

賛助会員      種　別

支部名
個　　人

社 口数

正 会 員
小計

準 会 員

社 口数

合　　計

北海道 1,046 94 124 1,140 4 6 8 1,150

東　北 1,412 96 148 1,508 26 18 27 1,552

関　東 20,887 575 1,072 21,462 518 198 226 22,178

東　海 2,516 175 219 2,691 35 24 24 2,750

北　陸 1,147 112 129 1,259 18 27 29 1,304

近　畿 5,157 162 437 5,319 53 38 39 5,410

中　国 1,082 53 96 1,135 47 11 11 1,193

四　国 536 124 129 660 14 13 13 687

九　州 1,980 147 180 2,127 65 18 20 2,210

国　外 297 3 3 300 0 2 2 302

合　計 36,060 1,541 2,537 37,601 780 355 399 38,736

15.3　名誉会名誉会名誉会名誉会員員員員

　本会の目的達成に多大の貢献をした者，または建築に関する学術・技術・芸術の進歩発達に功績顕著な者。

    　

　　　逝去者　　　山本　忠司　君　1998年 7月 28日

　　　　　　　　　大島　久次　君　1999年 1月 20日

　　　　　　　　　堀江　悟郎　君　1999年 1月 30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在総数　47名



- 86 -

15.4　終身正会終身正会終身正会終身正会員員員員

定款により 1998年度において在会 50年に達し，終身正会員待遇者に推挙された方は下記 81名。

年度中資格変更・退会者・逝去者等 50名。

1998年 4月  7名
浜島国四郎　君(北海道)　小嶋　　勲　君(東北)　　鈴木　孝郎　君(東北)　　宮川　吉夫　君(近畿)
大竹　正道　君(近畿)　　柏岡　浅治　君(近畿)　　川原　将男　君(九州)

1998年 5月  5名
牛見　　章　君(関東)　　山本　　一　君(関東)　　西田　芳弘　君(関東)　　杉山　保登　君(中国)
右田　健兒　君(九州)

1998年 6月  28名
　佐藤　　勉　君(北海道)　佐藤　　巧　君(東北)　　桑原　三郎　君(関東)　　佐々木康夫　君(関東)
小林　　昭　君(関東)　　阪田　誠造　君(関東)　　後藤　寛次　君(関東)　　酒井　勝治　君(関東)
松本　　毅　君(関東)　　島野　邦雄　君(関東)　　菅原　定夫　君(関東)　　木崎　史朗　君(関東)
竹内　光男　君(東海)　　扇田　　信　君(近畿)　　石崎　溌雄　君(近畿)　　並木利喜夫　君(近畿)
日置興一郎　君(近畿)　　前田　善介　君(近畿)　　市川　　宏　君(近畿)　　松田　良介　君(近畿)
三品　哲夫　君(近畿)　　大森　健二　君(近畿)　　松重　　馨　君(中国)　　児島　恭一　君(九州)
岩崎　泰志　君(九州)　　棚橋　久弥　君(九州)　　楢山　正明　君(九州)　　福原　昌明　君(九州)

1998年 7月  3名
川村　敏夫　君(関東)　　菅原　乙繁　君(関東)　　石原　親嘉　君(九州)

1998年 8月   4名
細田　敏郎　君(関東)　　中川　友夫　君(関東)　　山本　耕一　君(近畿)　　高田　良徳　君(九州)

1998年 9月　 4名
北代禮一郎　君(関東)　　吉田　秀雄　君(関東)　　太田　静男　君(関東)　　亀井　　漣　君(中国)

1998年 10月　2名
椋代　仁朗　君(中国)　　白金　史郎　君(中国)

1998年 11月　9名
　代蔵　百樹　君(北海道)　沼田　芳郎　君(北海道)　佐藤　隆次　君(北海道)　清瀬　　永　君(関東)
戸尾　任宏　君(関東)　　加藤繁一郎　君(関東)　　長塚　良一　君(関東)　　萩原　清司　君(近畿)
竹山　和彦　君(近畿)

1998年 12月　9名
小野　丈光　君(関東)　　鈴木　清次　君(関東)　　樋田　直人　君(関東)　　清水　達朗　君(関東)
野口文一郎　君(関東)　　鈴木　幡雄　君(関東)　　宇佐美亮一　君(関東)　　磯辺　吉尭　君(関東)
大串　　博　君(関東)

1999年 1月　6名
矢野　光一　君(関東)　　横井　正治　君(東海)　　犬飼　常教　君(東海)　　村山　衛弘　君(近畿)
前川　純一　君(近畿)　　川合　　彰　君(近畿)

1999年 2月　3名
合田　久雄　君(関東)　　清水　夏雄　君(関東)　　坂本勝比古　君(近畿)

1999年 3月　1名

烏田　専右　君(関東)

現在総数　848名

15.5　会会会会友友友友

建築以外の各界有識者に委嘱し、本会活動に対する助言を得、それらを運営・事業等の展開に反映させる。
1998年12月　西尾　　勝　氏(東京大学大学院法学政治学研究科教授)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在総数　4名
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16．その他の重要事項

16.1　理事の登記理事の登記理事の登記理事の登記にににに関する関する関する関する事事事事項項項項

登　記　事　項 登記年月日 備　考
1998年12月末日をもって任期満了の理事 18名の後任として， 新
任の理事岡田会長ほか 18名の就任登記（1名は補充）

1999年 1月 1日 東京法務局港出張所

16.2　監事監査会監事監査会監事監査会監事監査会にににに関する関する関する関する事事事事項項項項

実施年月日 監　査　項　目 実施場所
1998.4.28 1) 1997年度事業報告案について

2) 1997年度収支決算･財産目録および未処分金処分案について
3) 内部的監査について
ｲ)｢事業評価システム｣の実施状況について
ﾛ)｢講習会･シンポジウム等の管理運営システム｣について
　ﾊ)特定公益増進法人としての関係書類と経理処理について

本会会議室

16.3　寄付に関す寄付に関す寄付に関す寄付に関するるるる事事事事項項項項
    1) 運営基金
      ① 終身正会員  斎藤平蔵君
                     

    2) アーキテクチュア・オブ・ザ・イヤー展共催金・補助金
      ①（財）セコム科学技術振興財団    　　　　　　　  

      ②（社）日本鋼構造協会
      ③ 東京ガス（株）他１７社

                計
    3) 谷口吉郎展(金沢会場)協賛金･共催金

① 金沢市
②（社）石川県建設業協会他7団体
③（株）間組他８社
④ 杉山真樹子君他1名
                      計

　　4) 第２回アジアの建築交流国際シンポジウム
      ①（財）中内力コンベンション振興財団
      ②（特）国際交流基金アジアセンター 　　　　　　　　　
      ③（財）ポートピア８１記念財団                       

                      計

             総  合  計

　　　 400,000円

      1,000,000円
1,000,000円
7,580,000円
9,580,000円

700,000円
1,600,000円

      4,892,000円
      1,000,000円

 8,192,000円

2,000,000円
      3,229,200円
       800,000円

6,029,200円

24,201200円
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16.4　委託研究の委託研究の委託研究の委託研究の受受受受託契約託契約託契約託契約にににに関する事関する事関する事関する事項項項項

契約年月日
契約の名称・期間

（括弧内は理事会承認日）
委　託　者 担当委員会

4.1 (1) 共通建築コードインデックス策定に
関する調査研究（第Ⅲ期）
1998年4月1日～2000年3月31日(6.15)

共通建築コードインデック
ス策定研究会

共通建築コード
インデックス策
定方策に関する
調査研究委員会

4.13 (2) 学校施設の有効活用に関する調査研
究
1998年4月～1999年3月31日（10.12）

文部省教育助成局 文教施設委員会

5.1 (3）木材を活用した学校施設に関する調査
研究（手引き書）
1998年5月～1999年3月31日（7.15）

文部省教育助成局 文教施設委員会

5.6 (4）公立学校の応急復旧方法に関する調査
研究
1998年5月～1998年11月30日（5.11）

文部省教育助成局 文教施設委員会

5.11 (5) 親水施設における安全対策に関する
調査業務
1998年4月～1998年5月31日(5.11)

（財）余暇開発センター 環境工学委員会

6.16 (6）平成12年度評価替における再建築費評
点基準表の改正等に関する積算資料の作
成
1998年6月～1998年12月28日（6.15）

自治省税務局資産評価室 建築経済委員会

6.22 (7）建築設備（給水設備・排水設備等の）
評価の取扱いに関する調査研究
1998年6月～1998年8月31日（6.15）

資料評価システム研究セン
ター

建築経済委員会

6.22 (8）公立学校建物の標準面積に関する調査
研究（その2）
1998年8月～1999年3月31日（9.7）

文部省教育助成局 文教施設委員会

8.10 (9) 原子力発電所鉄筋コンクリート工事
における品質管理の高度化に関する研究
1998年8月～2001年3月31日(5.11)

電力10社（関西、北海道、
東北、東京、中部、北陸、
中国、四国、九州、日本原
子力発電）

材料施工委員会

8.21 (10）公立学校建物の標準面積に関する調
査研究
1998年6月～1999年7月10日（6.15）

文部省教育助成局 文教施設委員会

9.22 (11）郵政省施設建設における国際規格に
対応した品質管理システムの構築に関す
る調査研究（２）
1998年9月～1999年3月12日（10.12）

郵政省大臣官房施設部 郵政型ISO調査
研究委員会

10.28 (12）高層建築における対地震構造の検討
1998年10月～1999年3月20日（10.12）

郵政省大臣官房施設部 高層建築におけ
る対地震構造調
査委員会
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11.17 (13) 研究・実験施設の安全性基準研究
1998年9月～1999年3月31日（11.16）

（株）イトーキ、（株）小
畑製作所、島津理化器械
（株）、（株）ダルトン、
ヤマト科学（株）

研究・実験施設
の安全性基準研
究委員会

1998.12.16 (14) 室内化学物質の人体影響の解明と抑
制対策手法の開発及び住まい手マニュア
ルの作成
1998年12月17日～1999年3月19日

建設省建築研究所 室内化学物質空
気汚染調査研究
委員会

2.19 (15) 高齢者との連携に対応する新たな学
校施設のモデル計画透視図の検討
1999年2月～1999年3月31日(3.16)

文部省大臣官房文教施設部 文教施設委員会

2.22 (16) 文教施設の耐震性能等に関する調査
研究
1999年2月～1999年3月31日(2.17)

文部省大臣官房文教施設部 文教施設委員会
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17．役　員　等

17.1　民法上の役民法上の役民法上の役民法上の役員員員員
1998年度末現在

役　名 氏　　名 就任年月日 担当職務 手当 現　　職 備考

会　長 岡田　恒男 1999年1月1日 総　括 なし 芝浦工業大学教授

副会長 平山　善吉 1998年1月1日 研　究 なし 日本大学教授

　同 松原　忠策 1998年1月1日 会　務 なし ㈱松田平田専務取締

　同 上谷　宏二 1999年1月1日 支　部 なし 京都大学教授

　同 仙田　　満 1999年1月1日 情　報 なし 東京工業大学教授

　同 福士　勝夫 1999年1月1日 教　育 なし 大成建設㈱専務取締役

理　事 神田　　順 1998年1月1日 総　務 なし 東京大学教授

　同 鉾井　修一 1999年1月1日 　同 なし 京都大学教授

　同 西川　孝夫 1999年1月1日 　同 なし 東京都立大学教授

　同 嘉納　成男 1998年1月1日 会　計 なし 早稲田大学教授

　同 遠山　幸三 1999年1月1日 　同 なし 鹿島建設㈱技術研究所取締役所長

　同 藤江　澄夫 1998年1月1日 会　員 なし 清水建設㈱常務取締役設計本部長

　同 早野　　浩 1999年1月1日 　同 なし 文部省文教施設部技術参事官 99年3月退任

　同 谷　　直樹 1998年1月1日 学　術 なし 大阪市立大学教授

　同 関沢　勝一 1999年1月1日 　同 なし 日本大学教授

　同 平居　孝之 1999年1月1日 　同 なし 大分大学教授

　同 山口　重之 1998年1月1日 図　書 なし 京都工芸繊維大学教授

　同 若山　　滋 1999年1月1日 　同 なし 名古屋工業大学教授

　同 石村　孝夫 1998年1月1日 事業 なし ㈱久米設計代表取締役副社長

　同 小倉　善明 1999年1月1日 　同 なし ㈱日建設計常務取締役

　同 神田　　孜 1999年1月1日 　同 なし ㈱竹中工務店役員補佐

　同 小澤紀美子 1999年1月1日 　同 なし 東京学芸大学教授

　同 佐藤　親英 1998年1月1日 会　館 なし ㈱大林組取締役設計本部副本部長

　同 林　　雄嗣 1999年1月1日 　同 なし ㈱NTTファシリティーズ取締役都

市・建築設計本部長

　同 井野　　智 1998年1月1日 北海道支部長 なし 北海道大学教授

　同 大村　虔一 1998年11月5日 東北支部長 なし 東北大学教授

　同 友澤　史紀 1998年1月1日 関東支部長 なし 東京大学教授

　同 森野　捷輔 1999年1月1日 東海支部長 なし 三重大学教授

　同 久保　猛志 1998年1月1日 北陸支部長 なし 金沢工業大学教授

　同 辻　　文三 1999年1月1日 近畿支部長 なし 京都大学教授

　同 中村　雄治 1999年1月1日 中国支部長 なし 広島大学教授

　同 多田　善昭 1998年1月1日 四国支部長 なし 多田善昭建築設計事務所主宰

　同 常岡　　稔 1999年1月1日 九州支部長 なし ㈱日本設計取締役九州支社長

17.2　監　　監　　監　　監　　事事事事

役　名 氏　　名 就任年月日 担当職務 手当 現　　職 備考

監　事 斎藤　公男 1998年1月1日 なし 日本大学教授

　同 和田　　章 1999年1月1日 なし 東京工業大学教授
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17.3　評議評議評議評議員員員員

任　期 第52期：1998年11月1日～2000年10月31日 第51期：1997年11月1日～1999年10月31日

支　部 新　任　（所　属） 留　任　（所　属）

第 1区

北海道

定員 6名

越野　　武（北海道大学教授）

高崎　　格（札幌工業高等学校教諭）

船木　幹也（集団制作建築事務所代表取締役所長）

大矢　二郎（北海道東海大学芸術工学部長教授）

金森大三郎（伊藤組専務取締役）

坂田　輝廣（北海道建設部住宅都市局長）

第 2区

東　北

定員 8名

近江　　隆（東北大学教授）

春日井秀明（建設省東北地方建設局営繕部長）

倉田　光春（日本大学教授）

最知　一裕（仙台市都市整備局都市開発部長）

佐賀　武司（東北工業大学教授）

安室　　博（公共建築協会審議役）

山下　芳孝（JR東日本東北工事事務所建築課長）

若井　正一（日本大学教授）

第 3区

関　東

定員 50名

青木雄二郎（東急建設建築本部エンジニアリング部長）

井上　舜三（戸田建設取締役建築工事統轄部長）

石井　友彦（竹中工務店総本店設計本部長）

入江　正之（早稲田大学教授）

岩崎　和男（間組営業第二本部営業企画部長）

大塚　喜康（郵政省大臣官房施設部施設業務情報化推進室長）

小幡　　学（久米設計取締役構造設計部統括部長）

尾崎　　修（熊谷組技術本部副本部長兼技術研究所所長）

岡田　　恒（建設省建築研究所第三研究部複合構造研究官）

岡本　　宏（清水建設設計本部副本部長）

川本　明生（鹿島建設設計･エンジニアリング総事業本部次長）

小島　和典（大林組東京本社設計本部設計部長）

佐々木良夫（建設省大臣官房官庁営繕部監督課長）

筒井　　勲（竹中工務店技術研究所所長）

中川　　武（早稲田大学教授）

長谷見雄二（早稲田大学教授）

福島　七郎（新宿区都市整備部まちづくり推進室長）（注 3）

松本　敏夫（大成建設技術本部技術研究所長）

宮川　保之（大林組技術研究所空間アメニティ研究室長）

山際　二郎（日建設計常務取締役）

山口　範善（NTTファシリティーズエフエムアシスト取締役技師長）

山田　一信（日本鉄道建設公団関東支社設備部長）

山本　浩二（フジタ技術研究所副所長）

横沢　国夫（大成建設設計本部長）

和美　廣喜（鹿島建設技術研究所第四研究部長）

阿部　英夫（間組常務取締役建築本部長）

有田　桂吉（石本建築事務所常務取締役企画担当）

池田　正基（東急建設技術本部技術研究所長）

石橋　輝樹（鉄道総合技術研究所技術開発事業本部主幹）

稲田　泰夫（清水建設技術研究所副所長・企画部長）

海野　健一（竹中工務店技術研究所副所長）

小笠原　攻（清水建設設計本部副本部長）

大井　貴之（戸田建設建築設計統轄部構造設計部長）

表　佑太郎（大林組技術研究所副所長）

古瀬　　敏（建設省建築研究所企画部長）

嶋津　忠廣（鹿島建設技術研究所所次長兼企画室長）

清水　敬三（大林組東京本社設計本部設計部長）

菅野　　忠（鹿島建設設計･エンジニアリング総事業本部技師長）

仙田　　満（東京工業大学教授）

曽田五月也（早稲田大学教授）（注 1）

田中　昌二（大成建設建築本部建築技術部長）

中島　禎男（フジタ建築本部生産技術部長）

西野　敬史（熊谷組本社取締役建築本部長代行）

林　　雄嗣（NTTファシリティーズ取締役都市･建築設計本部長）

平田　　哲（竹中工務店東京本店設計部長）

福士　勝夫（大成建設専務取締役）

松原　忠策（松田平田専務取締役）

横井　孝史（北海道開発局営繕部長）

吉田　太一（郵政省大臣官房施設部建築技術高度化推進室長）

渡辺　　尚（佐藤工業常務取締役建築本部長）

第 4区

東　海

定員 12名

荒金　謙一（中部電力土木建築部建築グループ部長）

神谷東輝雄（名古屋市建築局指導部長）

佐藤　義信（日建設計名古屋事務所設計室長）

瀬口　哲夫（名古屋市立大学教授）

松本　直司（名古屋工業大学教授）

三井　富雄（竹中工務店名古屋支店設計部副部長）

神谷　茂夫（熊谷組設計本部設計部長中部設計グループ設計部長）

杉江　敏明（久米設計名古屋支社長）

佐々木研一（大林組名古屋支店建築設計部長）（注 2）

谷口　　元（名古屋大学教授）

比嘉俊太郎（愛知工業大学教授）

渡邊　昭彦（豊橋技術科学大学教授）

第 5区

北　陸

定員 6名

中込　忠男（信州大学教授）

松本　芳紀（福井大学助教授）

森　　俊偉（金沢工業大学教授）

川瀬　清孝

地濃　茂雄（新潟工科大学教授）

秦　　正徳（高岡短期大学助教授）
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第 6区

近　畿

定員 18名

大崎　　純（京都大学助教授）

木林　長仁（竹中工務店免震・制振本部副部長）

坂　　壽二（大阪市立大学教授）

重村　　力（神戸大学教授）

田澤　道生（大林組本店インタースペース部長）

高松　　伸（京都大学教授）

中塚　　佶（大阪大学助教授）

藤井　　栄（京都大学助教授）

藤田　佳広（大林組本店建築設計部副部長）

浮田　高志（安井建築設計事務所大阪事務所構造部副部長）

佐竹　啓一（鴻池組筑波技術研究所企画管理部企画課長）

佐藤　幸雄（奥村組本社建築設計部構造 2課長）

佐藤　隆二（大阪大学助教授）

高橋　久栄（地域都市計画センター・コア常任顧問）

高橋　康夫（京都大学教授）

立山　英二（近畿大学助教授）

布野　修司（京都大学助教授）

渡邉　史夫（京都大学教授）

第 7区

中　国

定員 6名

小林　定教（島根大学教授）

仲子　正則（山口県建築士会会長）

森保　洋之（広島工業大学教授）

嶋津　孝之（広島大学教授）

豊松　　毅（フジタ広島支店副支店長）

藤谷　義信（広島大学教授）

第 8区

四　国

定員 4名

菅　　善明（菅組代表取締役）

曲田　清維（愛媛大学教授）

佐伯　俊平（高知県土木部建築課副参事）

堤　　育二（堤建築設計研究室代表取締役室長）

第 9区

九　州

定員 10名

石本　元彦（福岡市住宅供給公社専務理事）

江崎　文也（九州共立大学教授）

越智　健之（熊本大学助教授）

西山　一正（東急建設九州支店取締役支店長）

山野　善郎（九州大学助教授）

菊地　成朋（九州大学教授）

佐藤　嘉昭（大分大学教授）

常岡　　稔（日本設計取締役九州支社長）

野口　　浩（大林組九州支店副支店長）

守　　明子（通商産業省工業技術院九州工業技術研究所主任研究官）

（注 1）斎藤公男君辞任に伴う繰上げ当選（任期：1998年 1月 1日～1999年 10月 31日）

（注 2）服部保彦君死亡に伴う繰上げ当選（任期：1998年 5月 1日～1999年 10月 31日）

（注 3）和田　章君辞任に伴う繰上げ当選（任期：1999年 1月 1日～2000年 10月 31日）



- 93 -

17.4　職　　職　　職　　職　　員員員員
1998年度末現在

職　　務 氏　　名 就任年月日 担任事務 備　　考

事務局長 斎藤　賢吉 1986年6月1日 総　　括

総務部長 工藤　光悦 1996年6月1日 総務総括

事業部長 鴫原　　毅 1996年6月1日 事業総括

課　長 真木　康守 1992年6月1日 総　　務

副主幹 森山　一之 1997年4月1日 　〃

係主任 山口　成人 1996年4月1日 　〃

係　員 小出　直子 1990年4月1日 　〃

　〃 須藤　智宏 1993年4月1日 　〃

　〃 栗原いず美 1997年4月1日 　〃

課　長 柴田　和広 1992年6月1日 会　　員

副主幹 森田　　進 1989年4月1日 　〃

係主任 芳沢ひとみ 1994年4月1日 　〃

課　長 春名　司雄 1988年4月1日 経　　理

副主幹 鈴木　幸代 1994年4月1日 　〃

係主任 山口　英樹 1995年4月1日 　〃

係　員 鈴木　大介 1993年1月6日 　〃

課　長 川田　昭朗 1992年6月1日 研究事業

副主幹 浜田　政治 1997年4月1日 　〃

　〃 三島　　隆 1997年4月1日 　〃

係　員 三枝ゆりえ 1991年4月1日 　〃

　〃 片寄　　尚 1993年4月1日 　〃

　〃 大野　智洋 1994年12月1日 　〃

　〃 榎本　和正 1995年4月1日 　〃

　〃 安　　裕和 1997年4月1日 　〃

課　長 斎藤　喜平 1994年4月1日 編集事業

副主幹 峯浦　　敏 1988年4月1日 　〃

係主任 小野寺　篤 1996年4月1日 　〃

係　員 伏見　朋枝 1993年4月1日 　〃

課　長 野口　留治 1987年4月1日 普及事業

調査役 鈴木　直彦 1988年1月1日 　〃

副主幹 今井　　浩 1997年4月1日 　〃

係主任 鎌田　潤一 1996年4月1日 　〃

　〃 米沢　香織 1998年4月1日 　〃

　〃 森脇　　博 1998年4月1日 　〃

課　長 奥津　昌哉 1987年4月1日 図書情報

副主幹 中村　幹久 1994年4月1日 　〃


