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1．会　　議

1.1　総　会

開催年月日

場　所
主　要　議　事　と　そ　の　処　理

1999. 5.31

建築会館ﾎｰﾙ

 1．1998 年度事業報告案を承認議決

 2．1998 年度収支決算，財産目録および未処分金処分案を承認議決

 3．1999 年度事業計画報告を承認

 4．1999 年度収支予算報告を承認

 5．日本建築学会倫理綱領・行動規範を承認議決

1999.10.20

（臨時）

本会会議室

 1．定款改正を承認議決

2000.3.23  1．2000 年度事業計画を承認議決

 2．2000 年度収支予算を承認議決

 3．新名誉会員 12 名を承認

1.2　評議員会

開催年月日

場　所
主　要　議　事　と　そ　の　処　理

1999. 5.18

本会会議室

 1．1998 年度事業報告案を承認議決

 2．1998 年度収支決算・財産目録および未処分金処分案を承認議決

 3．1998 年度各支部事業報告，収支決算および財産目録を承認議決

 4．1999 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

 6．日本建築学会倫理綱領・行動規範を承認議決

1999. 5.31

（通　信）

 1．会費長期滞納会員 1,475 名（正会員個人 1,443 名，準会員 32 名）の除名を承認議決

1999. 9.29

本会会議室

 1．定款改正を承認議決

 2．一般規則改正を承認議決

 3．役員選挙規則改正を承認議決

 4．経理規則改正を承認議決

1999.10.31

（通　信）

 1．各支部規程改正を承認議決

1.3　理事会（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

1999. 4. 20

本会会議室

 1．終身正会員待遇承認（4 名）

 2．1999 年日本建築学会大賞 2 件，日本建築学会賞論文 10 件，作品 3 件，業績 4 件，日本建

築学会奨励賞 15 件，日本建築学会作品選奨 12 件，日本建築学会文化賞 2 件を承認可決

 3．会費長期滞納の正会員（個人）1,721 名，準会員 54 名，合計 1,775 名について，下記の議

決条件で通信による評議員会に除名を付議することを承認可決

　「1999 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・
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監事は除名を留保することができる」

 4．総会時の役員担当を承認

 5．2000 年度大会は 9 月 8 日から 10 日の日程で東北支部地域で開催し，主会場を日本大学工

学部とすることを承認

 6．共催・後援・協賛名義使用承認

（1）共　催

　イ）「IASSシェル・空間構造の理論，設計および実現に関する国際シンポジウム」組織委

員会主催「IASSシェル・空間構造の理論，設計および実現に関する国際シンポジウム」

　ロ）日本学術会議人工物設計・生産研究連絡委員会接合工学専門委員会主催「平成11年度

溶接シンポジウム」

　ハ）中国文物学会主催「第2回世界民族建築国際会議」

（2）後　援

　イ）東京ガス・銀座ポケットパーク主催「東京ガス・銀座ポケットパーク－ファイナル展

示」

　ロ）（社）建築研究振興協会主催「建築物の維持保全シンポジウム」

　ハ）（社）プレストレストコンクリート技術協会・（社）プレストレストコンクリート建

設業協会主催「プレストレストコンクリート建築技術講習会（第8回）」

　ニ）東京ガス㈱主催「第13回建築環境デザインコンペティション－建築と設備のトータル

な調和を求めて」

　ホ）東京ガス（株）主催「都市エネルギー・産業エネルギー共催フェア ’99」

　ヘ）㈱日経ビーピー主催「第5回デジタルデザイン・コンペティション」

　ト）日本学術会議IGBP Congress組織委員会主催「国際会議／IGBP Congress」

（3）協　賛

　イ）（社）溶接学会主催「平成11年度溶接工学夏季大学」

　ロ）（社）腐食防食協会主催「第20回技術セミナー／腐食を理解するための電気化学入門」

　ハ）（社）腐食防食協会主催「第46回材料と環境討論会」

　ニ）（財）日本建築センター主催「講習会／平成11年5月1日施行　改正建築基準法・施行

令等の解説」

　ホ）先端材料技術協会主催「第6回SAMPE先端材料技術国際会議（シンポジウム・展示会）

－SAMPE JAPAN ‘99」

　へ）日本熱物性学会主催「第20回日本熱物性シンポジウム」

　ト）（社）公共建築協会主催「グリーン庁舎計画指針講習会」

　チ）日本ウォータージェット学会主催「ウォータージェット技術の新分野への応用に関す

る国際シンポジウム」

　リ）（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－生物に学ぶ，

役立つロボット技術」

　ヌ）（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38回

宅地造成技術講習会」

　ル）（社）建築設備技術者協会主催「講習会／21世紀の建築・設備維持管理手法」

　ヲ）（社）日本騒音制御工学会主催「平成11年度騒音・振動技術講習会（第41回）」

　ワ）日本光弾性学会主催「日本光弾性学会第21回研究発表講演会」

　カ）（社）日本金属学会主催「シンポジウム／材料における安全学の構築」

　ヨ）（社）日本機械学会主催「第9回設計工学・システム部門講演会」

［報告・懇談事項］

 1．日本技術者教育認定制度（案）に関する学協会会長説明会報告および教育問題への学会

の対応について

 2．本会の規準・仕様書のあり方検討懇談会報告

 3．日本学術会議連絡会報告

 4．定款改正と現理事の任期について
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5 月理事会

1999. 5.11

本会会議室

 1．終身正会員待遇承認（14 名）

 2．評議員会議案として下記 6 件を付議することを承認可決

（1）1998 年度事業報告案について

（2）1998 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）1998 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）1999 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

（6）倫理綱領・行動規範の制定について

 3．大賞選考委員会委員を選任した。

 4．1999 年内部的監査報告において指摘された事項について検討することとした。

 5．共催・後援・協賛名義使用承認

（1）共　催

　イ）日本学術会議第5部社会環境工学研究連絡委員会環境工学専門委員会主催「第15回環境

工学連合講演会」

　ロ）日本学術会議第5部社会工学研究連絡委員会都市地域計画専門委員会主催「シンポジウ

ム／都市と都市計画－世紀末から新世紀へ」

（2）後　援

　イ）（社）土木学会主催「シンポジウム／社会基盤整備に関する事業評価の意義」

（3）協　賛

　イ）（社）日本材料学会主催「第6回材料の衝撃問題シンポジウム」

　ロ）第7回西太平洋地区音響学会議主催「第7回西太平洋地区音響学会議」

　ハ）（社）腐食防食協会主催「第21回技術セミナー／材料の腐食寿命予測の基礎」

　ニ）（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」

　ホ）（社）日本音響学会主催「第62回技術講習会／音の評価のための心理学的測定法」

 6．委託研究受託承認

（1）（社）全国解体工事業団体連合会委託「木造建築物等の解体工事施工指針（案）・同解

説」の作成

（2）沖縄電力㈱から九州支部へ委託「石炭灰のコンクリートへの大量使用に関する研究」

［報告・懇談事項］

 1．建築・土木両学会の正副会長会議の報告

 2．本会の対外意見表明と手続きについて

 3．建築教育認定機構（仮称）設立準備会設置について

 4．1999 年度大会（中国）の学術講演会発表申込みについて

 5．建築雑誌 4 月号「故大島久次先生追悼文」誤植ならびに関係職員の処分について

 6．定款改正に伴う臨時総会までの日程案

6月担当理事会

1999. 6.15

本会会議室

 1．終身正会員待遇承認（15 名）

 2．委託研究受託承認

（1）自治省税務局資産評価室委託「家屋評価に係る経年減点補正率等の見直しに係る調査研

究」

（2）自治省税務局資産評価室委託「木造家屋及び非木造家屋に係る物価水準による補正率及

び設計管理費等による補正率の決定についての基礎資料の作成」

（3）（財）資産評価システム研究センター委託「損耗減点補正率基準表の見直しに関する調

査研究」

（4）川鉄エンジニアリング（株）・大阪市から近畿支部へ委託「大阪市営佃第2住宅建設前後

における風環境調査」

 3．後援・協賛名義使用承認

（1）後　援
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　イ）日本トイレ協会主催「アジア・太平洋トイレシンポジウム ’99」

　ロ）（社）日本建築士事務所協会連合会主催「知っておきたいRC造建築物の工事監理講習

会」

　ハ）同済大学主催「The 3rd Asia Symposium on Polymers in Concrete (ASPIC-2000)」

　ニ）（社）鋼材倶楽部主催「第6期鉄骨建築サマーアカデミー」

　ホ）（社）日本コンクリート工学協会主催「第32回コンクリート技術講習会」

　ヘ）（社）日本圧接協会主催「鉄筋のガス圧接工事標準仕様書改正のための講習会」

　ト）東京大学大学院人文社会系研究科文学部主催「建築における時間」

　チ）土木建築書協会主催「第一回土木・建築図書特別展示即売会」

（2）協　賛

　イ）（社）溶接学会主催「界面接合研究委員会セミナー／新しいろう付の可能性を探る－先

端科学は生産にどこまで役立てられるか」

　ロ）（社）空気調和・衛生工学会主催「平成11年度中堅技術者のための研修会」

　ハ）ブリティッシュ・コロンビア大学土木工学科主催「The Third International Conference on

Concrete under Severe Conditions of Environment and Loading (CONSEC ’01)」

　ニ）（社）日本ロボット学会主催「ロボット工学セミナー（ADVANCED SEMINAR）／第60

回ネットワークとロボティクス」

　ホ）（社）日本材料学会主催「第17回材料・構造信頼性シンポジウム」

　ヘ）（社）可視化情報学会主催「可視化情報学会全国講演会（関西）」

　ト）日本医療福祉設備協会・（社）日本能率協会主催「第28回日本医療福祉設備学会　併設

「HOSPEX  JAPAN ’99」（医療・福祉施設のための設備・機器総合展）」

　チ）（財）日本建築センター主催「「連担建築物設計制度活用」講習会－設計・契約の実務」

　リ）（社）日本造船学会主催「第15回海洋工学シンポジウム／豊かさを海に求めて」

　ヌ）（財）高度情報科学技術研究機構主催「固体地球変動予測のための並列ソフトウエア開

発に関する研究／第1回Geo FEMセミナー」

　ル）（社）日本基礎建設協会主催「場所打ちコンクリート杭技術講習会」

 4．1999 年日本建築学会賞賞牌レプリカ作製を承認

［報告・懇談事項］

 1．1999 年度上期国際交流振興基金の配分について

 2．定款改正について

7 月理事会

1999. 7.21

本会会議室

 1．終身正会員待遇承認（7 名）

 2．定款改正案を評議員会に付議することを承認可決

 3．定款改正にともなう一般規則，役員選挙規則，経理規則の改正案を評議員会に付議する

ことを承認可決

 4．定款改正等の日程および評議員会・臨時総会の役員分担について承認

 5．「日本におけるモダン・ムーブメントの建築 20 選」にリストアップされた建物の所有者

等へ報告することを承認

 6．日本技術者教育認定機構（JABEE）へ設立発起人として参加することを承認可決

 7．谷資信記念基金の設置を承認可決

 8．中国支部からガイドブック「中国地方のまち並み」を刊行することを承認

 9．2000 年度大会（東北）の大会委員会・実行委員会委員の委嘱を承認

10．委託研究受託承認

（1）西日本環境エネルギー（株）から九州支部へ委託「建物用途別熱負荷比較検討（事務所

および病院）」

11．共催・後援・協賛名義使用承認

（1）共　催
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　イ）日本学術会議第5部社会環境工学研究連絡委員会環境工学専門委員会主催「日本学術会

議50周年記念第3回環境工学サロン／紫外線による人体影響と環境浄化技術」

　ロ）（財）JICE日本国際協力センター・JSA日本国政府アンコール遺跡救済チーム主催「ア

ンコール遺跡保存事業にかかるシンポジウム」

　ハ）（社）日本伝熱学会主催「第37回日本伝熱シンポジウム」

　ニ）エコケミストリー研究会主催「シンポジウム／室内汚染と化学物質過敏症」

（2）後　援

　イ）A/E/C SYSTEMS JAPAN組織委員会主催「建築新技術展／国際セミナー－A/E/C

SYSTEMS JAPAN ’99」

　ロ）（財）新津市文化振興財団・（株）リビング・デザインセンター主催「イタリア建築

界の巨匠エットレ・ソットサス展／ソットサスと仲間たちの軌跡・1980/1999」

　ハ）日本数値流体力学会主催「第13回数値流体力学シンポジウム」

　ニ）「瀋陽フォーラム」日本実行委員会主催「東北アジア都市歴史環境会議／瀋陽フォー

ラム」

　ホ）（社）建築業協会主催「第9回BCS・建築セミナー」

　ヘ）文化遺産としてのモダニズム建築展実行委員会主催「文化遺産としてのモダニズム建

築展－DOCOMOMO 20選」

（3）協　賛

　イ）（財）日本建築センター主催「CFT構造技術指針・同解説講習会」

　ロ）（社）溶接学会主催「溶接冶金研究委員会シンポジウム／溶接部の材料挙動のモデリ

ングとシミュレーション」

　ハ）（社）溶接学会主催「界面接合研究委員会セミナー／ろう付の新しい可能性を探る－

先端科学は生産にどこまで役立てられるか」

　ニ）（社）日本エネルギー学会主催「第3回フォーラム・エネルギー21－環境制約下のグロ

ーバルビジネスを展望する」

　ホ）（財）ベターリビング主催「住宅の品質確保の促進等に関する法律セミナー」

　ヘ）（財）スガウェザリング技術振興財団主催「第29・30回スガウェザリング学術講演会」

　ト）人間－生活環境系会議主催「第23回人間－生活環境系シンポジウム」

　チ）（社）日本鉄鋼協会生産技術部門育成委員会主催「第171・172回西山記念技術講座／

市場に応える鋼管製品と技術」

　リ）（社）日本能率協会・（社）日本住宅設備システム協会主催「JAPAN HOME SHOW 99」

　ヌ）（社）エレクトロニクス実装学会主催「エコデザイン ’99ジャパンシンポジウム」

　ル）（社）強化プラスチック協会主催「44th FRP CON-EX ’99 in NAGOYA講演会」

　ヲ）日本人間工学会主催「シンポジウム／カーナビ・携帯電話の利用性と人間工学」

　ワ）（社）日本材料学会主催「第22回材料講習会／ISO 9000認証取得・維持支援講習会－測

定・検査機器のトレーサビリティーとその実際」

　カ）（財）ヒートポンプ・蓄熱センター主催「平成11年度氷蓄熱普及促進セミナーおよび

蓄熱技術研修会」

　ヨ）アルミニウム建築構造協議会主催「第3回設計セミナー」

12．8 月理事会を休会とすることを承認

［報告・懇談事項］

 1．建築関係四団体と本会の会長会議報告

 2．建築裁判に関する建築学会の貢献の可能性について

 3．対外意見表明に関するアンケート結果報告

 4．1999 年度大会（中国）における理事分担について

 5．1999 年度設計競技（技術部門）審査結果報告

 6．建築教育振興基金（タジマ基金）補填寄贈について

 7．1999 年優秀卒業論文賞・優秀修士論文賞の決定について

 8．定款・諸規則改正にともなう各支部規程・支部役員選挙細則改正案について

 9．第 38 回竹中育英会建築研究助成金交付者報告
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9 月担当理事会

1999. 9.14

本会会議室

 1．終身正会員待遇承認（6 名）

 2．委託研究受託承認

（1）文部省大臣官房文教施設部委託「学校施設の維持管理に関する調査研究について」

（2）免震構造研究会委託「免震構造の設計体系の構築に関する調査研究」

（3）住宅・都市整備公団九州支社から九州支部へ委託「建築物のコンクリートの劣化に関す

る研究」

（4）（財）2005年日本国際博覧会協会から東海支部へ委託「環境負荷低減型建築構造計画お

よび施工法の基礎調査研究」

 3．後援・協賛名義使用承認

（1）後　援

　イ）（財）日本建築防災協会主催「連続繊維補強材を用いた耐震改修設計・施工指針講習会」

　ロ）第14回「大学と科学」公開シンポジウム組織委員会主催「第14回「大学と科学」公開

シンポジウム／エジプトを掘る－それをめぐる様々な学問分野」

　ハ）全国町並み保存連盟主催「全国町並み保存連盟　第22回全国町並みゼミ臼杵大会」

　ニ）（社）日本免震構造協会主催「第6回免震フォーラム／建築と免震－その優位性を探る」

　ホ）都市環境デザイン会議　関西ブロック主催「第8回都市環境デザインフォーラム・関西

／参加型都市環境デザインをさぐる－神戸からのまちづくり」

　ヘ）東京ガス（株）・（株）リビング・デザインセンター主催「ユニバーサルデザイン展－

だれにでも使いやすいモノ・やさしい生活環境」

　ト）（社）日本溶接協会主催「建築鉄骨での脆性的破壊と鋼材破壊靭性セミナー／第13回溶

接構造用鋼材に関する研究発表会」

　チ）（社）建築設備綜合協会主催「第75回建築設備綜合ゼミナール」

　リ）（社）日本建築美術工芸協会主催「第11回 ’99広島aaca景観シンポジウム－瀬戸内文化

と景観」

　ヌ）（財）日本美術協会主催「高松宮殿下記念世界文化賞・受賞者記念講演会－槇文彦建築

を語る」

　ル）東京電力（株）主催「第4回TEPCO快適住宅コンテスト－人にも環境にも優しい快適住

宅」

　ヲ）全米林産物製紙協会主催「第4回日米住宅シンポジウム・American Wood Design Awards」

　ワ）歴史・文化のまちづくり研究会主催「第6回歴史・文化のまちづくりセミナー／瀬戸内

海のこれから」

　カ）早稲田大学理工学総合研究センター主催「ビジョン討論会－政・官・学の大都市再生

論」

　ヨ）（社）鋼材倶楽部主催「中堅建築技術者向け集中講座／第3期九州地区鉄骨建築アカデ

ミー」

　タ）（社）日本左官業組合連合会主催「第35回全国左官技能競技大会」

（2）協　賛

　イ）（社）腐食防食協会主催「第25回腐食防食入門講習会」

　ロ）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 ’99（第

15回）」

　ハ）日本複合材料学会主催「第24回複合材料シンポジウム」

　ニ）（社）可視化情報学会主催「可視化情報学会ワークショップ／最新情報：3次元PIV」

　ホ）（社）自動車技術会主催「No.9909シンポジウム－次世代の自動車開発を支えるCAE」
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　ヘ）日本材料強度学会主催「第44回材料強度と破壊総合シンポジウム」

　ト）日本塗装技術協会主催「第16回塗料・塗装研究発表会」

　チ）日本学術会議医用生体工学専門委員会福祉工学関連学科連絡協議会主催「日本学術会

議50周年記念，医用生体工学専門委員会シンポジウム／福祉社会を創る工学・技術の

連携を求めて」

　リ）日本生理人類学会主催「日本生理人類学セミナー／感性科学と生活」

　ヌ）科学技術庁金属材料技術研究所主催「第4回超鉄鋼ワークショップ」

　ル）（社）色材協会主催「’99色材分析セミナー／製品開発に役立つ分析－分析による樹脂

のキャラクタリゼーション」

　ヲ）（社）日本材料学会主催「第29回FRPシンポジウム」

　ワ）日本睡眠環境学会主催「第15回睡眠環境シンポジウム」

　カ）（財）住宅・建築省エネルギー機構主催「第8回環境・省エネルギー建築賞」

　ヨ）（社）空気調和・衛生工学会主催「平成11年度講習会／最新の設備計画と実施例－研究

施設・生産施設」

　タ）（社）日本騒音制御工学会主催「平成11年度騒音・振動技術講習会（第42回）」

　レ）（社）公共建築協会主催「ISO 9000s適用建築工事施工管理要領講習会」

　ソ）（社）日本材料学会主催「第36回Ｘ線材料強度に関する討論会／表面改質技術とＸ線残

留応力測定」

　ツ）日本学術会議化学研究連絡委員会他3研究連絡委員会主催「日本学術会議50周年記念第

6回界面シンポジウム／先端デバイスの進展と界面制御」

［報告・懇談事項］

 1．定款改正案に対する意見について

 2．対外意見表明にあたっての申し合わせ（案）について

 3．'99 アーキテクチュア・オブ・ザ・イヤー展について

 4．1999 年度建築文化事業開催報告

1999.9.22

（通信）

 1．一般規則改正案のうち保留となっていた条文を原案どおり評議員会に付議することを承

認可決

 2．「対外的意見表明にあたっての申し合わせ」を承認可決

10 月理事会

1999.10.19

本会会議室

 1．終身正会員待遇承認（8 名）

 2．各支部規程改正案を通信評議員会に付議することを承認可決

 3．各支部役員選挙細則改正案を承認可決

 4．災害調査研究基金，建築文化振興基金の取り崩しを承認可決

 5．日本技術者教育認定機構への入会および同機構の理事・委員会委員を承認可決

 6．委託研究受託承認

（1）（株）長谷工コーポレーション・（株）長谷工設計から近畿支部へ委託「（仮称）浜甲

子園計画の風環境に関する風洞実験調査」

 7．共催・後援・協賛名義使用承認

（1）共　催

　イ）（社）日本工学教育協会主催「第7回「工学教育」連合講演会」

　ロ）（社）日本アイソトープ協会主催「第37回理工学における同位元素研究発表会」

　ハ）第38回原子力総合シンポジウム運営委員会主催「第38回原子力総合シンポジウム」

　ニ）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30回安全工学シ

ンポジウム」
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　ホ）（社）日本ロボット工業会主催「第8回建設ロボットシンポジウム」

（2）後　援

　イ）昭和女子大学主催「第5回ベトナムホイアン町並み保存国際シンポジウム／ベトナムに

おける文化財保存について」

　ロ）環境共生住宅推進協議会主催「環境共生住宅技術者講習会」

（3）協　賛

　イ）システム制御情報学会主催「第49回システム制御情報講習会／情報の高度利用技術－

21世紀の情報社会を生きる知恵」

　ロ）（社）日本非破壊検査協会主催「第7回超音波による非破壊評価シンポジウム」

　ハ）「テクノ・オ－シャン2000」組織委員会主催「テクノ・オ－シャン2000／国際見本市・

国際シンポジウム・学術研究団体展」

　ニ）アルミニウム建築構造協議会主催「第8回アルミニウム建築構造講演会」

　ホ）（社）腐食防食協会主催「第123回腐食防食シンポジウム／耐候性鋼のさびサイエンス」

　ヘ）（社）腐食防食協会主催「第22回技術セミナー／有機材料の劣化とその対策」

　ト）（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2000－新世紀へ羽ば

たくロボ・メカ技術」

　チ）日本経済新聞社主催「建築・建材展2000（第6回）」

　リ）（財）都市づくりパブリックデザインセンター・景観材料推進協議会・日本経済新聞

社主催「アーバン・デザイン2000（第2回）」

　ヌ）（社）日本空気清浄協会主催「第18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」

　ル）（社）建築設備技術者協会・（社）日本能率協会主催「第32回2000建築設備技術会議」

 8．2000 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 2000 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．建築関係団体会長懇談会報告

 2．法曹界との懇談報告

 3．組織機構の一部改組ならびに事務機構の再編案について

 4．日本学術会議の最近の動向報告

 5．2000 年度事業計画・収支予算編成上の基本方針案について

 6．定款改正について

 7．1999 年度大会（中国）概要報告

 8．1999 年度下期国際交流振興基金の援助事業・援助額について

 9．第 3 回アジアの建築交流国際シンポジウムについて

10．名誉会員談話室・役員会議室の設置について

11月担当理事会

1999.11.16

本会会議室

 1．終身正会員待遇承認（8 名）

 2．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15回環境工学連合講演会／21世紀の社会を担う環境工学」

　ロ）（社）文教施設協会主催「平成11年度既存非木造学校建物の耐力度測定方法実務講習

会」

　ハ）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
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委員会主催「第44回材料研究連合講演会」

　ニ）建築耐震設計者連合主催「トルコ・台湾地震報告会」

（2）後　援

　イ）集合住宅管理組合センター・集合住宅維持管理機構主催「第1回シンポジウム／建物診

断がマンションの寿命を決める」

　ロ）（社）全国建築コンクリートブロック工業会主催「講演会／100年住宅を目指して・コ

ンクリートメーソンリー住宅の魅力」

　ハ）日経サイエンス社主催「2000年度第6回コンピューター・ビジュアリゼーション・コン

テスト」

　ニ）（社）プレストレストコンクリート技術協会主催「第28回プレストレストコンクリート

技術講習会」

　ホ）ゆきみらい2000とやま実行委員会主催「ゆきみらい2000とやま」

　ヘ）（財）震災予防協会主催「第15回講演会／震災と防災教育」

　ト）（社）建築研究振興協会主催「講習会／鉄骨造建築物の性能設計と耐震診断及び補強設

計」

　チ）新エネルギー・産業技術総合開発機構主催「新エネルギーセミナーキャラバン ’99」

（3）協　賛

　イ）（社）大阪国際見本市委員会主催「テクテキスタイル・アジア2000／産業用繊維と製品

の国際見本市」

　ロ）日本計算工学会主催「第5回日本計算工学会講演会」

　ハ）（社）日本防錆技術協会主催「第20回防錆防食技術発表大会」

　ニ）複合材料界面科学研究会主催「第8回複合材料界面シンポジウム」

　ホ）第2回材料に関する国際会議主催「第2回材料に関する国際会議」

　ヘ）ESR応用計測研究会主催「第15回ESR応用計測研究会」

　ト）（社）空気調和・衛生工学会主催「第30回セミナー／建築設備とロングライフ」

　チ）（社）日本冷凍空調学会主催「第34回空気調和・冷凍連合講演会」

［報告・懇談事項］

 1．評議員選挙結果について

 2．定款改正について

12 月理事会

1999.12.14

本会会議室

 1．終身正会員待遇承認（5 名）

 2．2000 年度事業計画・収支予算編成上の基本方針案を承認可決

 3．調査研究関係専門委員会運営に関する共通規程の改正に伴う各調査研究委員会運営規程

の改正を承認可決

 4．委託研究受託承認

（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」

 5．共催・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・海事工学専門委員会第2回海事工学シ

ンポジウム実行委員会主催「第2回海事工学シンポジウム」

　ロ）日本学術会議メカニクス・構造研究連絡委員会構造工学専門委員会，人間と工学研究

連絡委員会安全工学専門委員会主催「第4回構造物の安全性および信頼性に関するシンポ

ジウム」

　ハ）日本学術会議社会環境工学研究連絡委員会自然災害工学専門委員会主催「第16回風工

学シンポジウム」
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　ニ）ISO/TC163断熱国内審議会主催「第13回TC163断熱規格シンポジウム」

（2）後　援

　イ）（財）日本建築防災協会主催「既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針講習

会」

　ロ）阪神・淡路まちづくり支援機構主催「まちづくり支援全国交流シンポジウム」

　ハ）（社）建築設備綜合協会主催「第76回建築設備綜合ゼミナール／21世紀の諸問題を解決

するための建築設備の最新技術その4」

　ニ）痴呆性高齢者ケアにおける日・豪共同研究大会実行委員会主催「痴呆性高齢者ケアに

おける日・豪共同研究大会／日・豪の痴呆性高齢者ケア－人・環境・グループホーム」

（3）協　賛

　イ）（社）日本流体力学会主催「第32回乱流シンポジウム・第11回計算流体シンポジウム・

第5回環境流体シンポジウム」

　ロ）日本数値流体力学会・日本流体力学会主催「計算流体力学講習会／LESのフロンティア

－熱・流体解析の最強ツールを求めて」

　ハ）日本ファジィ学会主催「講習会／マルチエージェント－21世紀への展望」

　ニ）（社）公共建築協会主催「ISO 9000s適用建築工事施工管理要領講習会」

　ホ）（社）日本非破壊検査協会主催「第31回応力・ひずみ測定と強度評価シンポジウム」

　ヘ）（財）日本建築センター主催「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」

　ト）（財）地域開発研究所建築施工管理技術研究会主催「平成12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」

　チ）（社）日本ゴム協会主催「設計者のための『免震用積層ゴム』講演会」

　リ）（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」

　ヌ）日本接着学会主催「2000年度第38回日本接着学会年次大会」

　ル）（社）可視化情報学会主催「第28回可視化情報シンポジウム」

　ヲ）（社）空気調和・衛生工学会主催「平成12年度初級技術者のための研修会」

　ワ）（社）日本材料学会主催「講習会／リサイクル対策の戦略・新技術と事業化への展望」

　カ）（社）日本鋼構造協会主催「第8回鋼構造シンポジウム」

 6．2000 年主要行事日程（1 月～5 月）を承認

［報告・懇談事項］

 1．副会長・監事・支部長選挙結果報告

 2．1999 年度日本建築学会大会（中国）会計報告

 3．四国支部創立 50 周年記念事業報告

 4．2001年度大会について

 5．司法支援・地球環境建築憲章の提案

 6．作品選集および作品選奨について，1999年度設計競技全国入選者報告

 7．情報委員会報告

 8．「都市計画制度の見直しに当たって」についての意見書について

 9．UIA第4地域代表理事ルイーズ・コックス女史の質問状に対する意見書について

10．’99アーキテクチュア・オブ・ザ・イヤー展開催報告

11．平成11年度鹿島学術振興財団研究助成候補について

12．東北支部事務所移転に伴う財政支援について



－ 11 －

1 月理事会

2000. 1.19

本会会議室

 1．終身正会員待遇承認（3 名）

 2．定款・一般規則・選挙規則・経理規則の改正に伴う規程類の改正を承認可決

 3．企画運営委員会に企画小委員会を設置することを承認可決

 4．日本学術会議会員候補者および推薦人を承認可決

 5．12 名の名誉会員候補を通常総会に付議することを承認可決

 6．2000 年度事業計画・収支予算および 1999 年度事業報告・収支決算両案の作成方法と作成

日程を承認

 7．旧日本勧業銀行本店別棟および旧クラブハウス，旧下関郵便局電話課事務室の保存活用

に関する要望書の提出を承認可決

 8．事務局組織機構の再編を承認

 9．2001 年度大会を関東支部地域で開催することを関東支部長に要請

10．委託研究受託承認

（1）（社）プレハブ建築協会委託「プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の施工技術及び

品質管理方法に関する調査・研究」

11．共催・後援・協賛名義使用承認

（1）共　催

　イ）日本学術会議第5部会員生活環境設計専門委員会主催「日本学術会議第5部生活環境設

計専門委員会第3回シンポジウム－21世紀に向けた人間～生活環境系学問体系の展望」

　ロ）日本学術会議リサイクル工学専門委員会主催「リサイクル工学シンポジウム」

（2）後　援

　イ）（社）建築研究振興協会・構造調査コンサルティング協会主催「『既存建築物の耐震

診断・耐震補強マニュアル』説明会」

　ロ）（社）建築研究振興協会主催「建築技術研究フォーラム2000／性能で捉える建築・住

宅」

　ハ）（社）日本品質管理学会主催「JSQC緊急シンポジウム／未然防止－その技術と管理『私

たちは一連の事故から何を学ぶか』」

　ニ）（社）日本コンクリート工学協会主催「軽量コンクリートの性能の多様化と利用の拡

大」

　ホ）東北大学主催「若材齢コンクリートのひび割れ制御に関する国際ワークショップ」

　へ）岡山まちなみまちづくり展実行委員会主催「岡山まちなみまちづくり展」

　ト）「地震から文化財を守る」シンポジウム実行委員会主催「国際シンポジウム／地震か

ら文化財を守る－阪神・淡路大震災5周年と台湾大地震」

　チ）（社）日本コンクリート工学協会主催「耐震補強の評価に関する研究委員会報告会お

よびコンクリート構造物の耐震補強『研究と実施』に関する日米シンポジウム」

　リ）（社）鋼材倶楽部主催「建築用鋼材とその利用技術講習会」

　ヌ）日本大学理工学部主催「アンコールワット国際シンポジウム」

（3）協　賛

　イ）（財）日本建築センター主催「改訂／建築設備耐震設計・施工指針講習会」

　ロ）（財）日本建築センター主催「セメント系固化材を用いた深層・浅層混合処理工法／

建築物の『改良地盤の設計及び品質管理指針』講習会」

　ハ）（財）日本建築センター主催「枠組壁工法技術基準の性能規定化講習会」

　ニ）（財）日本建築センター主催「セミナー／住宅の免震構造設計・施工について」

　ホ）（財）日本建築センター主催「3階建混構造住宅講習会」

　ヘ）（社）日本非破壊検査協会主催「保護材上からの保守検査技術シンポジウム」

　ト）（社）公共建築協会主催「技術者のための衛星テレビセミナー」
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　チ）（社）日本機械学会主催「Dynamics and Design Conference 2000」

　リ）（社）可視化情報学会主催「可視化情報学会講習会／技術論文のためのPFDの作り方」

　ヌ）（社）日本騒音制御工学会主催「（社）日本騒音制御工学会研究部会分科会報告会（第

13回）」

　ル）（財）ベターリビング主催「住宅ストック形成・有効活用システム提案募集」

　ヲ）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2000／システム同

定の最前線」

［報告・懇談事項］

 1．「都市計画制度の見直しに当たって」についての意見書提出の報告

 2．民事調停委員の推薦について

 3．中華民国建築学会からの被災した歴史的建造物の修復専門家の派遣依頼について

 4．地球環境建築憲章起草委員会の設置について

 5．英文情報誌の刊行について

 6．通常総会の議事と役員分担について

2月担当理事会

2000. 2. 9

本会会議室

 1．終身正会員待遇承認（3 名）

 2．委託研究受託承認

（1）（株）アール・アイ・エー，阪神西宮駅再開発組合から近畿支部へ委託「（仮称）阪神

西宮駅前再開発に関する風環境および風圧力の風洞実験調査」

 3．共催・後援・協賛名義使用承認

（1）共　催

　イ）日本学術振興会・制震（振）構造技術第157委員会，第2回日本制震（振）シンポジウム

実行委員会主催「第2回日本制震（振）シンポジウム」

（2）後　援

　イ）（社）鋼材倶楽部主催「第5期近畿地区鉄骨建築アカデミー」

　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／世界のコンクリート耐久性問題」

　ハ）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3回2000マンション

ライフフェア中部／集まってつくるからこそ楽しいマンション生活」

　ニ）（社）日本コンクリート工学協会主催「シンポジウム／コンクリートの長期耐久性」

　ホ）ケンブリッジ大学マーティンセンター講演会実行委員会主催「ケンブリッジ大学建築

学科マーティンセンター講演会－コンピュータ／インターネット技術の研究と活用－」

（3）協　賛

　イ）（社）溶接学会主催「第26回実用溶接講座／ステンレス鋼・特殊鋼の溶接技術」

　ロ）知能ロボットとシステムに関する国際会議（IROS2000）実行委員会主催「知能ロボッ

トとシステムに関する国際会議」

　ハ）（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」

　ニ）（社）日本機械学会主催「最適化シンポジウム2000（OPTIS2000）」

　ホ）（社）日本ロボット学会主催「ロボット工学セミナー（ADVANCED SEMINAR）第61

回講習会－実時間UNIXによるロボット制御の最新動向－」

　へ）（社）溶接学会主催「平成12年度溶接技術基礎講座」

　ト）アルミニウム建築構造協議会主催「第4回アルミニウム建築構造設計セミナー」

　チ）（社）空気調和・衛生工学会主催「平成12年度中堅技術者のための研修会」
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［報告・懇談事項］

 1．日本技術者教育認定機構設立後の経過報告

 2．建築士継続教育システム検討会の発足について

 3．建築関係紛争の民事調停委員の推薦について

2000. 3.10

（通信）

 1．建築基準法施行令一部改正についての意見書の提出を承認可決

3 月理事会

2000. 3.15

本会会議室

 1．終身正会員待遇承認（5 名）

 2．2000 年度事業計画・収支予算および名誉会員の推挙を 3 月 23 日開催の通常総会に付議す

ることを承認可決

 3．論文集応募規程・技術報告集応募規程の一部改正を承認可決

 4．2000 年度大会（東北）の参加費について，下記のとおり承認

　・正会員一般　　　　4,000 円

　・正会員院生　　　　2,000 円

　・会員外一般　　　　7,000 円

　・会員外院生　　　　3,000 円

　・準会員・学部学生 　　無料

 5．2000 年度支部研究補助費の交付を承認可決

 6．委託研究受託承認

（1）小樽市から北海道支部へ委託「中央通地区歴史的建造物実測調査業務」

（2）㈱長谷工コーポレーション・㈱長谷工設計から近畿支部へ委託「（仮称）鴨谷台計画に

関する風洞実験および設計用風荷重調査」

 7．地球環境建築憲章起草委員会の設置を承認可決

 8．共催・後援・協賛名義使用承認

（1）共　催

　イ）日本学術会議第5部社会環境工学研究連絡委員会環境工学専門委員会主催「第4回環境

工学サロン－大気環境微粒子とその健康影響」

　ロ）日本風工学会主催「風災害フォーラム／21世紀を前に－強風災害の変遷と教訓」

　ハ）日本燃焼学会主催「第38回燃焼シンポジウム」

　ニ）オープンビルディング東京2000実行委員会主催「国際シンポジウムContinuous

Customization in Housing（個を大切に住み継ぐために－ハウジングにおける継続的カスタ

マイゼーション）」

　ホ）日本学術会議第5部社会工学研連都市地域計画専門委員会主催「日本学術会議50周年記

念・第3回都市地域計画シンポジウム／21世紀の都市を展望する－都市と都市計画」

　ヘ）ヘルシンキ2000日本委員会主催「Next Thirty Years : towards senior society」

（2）後　援

　イ）（社）鋼材倶楽部主催「スチールファイバー講習会／安全なコンクリートと鋼繊維補

強」

　ロ）日本学術会議主催「インターアカデミーパネル2000年会議及び第8回アジア学術会議」

　ハ）（社）鋼材倶楽部主催「2000年都市開発セミナー／転換期を迎えた日本の都市づくり」

　ニ）大阪大学大学院工学研究科主催「痴呆性高齢者の生活環境をめぐる国際シンポジウム

－グループホームと比較文化的視点から」

　ホ）建築再生デザイン会議主催「建築再生デザイン会議」

　ヘ）（株）日経ビーピー主催「第6回デジタルデザイン・コンペティション」

　ト）筑波大学・マクハーグ氏記念講演会実行委員会主催「イアン・L・マクハーグ氏『日本

国際賞』受賞記念特別講演会」

　チ）「海を渡った大工道具展」実行委員会主催「海を渡った大工道具展－オランダ・ライ

デン国立民族学博物館コレクション」
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　リ）歴史・文化のまちづくり研究会主催「第7回歴史・文化のまちづくりセミナー／世界遺

産日光」

　ヌ）学生建築設計優秀作品展組織委員会主催「第23回学生建築設計優秀作品展・第6回学生

CAAD教育の現場展」

（3）協　賛

　イ）（社）溶接学会主催「平成12年度溶接工学夏季大学－溶接・接合プロセスの基礎と次

世代生産システムに向けた知能化技術」

　ロ）（社）未踏科学技術協会主催「第4回エコバランス国際会議」

　ハ）（社）日本材料学会主催「第30回初心者のための有限要素法講習会」

　ニ）第43回自動制御連合講演会・システム制御情報学会主催「第43回自動制御連合講演会」

　ホ）日本複合材料学会主催「2000年度研究発表講演会」

　へ）計量心理学（Psychometric Society）国際大会2001年開催組織委員会主催「計量心理学会

国際大会」

　ト）日本ファジィ学会主催「第16回ファジィシステムシンポジウム／ファジィとノン・フ

ァジィの統合」

　チ）（社）日本材料学会主催「第36回X線材料強度に関するジンポジウム」

　リ）日本材料強度学会主催「第45回材料強度と破壊総合シンポジウム」

　ヌ）（社）日本材料学会主催「第25回疲労シンポジウム」

　ル）（社）日本非破壊検査協会主催「第7回新素材及びその製品の非破壊評価シンポジウム」

　ヲ）日本シミュレーション学会主催「第19回シミュレーション・テクノロジー・コンファ

レンス」

　ワ）東京電機大学主催「平成12年度（第8回）可視化情報講座－基礎から応用まで」

　カ）（社）日本ロボット学会主催「ロボット工学セミナー／第5回シンポジウム－コントロ

ーラのオープン化」

　ヨ）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2000」

　タ）（社）色材協会主催「’00色材解析講座／機能性材料の最前線と分析－微粒子の特性と

光触媒」

［報告・懇談事項］

 1．1999 年内部的監査について

 2．2000 年内部的監査項目について

 3．建築基準法施行令一部改正についての意見書の提出について

 4．旧日本勧業銀行本店別棟および旧クラブハウスの保存活用に関する要望書への回答につ

いて
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1.4　支部長会議

開催年月日

場　所
主　要　議　事　と　そ　の　処　理

1999.7.21

本会会議室

（1）定款改正に伴う支部規定・支部役員選挙細則について

（2）支部長・支部常議員の任期について

（3）会長・副会長支部訪問での懇談会状況について

1999.10.19

本会会議室

（1）特色ある支部活動の活性化について

（2）支部運営に間するマニュアル案について

（3）定款改正に伴う支部規程・支部役員選挙細則について

2000.3.30

京都市内

（1）支部運営共通マニュアル案の作成について

（2）2000年度支部関係予算と支部経営助成交付金について

（3）特色ある支部活動の推進について

1.5　名誉会員・前会長懇談会

開催年月日

場　所
主　要　議　事　と　そ　の　処　理

本年は開催せず

1.6　協力委員会議

開催年月日

場　所
主　要　議　事　と　そ　の　処　理

1999.12.13
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）信頼される建築界の構築を目指して

（2）定款改正について

（3）倫理綱領・行動規範について

（4）建築教育問題に関する当面の対応

（5）会務運営・財政の推移について

（6）意見交換

(注) 大学、短大、高専所属協力委員対象の協力委員会議は、大会(1999.9) 研究協議会「ホーリスティックな

建築教育とその改革を考える」に参加したことにより中止した。
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2．大　　会

2.1　概　　要

１．会期：9月17日（金）～19日（日）                        

２．会場：広島大学 

３．内容：

　　　　（１）学術講演発表題数　6,158題（ポスターセッション含む）（11,947名）

        （２）市民向け記念講演会 (1)「瀬戸内のまちなみと景観」

                公開シンポジウム (2)「２１世紀の都市らしさ」

        （３）総合研究協議会                       2主題（延べ600名）

               Ⅰ「木造再興－地球環境と建築の社会性からの見直しと限界克服の展望」

　　　　　　　 Ⅱ「学会の規準、仕様書のあり方」

              研究協議会　　　　　　　　12部門　  12題

              研究懇談会             　　7部門　 　6題                             (延べ4,440名）

              パネルディスカッション     7部門　  15題

        （４）1999年日本建築学会賞受賞記念講演会　 7部門（延べ2,000名）

４．（１）1999年日本建築学会賞（作品・業績）・作品選奨展

　　（２）1998年日本建築学会設計競技全国入選作品展

　　（３）全国大学・高専卒業設計展示会                                             (延べ1,560名）

　　（４）1999年優秀卒業論文・優秀修士論文授賞論文展示

　　（５）企業展示

　　（６）見学会『広島市内の現代建築見学会』

５．大会参加登録者数

    （１）会員（一般）    5,416名

    （２）会員（大学院生）   2,058名

    （３）会員外（一般）       229名

    （４）会員外（大学院生）  81名

    （５）準会員・一般     195名

                計      7,979名

６．大会学術関係　　　　　 　　　 発表題数

      １．材料施工         570

      ２．構造              2,393

      ３．防火                    123

      ４．海洋                 51

      ５．情報システム           68

      ６．環境工学           1,101

      ７．建築計画       749

      ８．農村計画           91

      ９．都市計画             520

      10．建築経済            152

      11．歴史意匠             329

      12．教育                   11

          合計　　　            　   6,158題
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７．開会式

     9月17日（金）広島大学  総合科学部1F・L102室

　　　　　　　司　　会　 藤谷義信（実行委員会副委員長・総務部会長）

　　　　　　　開会の辞　 村川三郎（実行委員会委員長）

　　　　　　　歓迎の辞　 中村雄治（大会委員会委員長）

　　　　　　　挨　　拶　 岡田恒男（会長）

              参加者  112名

８．懇親会

     9月17日（金）賀茂鶴酒造吉富蔵

　　　　　　　司　　会　 北川良和（懇親部会幹事）

　　　　　　　開会の辞　 村川三郎（前掲）

　　　　　　　歓迎のことば 中村雄治（前掲）

　　　　　　　挨　　拶　 岡田恒男（前掲）

　　　　　　　祝　　辞　 広島大学学長

　　　　　　　　　　　　 広島県知事

　　　　　　　　　　　　 大韓建築学会会長

　　　　　　　　　　　　　　 広島市長

　　　　　　　　　　　　　　 東広島市長

　　　　　　　乾　　杯　 佐藤重夫（名誉会員）

　　　　　　　閉会のことば　

　　　        参加者  367名

　

９．閉会式

     9月19日（日）広島大学  １F・K107室

　　　　　　　司　　会　 篠原道正（実行委員会副委員長）

　　　　　　　閉会の辞　 藤谷義信（前掲）

　　　　　　　閉会の挨拶　 平山善吉（副会長）

　　　　　　　次期開催支部長挨拶 大村虔一（東北支部長） 

      　　　　参加者  62名
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2.2 学術講演会
１．期　日　1999 年 9 月 17 日（金）～19 日（日）

２．会　場　広島大学（東広島市鏡山1-4-1）

教室（定員） 部　門 9/17（金） 9/18（土） 9/19（日）

午前 午後 午前 午後 午前 午後

記者会見 １１社 14

L102（540） 開会式・閉会式 開会式 112 閉会式 62

L101（186） 表彰式 表彰式 82

大会懇親会 懇親会 367

大会記念講演会 広島市会場　210　　　東広島市会場　130　　　　米子市会場　158　　尾道市会場176

公開シンポジウム 見学会　38

建築作品展示 建築作品展示会 39 24 22 6 13 午後撤去

　設計競技（全国）

　学会賞作品　集積

　作品選奨

　卒論・修論展示

　都市景観展示

ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ 構造（基礎） 145     128 95 午後撤去

構造（原子力） 67

建築計画 A-27 B-58

都市計画 22

農村計画 24

工学部 建築製図室 大学卒業設計展 総計600名程度

A2棟8F

L102（540） 総合研協・PD 開会式 112 学際総研 187 基準総研 190 環境研協 271 RCPD 297

K107（305） 研協・PD SRC　PD 107 材料溶接 171 振動PD 376 災害PD 106 限界状態 227

表彰式 253

K108（305） 研協・PD 基礎PD 330 経済研協 56 教育研協 139 鋼構造PD 121 地球研協 96

L101（186） 構造１ 表彰式 82 99 107

L201（166） 構造２ 58 63 73 74 53

K103（120） 構造3 29 60 37 31 19

K106（80） 構造4 45 45 32 48 30

K109（120） 構造5 55 73 46 32 52

K110（160） 構造6 51 76 68 46 73

K203（120） 構造7 74 56 40 41 37

K204（80） 構造8 63 88 89 58 60

K205（80） 構造9 52 45 49 74 78

K208（80） 構造10 34   終了 41 51 29

K209（120） 構造11 80 62 68 53 49 51

K210（150） 構造12 44 45 35 49 25

K211（258） 構造13 89 71 112 96 51

K303（80） 構造14 43 46 27 59 26

K304（80） 構造15 37 42 24 32 17

K305（120） 構造16 48 31 78 76 65 41

K311（80） 構造17 48 44 58 45 53

K312（80） 構造18 49 62 52 50 41

K313（120） 構造19 61 69

K314（150） 構造20 38

記者会見室

総

合

科

学

部

総合
科学
部

学  外
行  事

 
西
体
育
館

 
東
体
育
館
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教室（定員） 部　門 9/17（金） 9/18（土） 9/19（日）

午前 午後 午前 午後 午前 午後

B204（100） 防火1 50 66 防火研協 105 46

B206（70） 防火2 48 48 22

B102（100） 材料1 38 66 29 48 40

B104（100） 材料2 28 31 41 24 20

B105（200） 材料3 39 46 52 40 15

B107（70） 材料4 45 32 26 40 17

B109（70） 材料5 21 30 36 16 20

B202（100） 材料6 27 35 37 31 29

B205（376） 研協PD 標準PD 91 ﾌﾟﾚPD 94 材料研協 156

206（130） 歴史意匠1 22 30 41 歴史研協 150 45 40

314（100） 歴史意匠2 40 43 45 41 32

316（90） 歴史意匠3 38 69 48 50 71

102（102） 経済1 35 14 39 31 36

103（129） 経済2・情報 40 40 45 情報研協 63 25 情報懇談 34

111（129） 農村・教育 32 農村研協 78 26 60 26 都市懇談 58

219（151） 海洋 第三世界 30 海洋研協 48 30 32

110（63） 建築計画1 56 24 28 51 21

112（129） 建築計画2 38 44 31 42 31

114（84） 建築計画3 43 35 32 35 29

115（100） 建築計画4 51 37 51 16

116（150） 建築計画5 41 41 50 法制懇談 113 52 54

117（100） 建築計画6 25 28 25 19 79

220（198） 研協・PD 計画PD 180 教育懇談 39 計画研協 162 18 計画懇談 66

104（68） 都市計画1 27 18 32 28 33

106（77） 都市計画2 60 42 31 41 23

107（156） 都市計画3 45 47 28 38 46

108（88） 都市計画4 25 25 28 30 27

218（147） 研協・PD 都市PD 71 計画PD 83 都市研協 178

E002(154) 環境工学1 58 72 68 61 48

E102(270) 環境工学2 73 78 29 環境経済 72 59

E104(130) 環境工学3 54 41 58 49 46

E209(112) 環境工学4 30 46 62 19 49

E211(90) 環境工学5 59 65 87 31 41

155（200） 環境工学6 61 72 87 95 63

157（100） 環境工学7 52 61 63 59 75

159（150） 環境工学8 50 61 51 32

251（70） 環境工学9 28 48 49 54 51

255（360） 環境工学10 91 101 69 30 35

法
学
・
経
済
学
部

学
校
教
育
学
部

生物生
産学部
管理棟

C

工
学
部

理
学
部
・
講
義
管
理
棟

□学術講演会・研究協議会等参加者　延べ 16,387名　（98年／23,915名）

□発表題数：6,158題
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2.3　部門別研究集会

（1）総合研究協議会

主　　　　題 日   時 会   場

Ⅰ
木造再興-地球環境と建築の社会性からの見直しと限界克服の展望- 9月17日(金)

13:00～17:00

総合科学部 L102

室

Ⅱ
学会の規準・仕様書のあり方 9月18日(土)

9:00～12:00

総合科学部 L102

室

（2）研究協議会

部　　　門 主　　　　題 日   時 会   場

１ 農村計画
ムラの民俗文化・民家ストックの再生と継承 9月17日(金)

13:00～17:00

工学部 111室

２ 建築経済
労務コストから展望する２１世紀の建設産業 9月18日(土)

9:00～12:00

総合科学部 K108

室

３ 環境工学
環境性能規定とアカデミック・スタンダード 9月18日(土)

13:00～17:00

総合科学部 L102

室

４
建築教育連絡協

議会

ホーリスティックな建築教育とその改革を考える－

職能教育プログラムの構成とそのアクレディテーシ

ョン

9月18日(土)

13:00～17:00

総合科学部 K108

室

５ 防火
２１世紀の防火研究教育-性能設計時代にむけて防火

研究はどう広がるか-

9月18日(土)

13:30～17:00

学 校 教 育 学 部

B204室

６ 材料施工
建築生産におけるゼロエミッションへの現状と課題 9月18日(土)

13:00～17:00

学 校 教 育 学 部

B205室

７ 建築歴史・意匠
日本近代における建築論・建築意匠論のルーツを探る 9月18日(土)

13:00～17:00

生物生産学部管

理棟 206室

８ 海洋
海洋建築の沿岸域利用における海の環境回復技術：ミ

チゲーションの可能性と課題

9月18日(土)

13:00～17:00

工学部　219室

９
建築計画・都市

計画・農村計画

建築計画研究の領域とその研究方法の展望－他領域

の研究者とのクロストーク－

9月18日(土)

13:00～17:00

工学部　220室

10 都市計画
環境共生時代の都市・地域計画－自治体空間計画にお

ける到達点と課題－

9月18日(土)

13:00～17:00

工学部　218室

11
情報システム技

術

建設ＣＡＬＳ実現のための基盤技術 9月18日(土)

13:00～17:00

工学部　103室

12 地球環境
地球環境温暖化防止と資源消費削減に向けて我が国

の建築は如何に対応すべきか

9月19日(日)

13:00～17:00

総合科学部 K108

室

（3）パネルディスカッション

部　　　門 主　　　　題 日   時 会   場

(1)[施工標準]

施工標準の国際調和

9月17日(金)

13:00～17:00

学 校 教 育 学 部

B205室

(2)[溶接施工]

溶接施工と接合部の力学特性

9月17日(金)

13:00～17:00

総合科学部 K107

室１ 材料施工

(3)[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ]

プレキャスト複合コンクリート工事の合理化と問題

点

9月18日(土)

9:00～12:00

学 校 教 育 学 部

B205室
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(1)[ＳＲＣ]

ＳＲＣ構造の８０年に学ぶ

9月17日(金)

9:15～12:00

総合科学部 K107

室

(2)[基礎構造]

鉛直荷重に対する杭の設計を考える

9月17日(金)

13:00～17:00

総合科学部 K108

室

(3)[振動]

これからの地震荷重と今後の課題

9月18日(土)

13:00～17:00

総合科学部 K107

室

(4)[鋼構造]

鋼構造における初期不整と座屈問題

9月19日(日)

9:00～12:00

総合科学部 K108

室

(5)[ＲＣ]

鉄筋コンクリート構造の性能設計と各種限界状態

9月19日(日)

9:00～12:00

総合科学部 L102

室

２ 構  造

(6)[限界状態]

限界状態設計法コンクール

9月19日(日)

13:00～17:00

総合科学部 K107

室

(1)家族・個人・社会と住まい－ヒューマンコンタク

トの在り方と住宅計画－

9月17日(金)

13:00～17:00

工学部 220室

３ 建築計画
(2)住まい方のフィールドワークと設計思想 9月18日(土)

9:00～12:00

工学部　218室

４ 都市計画
大学立地は都市を変えるか：観と論 9月17日(金)

13:00～17:00

工学部 218室

５ 災害
建築と災害－１００年の教訓－ 9月19日(日)

9:00～12:00

総合科学部 K107

室

６
環境工学・建築

経済

建築物のマネジメントガイドライン 9月19日(日)

9:00～12:00

理 学 部 管 理 棟

E102室

（4）研究懇談会

部　　　門 主　　　　題 日   時 会   場

１ 特別研究
アジアの歴史的都市・住宅研究にどう取り組むか？ 9月18日(土)

9:00～12:00

工学部　219室

２ 建築教育
建築教育の来し方、行く末 9月18日(土)

9:00～12:00

工学部　220室

３ 建築法制
住宅の性能表示への期待と課題を探る－住宅性能表

示は一般消費者の要望に応えられるか

9月18日(土)

13:00～17:00

工学部　116室

４ 建築計画
地球環境問題は建築計画学研究と建築計画・設計をど

う変えるか、変えるべきか

9月19日(日)

13:00～17:00

工学部　220室

５
都市計画・農村

計画・建築計画

都市と農村の共生をめざして-中山間地域の自立と支

援-

9月19日(日)

13:00～17:00

工学部　111室

６
情報システム技

術

建築生産現場での情報の伝達・共用 9月19日(日)

13:00～17:00

工学部　103室

1999年度 1998年度
（１）総合研協：　　　　　２主題 （１）総合研協：　　　　　１主題

（２）研　協　：１２部門１２主題 （１）研　協　：１２部門１３主題

（３）Ｐ　Ｄ　：　７部門１４主題 （２）Ｐ　Ｄ　：　７部門１７主題
（４）研　懇　：　７部門　６主題 （３）研　懇　：　５部門　４主題

　　　　　　　　　　計　３４主題 　　　　　　　　　　計　３５主題
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2.4　1999 年日本建築学会賞（論文・業績）受賞者記念講演

期日 時　　　間 講　　演　　題　　目 講　演　者 司　会 会　場

9/17

(金)

11:45-12:00 鋼管とコンクリートを用

いた複合柱の耐力と変形

性状に関する一連の研究

正会員 崎野 健治 君 総合科学部

K107室

9/17

(金)

13:00-13:15 素材と空間を結ぶ構造デ
ザインに関する一連の業
績

正会員 今川 憲英 君

(業績)

総合科学部

K312室

9/18

(土)

13:00-13:15 耐震構造解析、特に多次
元・多軸問題に関わる一連
の研究

正会員 滝澤 春男 君

9/18

(土)

13:15-13:30 建物と地盤の動的相互作
用に関する一連の研究

正会員 吉田 長行 君

高梨晃一

(構造委員会委員

長)

総合科学部

K107室

9/18

(土)

13:00-13:15 海洋シェルと大規模浮体

の流力弾性応答に関する

一連の研究

正会員 濱本 卓司 君 松井徹哉

(海洋委員会委員

長)

工学部

219室

9/18

(土)

13:00-13:15 太陽エネルギーの建築的
利用に関する環境工学的
研究

正会員 宇田川 光弘君

9/18

(土)

13:15-13:30 高層建築物の環境振動を
対象とした居住性に関す
る一連の研究

正会員 後藤　剛史 君

渡邊俊行
(環境工学委員会
委員長)

総合科学部

L102室

9/18

(土)

13:00-13:30 建築火災安全工学手法の

開発に関する一連の研究

正会員 田中 哮義 君 塚越　功

(防火委員会委員

長)

学校教育学部

B204室

9/18

(土)

13:00-13:15 建築空間の探索行動実験

による分かり易さの研究

正会員 渡邉 昭彦 君 柏原士郎

(建築計画委員会

委員長)

工学部

220室

9/18

(土)

9:00～9:15 設計と施工の統合に関す

る研究

正会員 古阪 秀三 君 江口　禎

(建築経済委員会

委員長)

総合科学部

K108室

9/18

(土)

13:00-13:15 ドイツ新古典主義建築 正会員 杉本 俊多 君 鈴木博之

(建築歴史・意匠

委員会委員長)      

生 物 生 産 学 部

管理棟C-206室



－ 23 －

3．表　　彰

3.1　1999 年日本建築学会大賞

表  彰  業  績   名 受　　賞　　者

建築歴史・意匠分野における教育・研究上の多大な功績

と文化財行政に対する多大な功績、原爆ドーム保存にお

ける技術的な貢献

名誉会員　佐藤　重夫　君

        （広島大学名誉教授）

建築構造学、特に極限解析・塑性設計の研究・教育の発

展に対する貢献

名誉会員　田中　　尚　君

        （東京大学名誉教授）

3.2　1999 年日本建築学会賞

表  彰  業  績   名 受　　賞　　者

太陽エネルギーの建築的利用に関する環境工学的研

究

正会員　宇田川　光弘　君

      （工学院大学教授）

高層建築物の環境振動を対象とした居住性に関する

一連の研究

正会員　後藤　剛史　君

      （法政大学教授）

鋼管とコンクリートを用いた複合柱の耐力変形性状

に関する一連の研究

正会員　崎野　健治　君

      （九州大学教授）

ドイツ新古典主義建築 正会員　杉本　俊多　君

      （広島大学教授）

建築火災安全工学手法の開発に関する一連の研究 正会員　田中　哮義　君

      （京都大学教授）

耐震構造解析、特に多次元・多軸問題に関わる一連の

研究

正会員　滝澤　春男　君

      （北海道大学助教授）

海洋シェルと大規模浮体の流力弾性応答に関する一

連の研究

正会員　濱本　卓司　君

      （武蔵工業大学教授）

設計と施工の統合に関する研究 正会員　古阪　秀三　君

      （京都大学助教授）

建物と地盤の動的相互作用に関する一連の研究 正会員　吉田　長行　君

      （法政大学教授）

論

文

建築空間の探索行動実験による分かり易さの研究 正会員　渡邊　昭彦　君

      （豊橋技術科学大学教授）

潟博物館 正会員　青木　淳　君

      （青木淳建築計画事務所代表取締役）

高知県立中芸高校格技場 正会員  山本　長水　君

      （山本長水建築設計事務所長）

作

品

グラスハウス 正会員  横河　健　　君

      （横河設計工房代表取締役）

素材と空間を結ぶ構造デザインに関する一連の業績 正会員　今川　憲英　君

      （ﾃｨｱｲｴｽ ｴﾝﾄﾞ ﾊﾟｰﾄﾅ-ｽﾞ 代表）

業

績

横浜国際総合競技場の建設事業推進と次世代スタジ

アムの設計監理に関する業績

        高秀　秀信　殿

      （横浜市長）

正会員  中園　正樹　君

      （松田平田代表取締役社長）

正会員　真塚　達夫　君

      （東畑建築事務所代表取締役社長）
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日吉ダム景観整備計画の策定および実施に 関する一

連の業績

正会員　樋口　忠彦　君

正会員　團　　紀彦　君

日　吉　町　殿

水資源開発公団日吉ダム建設所  殿

財団法人 ﾀﾞﾑ水源地環境整備ｾﾝﾀｰ　殿

株式会社 空間創研　殿
業

績

「古民家再生工房」の継続的な活動 古民家再生工房

　　　　　　矢吹　昭良　殿

　　　　　　佐藤　隆　　殿

　　　　　　萩原　嘉郎　殿

　　正会員　楢村　徹　　君

　　　　　　大角　雄三　殿

　　正会員　神家　昭雄　君

※応募推薦件数　論文 48 件，作品 83 件，業績 12 件

3.3　1999 年日本建築学会奨励賞

表　彰　業　績　名 受　　賞　　者

複合熱源蓄熱システムの運転計画における最適化効果に

ついて

正会員　赤司　泰義　君

　　　（九州大学助教授）

桂宮家における本邸・屋敷の造営とその担当大工につい

て　－「御家棟梁」と桂宮家の関係,そして仕事内容－

正会員　小沢　朝江　君

　　　（湘北短期大学専任講師）

建築生産プロセスの構造化分析 正会員　金多　　隆　君

　　　（京都大学講師）

骨組み構造の畳み込み解析 正会員　川口　健一　君

　　　（東京大学生産技術研究所助教授）

ショッピングセンターの主要出入口と最寄駅の位置がそ

その周辺の地域施設発生に及ぼす影響について　－核型

施設の周辺地域における地域施設の発生予測に関する研

究－

正会員　木多　彩子　君

　　　（大阪大学非常勤職員）

輻射暖冷房設計法のための評価研究  （１）床暖房方式

の予熱特性

正会員　郡　　公子　君

　　　（宇都宮大学助教授）

天空光の色温度に基づく雲量の測定方法の開発　雲量の

自動測定装置の開発に関する研究　その２

正会員　古賀　靖子　君

　　　（九州大学助教授）

住環境整備事業における目標空間イメージの合意形成プ

ロセスに関する研究

正会員　早田　  宰　君

　　　（早稲田大学助教授）

地域に展開される高齢者の行動環境に関する研究　－大

規模団地と既成市街地におけるケーススタディ－
正会員　橘　  弘志  君

　　　（千葉大学助手）

「匠明・社記集」の成立過程について 正会員　永井　康雄　君

　　　（東北大学講師）

１９９５年兵庫県南部地震の低層建物被害率に基づく最

大地動速度の推定

正会員　林　  康裕　君

　　　（清水建設㈱和泉研究室主任研究員）

１次元有限要素法による大規模立体骨組の複合非線形解

析

正会員　堀　　昭夫　君

　　　（㈱間組技術研究所主任研究員）

市街地上空における気流性状の数値計算  その１　実際

の市街地をケーススタディとした計算手法の検証
正会員　丸山　　敬　君

　　　（京都大学防災研究所助教授）

塩害環境下におけるコンクリート中への塩化物イオンの

浸透に関する解析的研究

正会員　山田　義智　君

　　　（琉球大学助手）
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破壊モードに基づく鉄筋コンクリート梁のせん断強度の

解析的予測

正会員　李　 　允　君

      （Post-Doc Researcher ﾋｭｰｽﾄﾝ大学土木環

　　　　境工学科）

※応募件数40件（構造10件，環境10件，計画20件）

3.4　1999 年日本建築学会作品選奨

表　彰　業　績　名 受　　賞　　者

長野市オリンピック記念アリーナ 正会員　小野　威　君

　　　（久米設計国際部統括部長）

正会員　尾崎　勝　君

　　　（鹿島建設建築設計本部建築設計部長）

正会員　播　　繁　君

　　　（播設計室代表取締役）

中野坂上サンブライトツインビル 正会員　大村　芙美雄　君

　　　（住宅・都市整備公団東京支社住宅・再開

発部長）

正会員　西田　勝彦　君

　　　（ヘルム代表取締役）

正会員　山本　圭介　君

　　　（山本・堀アーキテクツ代表取締役）

源兵衛川・暮らしの水辺 正会員　岡村　晶義　君

　　　（アトリエ鯨代表取締役）

正会員　加藤　正之　君

　　　（加藤正之建築研究所長）

門入の郷 正会員　多田　善昭　君

　　　（多田善昭建築設計事務所主宰）

東広島の家 正会員  竹原　義二　君

　　　（無有建築工房代表）

和洋女子大学佐倉セミナーハウス 正会員　ナンシー・フィンレイ 君

　　　（ファクターエヌアソシェイツ）

正会員　千葉　学　君

　　　（東京大学）

浪合フォーラム 正会員　中村　勉　君

　　　（中村勉総合計画事務所代表取締役）

繁柱の家 正会員　深尾　精一　君

　　　（東京都立大学教授）

F - H　O　U　S　E 正会員　古見　演良　君

　　　（千包建築研究所代表）

金沢市民芸術村 正会員　水野　一郎　君

　　　（金沢工業大学教授）

高知県立中芸高校格技場 正会員　山本　長水 君

　　　（山本長水建築設計事務所長）

太田綜合病院附属老人保健施設　桔梗 正会員　渡部　和生　君

　　　（惟建築計画代表取締役）

正会員　山田　邦彦　君

　　　（遠山一級建築士設計事務所）

※選考対象は作品選集  60 件
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3.5　1999 年日本建築学会文化賞

表　彰　業　績　名 受　　　賞　　　者

わが国の児童を対象とした建築・都市学習への貢献 　　　　　Anne Ｐ.Taylor　殿

地域伝統技術である左官工法の継承及び、建築家とのパー

トナーシップによる現代デザイン創出への貢献

　　　　　久住　　章　殿

地域文化に視座をおいたまちづくり活動および現実の都

市づくりに対する提言

　　　　　森　まゆみ　殿

※応募推薦件数 5 件

3.6　1999 年日本建築学会優秀卒業論文賞・優秀修士論文賞

　　　（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

大口径場所打ちコンクリート杭の先端支持力における寸法効

果

正会員　久保田　直人　君

　　　　(京都大学)

粘性ダンパーを有する等価曲げせん断構造物の地震時層間変

位指定設計

正会員　桑島　由美子　君

　　　　(京都工芸繊維大学)
構造

地盤免震の実験および応用に関する基礎的研究 正会員　山嵜　貞弘　君

　　　　(日本大学)

デ・スティル研究

－未知なる普遍に向かって－

正会員　朝山　宗啓　君

　　　　(東京理科大学)

正会員　三俣　正樹　君

　　　　(東京理科大学)

耐久的建築における空間構成と外壁材料選定手法の相関

－前川国男の建築作品を通じて－

正会員　岩本　昌樹　君

　　　　(東京大学)

仙台市中心部におけるタバコのポイ捨て行為に関する基礎的

研究

正会員　小地沢　将之　君

　　　　(東北大学)

風致協会の歴史的考察とその意義についての研究

－東京の風致地区と風致協会－

正会員　中島　直人　君

　　　　(東京大学)

リバース・モーゲージ制度における担保不動産の市街地整備

への活用可能性に関する研究

－福祉公社の融資相談の事例分析を通して－

正会員　中田　三保子　君

　　　　(日本大学)

居場所選択と移動に見る生徒の行動特性について

－打瀬中学校（教科教室型）・聖籠中学校（特別教室型）の

ケーススタディ－

正会員　中村　拓郎　君

　　　　(新潟大学)

正会員　鈴木　一也　君

　　　　(新潟大学)

児童と高齢者との交流活動から見た学校施設と福祉施設の複

合化に関する研究

正会員　平野　厚子 君

　　　　(宇都宮大学)

愛知県内に開設された宅（託）老所・民間デイサービスの活

動空間に関する調査研究

正会員  町田　寛之 君

　　　　(名古屋工業大学)

計画

Virtual Design Studio におけるコラボレーション・プロセ

スの視覚化に関する研究

正会員  松本　裕司 君

　　　　(京都工芸繊維大学)

着衣状態における人体の非定常温熱生理応答

－実験とその解析－

正会員　工藤　正則　君

　　　　(京都大学)

正会員　川上　直紀　君

 　　 　(京都大学)

建築外表面における降水後の蒸発過程に関する実験的研究 正会員　月松　孝司　君

　　　　(福岡大学)

学部

環境

高齢者施設における臭気の実態に関する研究

－臭気の測定と対処法の検討－

正会員　宮井克典　君

　　　　(大同工業大学)
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経済性を考慮した設計用地震荷重算定手法の提案

－地理情報システム（ＧIS）を用いた解析例を通して－

正会員　佐藤　一郎　君

        (東京大学)

常時微動測定に基づく相互作用を考慮した中低層建物の振動

特性評価

正会員　原口　　圭　君

        (東京大学)
構造

仕上材料のふくれ、はがれに及ぼすスラブコンクリートの品

質に関する研究

正会員　藤巻　哲生　君

        (日本大学)

CVMによる環境創造の価値評価に関する研究

－東京湾での人工なぎさの造成事業を対象として－

正会員　閑野　高広　君

　　　　(日本大学)

震災復興における住宅再建とまちなみ形成のための住環境誘

導手法に関する研究

－神戸市における地区計画の適応事例の評価を通して－

正会員　田中　秀明　君

　　　　(神戸大学)

風土に根ざした地震火災用水供給システムに関する研究 正会員　西村　　直　君

　　　　(京都大学)

逐次建替計画の遺伝的アルゴリズムを用いた二目的最適化の

研究　－総延床面積と補正立面面積の推移－

正会員　阪野　明文　君

　　　　(京都大学)

幼稚園の構築環境が園児の行動・意識に与える影響について 正会員　藤田　大輔　君

　　　　(東海大学)

地方都市周縁部の計画とガイドライン

－サスティナブルな地域環境の形成－

正会員　松岡　佳秀　君

　　　　(北海道大学)

離島漁村出羽島の民家と集落の変容 正会員　矢口　道大　君

　　　　(東京理科大学)

屋外公共空間に対する住宅の心理的支配に関する研究 正会員　箭内　亮一　君

　　　　(東京工業大学)

計画

「アーツ・アンド・アーキテクチュア」誌にみるカリフォル

ニア近代建築の発展過程に関する研究

－1940年代・50年代に掲載された独立住宅作品の空間構成の

分析を通して－

正会員　山崎　康弘　君

　　　　(神戸大学)

都市・室内気候とダニ相との相互関連 正会員　青木　　哲　君

　　　　(名古屋工業大学)

住宅における電気エネルギー消費に関する研究

東北地方を対象とした太陽光発電の有効性の検討

正会員　佐々木　淑貴　君

　　　　(新潟大学)

修士

環境

建築壁体における凍結・融解過程に関する研究 正会員　畑野　雅範　君

　　　　(京都大学)

　　　　　　　分野別応募数（総応募数 161 編／44 大学）

構造系 計画系 環境系 合　　計

卒業論文 14 / 3 40 / 9 12 / 3 66 / 15

修士論文 19 / 3 57 / 9 19 / 3 95 / 15

合　　計 33 / 6 97 / 18 31 / 6 161 / 30

　　　　　　　　※　応募数／受賞数
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4．支部共通事業

4.1　講習会

鉄筋コンクリート構造計算規準改定講習会

＜主　　催＞日本建築学会

＜後　　援＞建設省、開催地都道府県、日本建築士事務所協会連合会、開催地建築士事務所協会、日本建築

士会連合会、開催地建築士会、建築業協会、日本建築センター、全国建設業協会、鋼材倶楽部、

日本建築構造技術者協会

＜主　　旨＞本会鉄筋コンクリート構造運営委員会では、「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（1991）」

の改定（1999）を以下のような内容で取りまとめた。

①単位系をSI単位系とした。

②適用するコンクリート設計基準強度の範囲を変更した。

③柱梁接合部のせん断設計を追加した。

④付着・継手・定着の許容応力度設計法を全面的に改定した。

　　　　　　なお、コンクリート設計基準強度の適用範囲の拡大等により、計算図表が膨大になるた

め、付録から計算図表を削除するとともに、本運営委員会から提案された資料を中心として大

幅に整理した。

＜講　　師＞阿部良洋・荒井康幸・荒木秀夫・和泉信之・市之瀬敏勝・井上範夫・江崎文也・大野義照・

加藤大介・木村秀樹・黒瀬行信・後藤康明・小林克巳・崎野健治・佐藤立美・島崎和司・田才　晃・

田中仁史・田中礼治・林　静雄・福澤栄治・福島順一・藤井　栄

＜テキスト＞鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法－

＜開催地等＞

支　部 開催地 期　　　日 会　　　　　場 参　加　者

関　東 東　京 １１月　４日 九段会館ホール 857名

東　海 名古屋 １１月　９日 名古屋明治生命ホール 224名

近　畿 大　阪 １１月１０日 エル・おおさか　エル・シアター 427名

東　北 仙　台 １１月１１日 仙台国際センター　３Ｆ白橿の間 154名

北海道 札　幌 １１月１２日 ホテルノースシティ 96名

北　陸 金　沢 １１月１６日 メルパルク金沢 117名

四　国 高　松 １１月１７日 讃岐会館 126名

中　国 広　島 １１月１８日 広島商工会議所２０５号室 106名

九　州 福　岡 １１月１９日 福岡建設会館８Ｆ大ホール 194名

合　　　　　　　　計 2,301名

4.2　設計競技

＜課　　題＞住み続けられる“まち”の再生

＜主　　催＞日本建築学会

＜協　　賛＞日本交通公社
＜主　　旨＞我が国では、戦後から経済成長期にかけての人口の大都市集中型の都市化時代は終わりを告げ

ようとしている。これまでややもすれば経済活動優先のために犠牲とされてきた、生活の質的
内容やそれを育む環境のありかたが新たに問われようとしている。そのなかで２１世紀の日本
のくにづくりの基軸をなすものとして、中小都市の戦略的な役割が注目されてきている。
一方現在、郊外地への大規模店舗の進出などによって、中小都市の中心部は衰退を余儀なくさ

れているところが多い。これら中小都市の活性化に欠かせない町の中心部の再生は、単に瀕死

の商業機能そのものを活性化するという課題に限定されるものではない。

商業活動の活性化は総合的な“まちづくり”への取組として、高齢社会化の進展とも連動し一

体のものとして捉えられる必要がある。

中小都市の再生は、根本的には市民による地域のライフスタイルの再構成、それと呼応する生

活環境総体の再構築の問題として取り扱われるべきものであろう。

やや具体的にいえば、商業活動、ＳＯＨＯ(Small Office Home Office)の立地を含めた土地利

用の複合化による中心地区の２４時間活動性の創出、高齢者を含めた多様な年齢層の中心部居

住の積極的導入、バリアフリー化など歩行者指向の仕組み、環境にやさしい交通システムや建
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築の導入、など可能性が検討されるべきであろう。

また、地域の歴史的な環境や自然環境を生かした“そのまちらしさ”の創出、まちに住む歓び

を感じられるような空間の創出が求められている。

持続可能な建築は、都市を持続可能とする上で重要な要素である。その意味でも建築は、都市

デザイン的、環境デザイン的な総合性をもった文脈の下に、また同時にその文脈をつくるもの

として創らていくことが期待されている。

対象地域として実在の中小都市の中心部を取り上げる。地域の実際の課題の認識に照らし、か

つ総合的な文脈をおさえつつも、強調点をはっきりと打ち出した提案を求めたい。

                                                                             審査委員長 長島孝一

＜全国審査員＞  長島孝一・今井正次・石川良一・大矢二郎・倉田直道・佐藤　滋・陣内秀信

               武智和臣・田中直人・梅干野晁・六鹿正治

＜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）  (○：代表者)
                                                                                          

全国入選 会員種別    氏　　　名            所　　　属  入選支部

  最優秀賞

  (ﾀｼﾞﾏ奨励賞)

 準会員 ○多　田　正　治

　南　野　好　司

　大　浦　寛　登

 大阪大学

    〃
    〃

  近　畿

  優 秀 賞  正会員

　 〃
　

 正会員

　

　

　

　

 正会員

　

 正会員

○北　澤　　　猛

　遠　藤　　　新

　市　原　富士夫

　今　村　洋　一

　野　原　　　卓

　今　川　俊　一

　栗　原　謙　樹

　田　中　健　介

　中　島　直　人

　三　牧　浩　也

　荒　俣　桂　子

東京大学大学院

       〃
       〃
       〃
       〃
       〃
       〃
       〃
       〃
       〃
       〃

  関　東

  優 秀 賞  正会員

　

　

 正会員

○中　楯　哲　史

　安　食　公　治

　岡　本　欣　士

　熊　崎　敦　史

　西牟田　奈　々

　白　川　　　在

　増　見　収　太

 法政大学大学院

       〃
       〃
       〃
       〃
       〃
       〃

  関　東

  優 秀 賞  正会員 ○森　島　則　文

　堀　田　忠　義

　天　満　智　子

 フジタ

   〃
   〃

  北　陸

  優 秀 賞  正会員 ○松　島　啓　之  神戸大学大学院   近　畿

  優 秀 賞  正会員

 正会員

○大　村　俊　一

　生　川　慶一郎

　横　田　　　郁

 大阪大学大学院

       〃
       〃

  近　畿

  佳　　作  正会員

   〃
○渋　川　　　隆

　大　鹿　智　哉

 東京理科大学大学院

         〃
  関　東

  佳　　作  正会員

 正会員

○浜　田　容　輔

　大　西　征　爾

　有　我　利　香

 三重大学大学院

       〃
       〃

  東　海

  佳　　作  正会員 ○川　口　百　代  金沢工業大学大学院   北　陸

  佳　　作  正会員 ○垣　野　義　典

　有　満　隆　江

 東京理科大学大学院

         〃
  近　畿
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  佳　　作  正会員

   〃
   〃

○扇　谷　圭　一

　田　原　元　気

　橋　間　聖　介

 京都工芸繊維大学大学院

       〃
       〃

  近　畿

  タジマ奨励賞  準会員 ○開　　　　　歩  東北工業大学   東　北

  タジマ奨励賞  準会員 ○鳥　山　暁　子  東京理科大学   関　東

  タジマ奨励賞  準会員 ○伊　藤　教　司  東京理科大学   関　東

  タジマ奨励賞  準会員 ○石　冨　達　郎

　北　野　清　晃

　鈴　木　秀　典

　大　谷　瑞　絵

 金沢大学

     〃
  北　陸

  タジマ奨励賞  準会員 ○青　木　宏　之

　伊佐治　克　哉

　島　田　　　聖

　高　井　美　樹

　濱　上　千香子

　平　林　嘉　泰

　藤　本　玲　子

　松　川　真之介

　向　井　啓　晃

　山　崎　和　義

　岩　岡　大　輔

　徳　宮　えりか

　菊　野　　　恵

　中　瀬　由　子

　山　田　細　香

 和歌山大学

     〃
     〃
     〃
     〃
     〃
     〃
     〃
     〃
     〃
     〃
     〃
     〃
     〃
     〃

  近　畿

  タジマ奨励賞

  （最優秀賞）

 準会員 ○多　田　正　治

　南　野　好　司

　大　浦　寛　登

 大阪大学

     〃
     〃

  近　畿

  タジマ奨励賞  準会員 ○今　井　敦　士

　東　　　雅　人

　櫛　部　友　士

 摂南大学

     〃
     〃

  近　畿

  タジマ奨励賞  準会員

   〃
○奥　野　洋　平

　松　本　幸　治

 近畿大学

     〃
  中　国

  タジマ奨励賞  準会員 ○中　野　百　合

　日下部　真　一

　下　地　大　樹

　大　前　弥佐子

　小　沢　博　克

　具志堅　元　一

　三　浦　琢　哉

　濱　村　諭　志

 日本文理大学

     〃
     〃
     〃
     〃
     〃
     〃
     〃

  九　州

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 5 10 101 16 16 71 15 6 24 264

支部入選数 1 4 15 5 5 16 5 2 5 58

応　募　数：２６４作品、支部入選数：  ５８作品
全国入選数：　１１作品、タジマ奨励賞：　９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 2000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)
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4.3　全国大学・高専卒業設計展示会（第40 回）

　出展校　大学：120 校（学科）／短大：9 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

 5月26日（水）～28日（金） 200名

札　幌 北海道大学  6月 4日（金）～ 6日（日） 95名

旭　川 北海道東海大学  6月11日（金）～14日（月） 187名

北海道

釧　路 釧路工業高等専門学校製図室 11月10日（水）～11日（木） 200名

山　形 東北芸術工科大学７Ｆギャラリー 10月 5日（火）～ 9日（土） 250名

八　戸 八戸工業大学建築工学科 10月16日（土）～17日（日） 647名

郡　山 日本大学工学部 10月20日（水）～22日（金） 320名
東　北

仙　台 東北工業大学Ｔ・Ｉ・Ｔギャラリー 11月24日（水）～26日（金） 250名

宇都宮 宇都宮大学工学部  7月12日（月）～15日（木） 400名

東　京 東京電機大学工学部建築学科7号館10F

7X01室

 9月16日（木）～18日（土） 500名

前　橋 前橋工科大学学生会館 10月21日（木）～23日（土） 382名

関　東

足　利 足利工業大学 11月 1日（月）～ 3日（水） 245名

岐　阜 濃飛ニッセイビル15F 11月 1日（月）～ 3日（水） 102名
東　海

名古屋 名古屋工業大学 11月 5日（金）～ 7日（日） 510名

長　野 信州大学工学部社会開発工学科西棟  6月22日（火）～24日（木） 104名

新　潟 新潟大学工学部建設学科 10月13日（水）～15日（金） 200名

金　沢 金沢工業大学ライブラリーセンター 12月 1日（水）～ 3日（金） 341名
北　陸

福　井 福井県立美術館 12月 9日（木）～12日（日） 180名

大　阪 大阪府商工会館第１講堂 10月 5日（火）～ 6日（水） 360名
近　畿

神　戸 神戸芸術工科大学本館1F KDUギャラリー 2000年1月12日（水）～20日（木） 300名

米　子 米子工業高等専門学校製図室  9月 2日（木）～ 8日（水） 310名
中　国

広　島 広島大学工学部  9月17日（金）～19日（日） 600名

高　松 香川県庁１Ｆギャラリー  7月26日（月）～30日（金） 500名

徳　島 専門学校穴吹カレッジ  8月24日（火）～26日（木） 100名四　国

高　知 国際デザインカレッジ 11月15日（月）～18日（木） 315名

沖　縄 沖縄県立県民アートギャラリー  5月15日（土）～18日（火） 231名

熊　本 熊本大学工学部共同製図室  6月 9日（水）～11日（金） 347名

大　分 大分市アートプラザ  6月17日（木）～20日（日） 513名

長　崎 長崎総合科学大学7号館  6月27日（日）～ 7月 1日(木) 408名

北九州 九州共立大学  7月 6日（火）～ 9日（金） 156名

福　岡 九州大学工学部建築学教室製図室  7月17日（土）～20日（火） 90名

九　州

鹿児島 鹿児島県歴史資料センター黎明館 11月26日（金）～28日（日） 186名

計 ３２会場 延べ参観者数 9,529名
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5．会　　誌

5.1 建築雑誌

　　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　2,592ページ

　　総発行部数　601,200部

　　　1999年　４月号（第1437号）　建築と裁判

　　　　　　　５月号（第1438号）　健康建築その２－高気密・高断熱

　　　　　　　６月号（第1439号）　20世紀が育てた構造技術

　　　　　　　増　刊（第1440号）　日本建築学会技術報告集　第８号

　　　　　　　７月号（第1441号）　20世紀を決めた建築－日本編

　　　　　　　８月号（第1442号）　20世紀を決めた建築－世界編

　　　　　　　９月号（第1443号）　建築をめぐるジャーナリズム

　　　　　　　増　刊（第1444号）　建築年報１９９９

　　　　　　　10月号（第1445号）　温暖化のリアリティ

　　　　　　　11月号（第1446号）　都市の危機管理

　　　　　　　12月号（第1447号）　暮らしの100年

　　　　　　　増　刊（第1448号）　日本建築学会技術報告集　第９号

　　　2000年　１月号（第1449号）　未来都市の系譜

　　　　　　　２月号（第1450号）　仮設住宅の生活

　　　　　　　増　刊（第1451号）　作品選集2000

　　　　　　　３月号（第1452号）　アジアの世界遺産を護る

5.2 作品選集

  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

13

12

61

24

13

46

16

10

19

4

5

2

19

6

3

12

5

2

5

0

合　計 218 59
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5.3　技術報告集

　応募数・掲載数

８号 応募数 ９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

      9
     11

      1

     11
      3

      0

      6
      1

      2

      0
      3

      0

      1

      9
     10

      1

     11
      3

      0

      6
      1

      2

      0
      3

      0

      1

     13
     14

      2

      8
     10

      1

      7
      1

      0

      0
      1

      0

      3

     12
     14

      2

      7
      8

      1

      6
      1

      0

      0
      1

      0

      3
計   　 48      47   　 60      55
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6．学　術　振　興

6.1　論　文　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 題あたり 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.518～529

　　　(2) 掲　載　題　数              構造系論文集 278 題

計画系論文集 502 題

　　　(3) 総 　 頁  　数              構造系論文集 2,099 頁

計画系論文集 3,812 頁

      (4) 総 発 行 部 数              構造系論文集 58,600部

計画系論文集 63,800部

      (5) 論文会員（個人）　　　　　　構造系論文集 3,171 名

計画系論文集 3,622 名

両系購読者  784 名

      (6) 年決め会員（法人）        482 名

6.2　大会学術講演梗概集

　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） 3,270 部

        A-2（防火，海洋，情報システム技術） 3,270 部

        B-1（構造Ⅰ） 5,010 部

        B-2（構造Ⅱ） 5,040 部

        C-1（構造Ⅲ） 4,840 部

        C-2（構造Ⅳ） 4,830 部

        D-1（環境工学Ⅰ） 3,310 部

        D-2（環境工学Ⅱ） 3,290 部

        E-1（建築計画Ⅰ） 4,760 部

        E-2（建築計画Ⅱ，農村計画，教育） 4,750 部

        F-1（都市計画，建築経済・住宅問題） 4,660 部

　      F-2（建築歴史・意匠） 4,670 部

      ─────────────────────────────────────────────

                      計 51,700 部

      (2) 掲載題数

        A-1（材料施工）　　　　　　　　　　　　　　　　　　    570　題 ( 1,140頁）

        A-2（防火，海洋，情報システム技術）　　　　　　　　    242　題　   (  514頁）

        B-1（構造Ⅰ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 541　題  ( 1,082頁）

        B-2（構造Ⅱ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   631　題   ( 1,262頁）

        C-1（構造Ⅲ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   649　題 ( 1,298頁）

        C-2（構造Ⅳ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   572  題 ( 1,144頁）

        D-1（環境工学Ⅰ）                                      566　題   ( 1,170頁）

        D-2（環境工学Ⅱ）　　　　　　　　　　　　　　　　   　535　題   ( 1,070頁）

        E-1（建築計画Ⅰ）                                     551　題　 ( 1,102頁）

        E-2（建築計画Ⅱ，農村計画，教育）　　　　　　　　　   300　題　 (  600頁）

        F-1（都市計画，建築経済・住宅問題）　　　　　　　　   672　題 ( 1,344頁）

　      F-2（建築歴史・意匠）　　　　　　　　　　　　　　　   329　題  (  658頁）

      ─────────────────────────────────────────────

                      計　                                   6,158　題 （12,384頁）
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6.3　研究補助・研究助成

（1）本会が受けた研究補助・研究助成等

     1) 保険制度と災害時危機管理に関する提言

        セコム科学技術振興財団研究助成金       　　　　　      1,000,000 円

（2）1999 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
明治期煉瓦造の遺構ならびに煉瓦の実測と成分分

析による生産地推定に関する基礎的研究

駒　木　定　正

（北海道職業能力開発短期大学）

20万円

東　北
東北地方諸都市の省エネルギー対策に関する基礎

的研究

佐　賀　武　司

（東北工業大学）

20万円

東　海
中心市街地問題に関する基礎的研究 瀬　口　哲　夫

（名古屋市立大学）

20万円

北　陸
北陸地方に建つ大スパン建築構造の耐震性に関す

る研究

川　崎　吉　造

（小西建築構造設計）

20万円

建築防災計画パネルディスカッション：建築基準法

の性能規定化と新たな煙制御設計の可能性

田　中　哮　義

（京都大学防災研究所）

20万円

近　畿 再生骨材の性能評価システムに関する基礎的研究

（再生骨材の構造体コンクリートへの利用技術に

関する研究の一環として）

二　村　誠　二

（大阪工業大学）

20万円

中　国

中国地方における既存建築物の耐震性能と地盤特

性を考慮した耐震性の研究

中　村　雄　治

（広島大学・中国支部構造委員会

委員長）

20万円

四　国
近世土佐における土居の都市空間と近代的変容に

関する研究

三　浦　要　一

（高知女子大学）

20万円

九　州
九州の登録文化財及び市町村指定文化財の現状調

査とリストづくり

福　田　晴　虔

（九州大学）

20万円

8 支部 　　　　　　9件 180万円

（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
セメント硬化体中の水和反応および空隙構造変

化のシミュレーション

朴　起蓬

(東大大学院)

50万

2 構　造
竹接合法の開発に関する実験的研究 田中　圭

(大分大大学院)

50万

3

人の視機能及び心理状態と視対象の物理特性と

の関係の明確化

環境工学・視環境・照明

秋月有紀

(奈良女子大大学院)

50万

4

環境工学

駆体蓄熱の確率的な最適制御に関する研究 鄭　在薫

(京大大学院)

50万
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5

集合住宅におけるキャパシティに関する研究

－オリンピック大会等における選手村施設の事

後利用分析を通じて－

加藤芳邦

(京大大学院)

50万

6

建築計画

集合住宅における大型住戸の計画手法と居住者

参加の計画プロセスに関する研究

佐々木誠

(筑波大大学院)

50万

7 都市計画

地震等の災害に対する事前対策・緊急対応・復

興計画への地理情報システム（GIS）の活用に関

する研究

浦川　豪

(横浜国大大学院)

50万

8 建築経済
建設プロジェクトの実施方法選定のための支援

システムの構築に関する研究

高橋栄人

(京大大学院)

50万

9
建情報システ

ム技術

知的人工システムを用いた構造形態の創造に関

する研究－自然の形態学と経験則－

佐藤英次

(日大大学院)

50万

10 建築教育
「住環境リテラシー」の育成手法に関する研究 妹尾理子

(東京学芸大大学院)

50万

（4）その他の研究助成

     1999 年度　鹿島学術振興財団研究助成

□採　択（新規採択 6 件，継続採択 4 件）

№ 研 　 究 　 課　  題 研 究 代 表 者 援助額 採　否

1

レーザー振動計を用いたコンクリート構築物の

剥離やひび割れの検知診断法の研究

岩　瀬　昭　雄

（新潟大教授）

他3名

300万円 新規採択

2
騒音のうるささに関する国際標準尺度の

構成

矢　野　　　隆

（熊本大教授）

50万 新規採択

3

インドネシア・バリにおける王都の空間構成と

近代の変容課程に関する研究

陣　内　秀　信

（法政大学教授）

他5名

129万 新規採択

4
戦前の灯台に関する技術史的研究 藤　岡　洋　保

（東工大教授）

284万 新規採択

5

笏谷石の建造物に関する調査研究 国　京　克　己

（国京克己／建築設計工房）

他1名

100万 新規採択

6

持続的発展が可能な都市を念頭に置いた地方都

市の中心市街地問題に関する比較研究

中　出　文　平

（長岡技術科学大助教授）

他14名

235万 新規採択

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 継続採択

8
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

（東北大助手）

300万 継続採択

9
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 継続採択

10
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 継続採択

（2000 年 3 月 31 日付鹿島財団通知）
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７．委員会活動

7.1　会務関係

（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

　　岡田　恒男君

　　　　　　16 名

            (1)

10 本会運営における重要事項の検討

建築教育連絡協議会

　　柴田　拓二君

　　高梨　晃一君

　　　　　　206 名

　　　　　　（6）

16 （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）日本技術者教育認定機構への参加と対応

（4）建築教育連絡協議会の開催

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

          (2, WG 含む)

23 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･環境ガイドラインの検討

・同報告書原稿作成

・ 都市と建築講座ネットワークの検討

・ 「親と子の都市と建築講座」のデータ整理

・ ホームページ企画検討

 ・ＷＧの新設

① 子どものための建築・都市・環境ガイドラインづく

　りＷＧ（主査：矢田　努君　9 名）

     ②都市と建築講座ネットワークづくりＷＧ

  (主査：村上美奈子君　18 名)

総務・財務運営合同委員会

　　松原　忠策君

　　　　　19 名

6 （1）1998 年度事業報告案

（2）1998 年度収支決算・財産目録および未処分金処分案

（3）倫理綱領･行動規範

（4）定款改正

（5）組織機構の一部改組ならびに事務機構の再編案

（6）2000 年度事業計画･収支予算編成上の基本方針案

（7）基金取崩し(トルココジャエリ地震、台湾集集地震、

メモリアルコンファレンス)

（8）支部消費税

（9）2000 年度事業計画･収支予算案

（10）財政状況

（11）役員選考スケジュールと事務機構再編

選挙管理委員会

　　瀬川　昌彌君

　　藤江　澄夫君

　　　　  7 名

        4 （1）評議員半数(60 名)改選に伴う選挙執行

（2）副会長2 名(研究教育関係機関で関東支部所属1 名、

研究教育関係機関以外所属 1 名)、監事 1 名選出に

伴う選挙執行

会員委員会

  　藤江　澄夫君

    瀬川　昌彌君

　　     14 名

        3 （1）名誉会員候補者の選考

（2）会員の増強、法人会員の増強施策

（3）会員に関する事項についての検討

（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
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国際交流委員会

　　松原　忠策君

　　　　　　7 名

2 （1）国際交流振興基金の配分

CIB 委員会

　　古瀬　　敏君

　　　　　　19 名

3 （1）CIB 委員会ホームページの運営

（2）CIB 関連の情報交換

（3）CIB 会議の出席報告

アジア建築交流委員会

　　八木　幸二君

　　　　　　40 名

3 （1）第 3 回アジア建築交流国際シンポジウムへの参加

（2）アジア建築交流団の企画立案

会館委員会

  　佐藤　親英君

 　 林　　雄嗣君

　　　　 12 名

　　　 （1）

2 （1）1999 年度整備工事・2000 年度実施予定工事について

（2）中長期修繕計画について

（3）1999 年度会館部門収支決算ならびに 2000 年度収支

予算について

（4）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）表彰関係

表彰委員会

　　岡田　恒男君

　　　　　　11 名

2 （1）2000 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 16 件（論文 10，作品 2，業績 4），

奨励賞 15 件，文化賞3 件，作品選奨 12 件

（2）2001 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 1７名, 奨励賞 12 名,作品選奨6 名

（3）1999 年内部的監査，表彰に関わる指摘事項について

報告

日本建築学会大賞

選考委員会

　　岡田　恒男君

　　　　　　10 名

1 2000 年日本建築学会大賞 2 件の選考

日本建築学会賞

選考委員会

　　平山　善吉君

　　　　　　34 名

2 （1）2000 年日本建築学会賞候補業績 16 件（論文 10，作

品 2，業績 4）の選考

日本建築学会奨励賞

選考委員会

　　志水　英樹君

    神田　　順君

            24 名

4 2000 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

　　小倉　善明君

　　　　　　10 名

2 2000 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

　　岡田　恒男君

　　　　　 10 名

        1 2000年日本建築学会文化賞 3 件の選考
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7.2　研究関係

（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

　　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）99 年度大会（中国）学術関係行事の企画・運営

　　・学術講演梗概 6,158 題（前年比160 題増）

　　・研究集会　33 主題

　　・建築に関する展示会等実施

（4）平成 12 年度科学技術振興費による「生活・社会的基

盤研究」課題応募

　　・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 12 年度科学技術振興費による「総合研究」課題

応募

（6）研究助成候補推薦

　　1）竹中育英会（139 件応募／10 件採択）

　　2）鹿島学術振興財団（11 件応募／6 件採択）

（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

　　長澤　　泰君

　　和田　　章君

　　　 　　 54 名

13 （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） 論文のエディター制

3） 査読委員の役割

（4）論文集委員会査読候補者の選定

（5）論文集の体裁

（6）著作権の取り扱い
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技術報告集委員会

　　大野　隆司君

　　井上　一朗君

　　　　　　50 名

4 （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

（5）著作権の取り扱い

（6）技術報告刊行に関するアンケート実施

作品選集委員会

　　小倉　善明君

　　　　　　89 名

4 （1）「作品選集 2000」の掲載作品の応募と選考

　　応募 218 点，掲載 59 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

 　　　  970 名

　　　　(81　WG を含む)

      441 （1）成案

  1) 仕様書

　・JASS 7　メーソンリー工事（改）

　・JASS 11  木工事(改)

  2) その他出版物

　・建築材料実験用教材（改）

　・勾配屋根の材料・構法・性能（新）

　3)資料・報告書

　・平成 11 年度原子力発電所 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

　・JASS6　鉄骨工事　改定要約の英文小冊子

・第 13 回建築施工ロボットシンポジウム予稿集

・性能に関するパネルディスカッション資料「建築材

料、部材、部位の性能評価の現状」

・床の性能試験方法と性能評価方法に関する調査報報

告書

（2）建築雑誌への掲載

　・｢JASS7　メーソンリー工事｣改定の概要(99.12)

・｢JASS11　木工事｣改定の概要(99.12)

・ﾘｰﾌﾚｯﾄ｢あんしんなブロック塀をめざして｣作成の報

告(99.9)

・「韓・日施工技術ｾﾐﾅｰ」の報告(99.4)

（3） 研究協議会・パネルディスカッション

・建築生産におけるｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝ化への現状と課題(大会

研協資料)

　・施工標準の国際調和(大会 PD 資料)

・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ複合ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事の合理化と問題点(大会 PD 資

　料)

・溶接施工と溶接部の力学特性

（4）講習会・シンポジウム等の開催

 　   8 章参照

（5）作成中

　・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（仮称）

・コンクリート・ポリマー複合体施工指針(案)

　・メーソンリー構造の設計施工指針（案）

　・FRP 防水工法施工指針(案)

・外壁接合部の水密設計および施工に関する施術指針

（案）
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　・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 8 防水工事

　・JASS10 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工事

　・JASS17 ｶﾞﾗｽ工事

　・JASS19 陶磁器質ﾀｲﾙ工事

　・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

　・鉄筋コンクリート造配筋指針

　・“ネットワークによる工程の計画と管理”の指針

構造委員会

　　高梨　晃一君

　　　　　　1,380 名

　　　（115，WG を含む）

454 （１）成案

  1）刊行

・「動的外乱に対する設計－現状と展望－」（99/5）

・「鉄筋コンクリート造建物の靱性保証型耐震設計指

針・同解説」（99/8）

・「鋼構造建築物における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」（99/9）

　・「構造物の崩壊解析」（99/11）

　2）講習会・シンポジウム等の開催

　　　8 章参照

　3）資料作成

・「構造形態の解析と創生」シンポジウム資料

・「第 27 回地盤震動」シンポジウム資料

・「実務にみる地盤改良工法の技術的諸問題」シンポジ

ウム資料

・「第 8 回シェル・空間構造セミナー」資料

　・「構造物の崩壊解析－応用編－」

　・「木質構造の限界状態設計」シンポジウム資料

　・「（続）兵庫県南部地震における構造物の衝撃的破壊」

シンポジウム資料

　4）作成中

・「建築地盤アンカー設計施工指針」（2001/1）

・「建築物減衰」（2000/10）

・「空間構造の耐震設計と設計例」（2001/1）

・「地震荷重－内陸直下地震による強振動と建築物の応

答－」（2000/9）

・「鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準」（2001/1）

・「柱ＲＣ梁Ｓ混合構造計算規準」（2001/1）

・「構造形態解析手法の応用」 （2000/7）

　5）パネルディスカッション

・大会 PD 資料「ＳＲＣ構造の８０年に学ぶ」

・大会 PD 資料「鉛直荷重に対する杭の設計を考える」

　・大会 PD 資料「これからの地震荷重と今後の課題」

・大会 PD 資料「鋼構造における初期不整と座屈問題」

・大会 PD 資料「鉄筋コンクリート構造の性能設計と各

限界状態」

・大会 PD 資料「限界状態設計コンクール」
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（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

　　鈴木　博之君

           228 名

　　　　 (17,WG 含む)

       54 （1）成果

　1）大会研究協議会・パネルディスカッション

　・日本近代における建築論・建築意匠論のﾙｰﾂを探る

（大会研協資料）

　2）資料

　・民家・町並ニュース(No.22)

　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

・日本のﾓﾀﾞﾆｽﾞﾑ建築 20 選の選定（99.4）

5）歴史的建造物保存要望書

　・旧下関郵便局電話課事務室の保存活用に関する要望

書

・第一勧業銀行碑文谷ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ内における旧日本勧業

銀行本店別棟および旧ｸﾗﾌﾞﾊｳｽの保存活用に関する要

望書

（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

　　　（10，WG を含む）

48 （1）大会

　・大会研究協議会「21 世紀の防火研究教育－性能設計

時代にむけて防火研究はどう広がるか－」

　・オーガナイズドセッションの企画

（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

（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

・燃焼性に関する諸問題の研究

・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
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・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の

歴史的調査

建築経済委員会

　　江口　　禎君

　 　　　　379 名

 　　(28,WG を含む)

170 （1）成果

　1）資料・報告書

　・第 15 回建築生産シンポジウム論文集

　・第 11 回建築生産パネルディスカッション報文集

　・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「建築生産の高度化と安全管理」資料

　・第 1 回 PM ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ｢PM 研究と実務の最前線｣資料

　・自治省委託研究報告書｢家屋評価に係る経年減点補

正率等の見直しに係る調査研究｣

　・自治省委託研究報告書｢木造家屋及び非木造家屋に係

る物価水準による補正率及び設計管理費等による補

正率の決定についての基礎資料｣

　・資産評価ｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ委託研究報告書｢消耗減点補正

率基準表の見直しに関する調査研究｣

　2）大会研究協議会・パネルディスカッション

　・労務ｺｽﾄから展望する 21 世紀の建設産業（大会研協資

料）

　・建築物のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(大会 PD 資料)

　・大震災 4 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

　　渡邊　俊行君

　　　　　　922 名

　（107，WG を含む）

378

（WG を含む）

（1）成果

・「拡張アメダス気象データ」刊行

・「アジアの水環境」刊行

・「大都市近郊居住の環境設計」刊行

（2）大会研究協議会

　・環境性能規定とアカデミックスタンダード

・建築物のマネジメントガイドライン

（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」

　・「都市環境視聴覚教材」

　・「日本の都市化と水環境」

　・「住宅環境設計データブック」

　・「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」

　・「雨の建築学」

　・「建築家のためのソーラー設備計画資料」

　・「室内音場解析―理論と応用―」

・「光と色の環境デザイン」
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　・「室内空気質環境設計法」

　・「都市環境のクリマアトラス」

（5）調査研究

音環境（固体音・音響予測法・室内音響・外周部材の遮音

設計）、環境振動（振動測定法・環境振動規格・環境振動

予測）、光環境（照明計算・光環境解析・視環境・昼光日

射）、熱環境（伝熱・湿気・熱規格・温熱感）、空気環境（室

内空気質研究の国際動向調査・気密住宅換気・風環境数値

計算）、水環境（親水・雨の文化と生態・循環型システム）、

建築設備（設備経営・ガラス建築・太陽エネルギー利用シ

ステム）、都市設備・環境管理（都市エネルギー・都市熱

環境形成プロセス・リモートセンシング、環境心理・生理

（環境生理・環境心理・環境行動）、環境設計（火災排煙

環境設計・クリマアトラス・エコシティ）、電磁環境（電

磁材料施工・電磁計測評価・電磁国際情報・磁気シールド・

電磁シールド）

建築法制委員会

　　十亀　彬君

        　  77 名

　    (8,WG を含む)

15 (1)成果

 ・建築法規用教材 2000（改訂）

(2)大会研究懇談会

 ｢住宅性能表示への期待と課題を探る－住宅性能表示は

一般消費者の要望に応えられるか－｣

(3)講習会・シンポジウム等の開催

(4)建築雑誌への掲載

 1999 年度日本建築学会大会（中国）の概況

 建築法制部門研究懇談会

 ｢住宅性能表示への期待と課題を探る－住宅性能表示は

一般消費者の要望に応えられるか－｣

（建築雑誌2 月号）

(5)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

　　志水　英樹君

　　　　　　84 名

　　　　　（5）

38 （1）大会研究懇談会

　・建築教育の来し方、行く末

（2）研修会・セミナー

　　　　8 章参照

（3）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

　　　　　　168 名

　　　（8，WG を含む）

24 （1）大会研究協議会

「環境共生時代の都市・地域計画－自治体空間計画にお

ける到達点と課題」

（2）大会パネルディスカッション

「大学移転は都市を変えるか：観と論」

（3）大会研究資料「住環境整備の政策化の展望」

（4）シンポジウム・セミナー・発表会

　　　8 章参照

（5）作成中

災害調査マニュアル

（6）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
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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

　　　　　　637 名

　　（51，WG を含む）

211 （1）成果

　1)「建築人間工学事典」の刊行

  2)要望：都営地下鉄 12 号線「ゆとりの空間」のデザイ

ナーの選考方法に関する要望(1999.5.25)

（2）大会研究協議会・研究懇談会・ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

　・研究協議会「建築計画研究の領域とその研究方法の展

望」

　・ＰＤ「家族・個人・社会とすまい」

　・ＰＤ「住まい方のフィールドワークと設計思想」

　・研究懇談会「地球環境問題は建築計画学研究と建築計

画・設計をどう変えるか、変えるべきか」

（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）」

・「部品情報ハンドブック」

（5）ニュース

　・建築計画ニュース No.39，40

（6）調査研究

集合住宅,高齢者居住,ﾉｰﾏﾗｲｾﾞ-ｼｮﾝ環境,地域施設,劇場ﾎｰ

ﾙ,医療施設,ﾜｰｸﾌﾟﾚｲｽ研究,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,痴呆

性老人ｹｱ空間環境に関する設計計画の検討,ﾜｰｸﾌﾟﾚｲｽ革新

事例の実態調査,ﾊｳｽｱﾀﾞﾌﾟﾃｰｼｮﾝに関する自治体･ﾕｰｻﾞｰ･専

門職種の役割の検討,人間と環境の関係に関するﾓﾃﾞﾙ,枠

組み及び近年の新しい計画論の整理･検討,ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝの

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,計画設計情報に関する文献情報の収

集,建築設計におけるｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝの在り方･事例･理論背景

等の整理,参加と創発のﾃﾞｻﾞ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,博物館における建築計画、環境

計画、展示計画等の総合的・多面的な調査研究，高齢化社

会における建築の安全性に関わる特性の検討，ｵｰﾌﾟﾝﾋﾞﾙﾃﾞ

ｨﾝｸﾞの工業化と新産業創出のための動向調査と産業形態ﾓ

ﾃﾞﾙの立案
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農村計画委員会

　　重村　　力君

　　　　　　105 名

　　 (7，WG 含む)

26 （1）大会

  1)大会研究協議会

・「ムラの潜在的資源の発見的創造－民家・集落ストッ

クを生かす知恵と主体－」

・「建築計画研究の領域とその研究方法の展望－他領域

の研究者とのクロストーク－」

  2)大会研究懇談会

・「都市と農村の共生をめざして－中山間地域の自立と

支援－」

（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

　　　 　　173 名

  　 (13，WG 含む)

61 (1) 大会研究協議会

 ・｢海洋建築と沿岸域利用における海の環境回復技術：

ミチゲーションの可能性と課題｣の実施

(2) 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

(3) シンポジウム・研究会の開催

 　   8 章参照

(4) 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

　　　　　　60 名

　　　　　（4）

35 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

　　笹田　剛史君

　　　　　　368 名

　　（29，WG を含む）

55 （1）大会

・大会研究協議会「建設 CALS 実現のための基盤技術」

の開催

・大会研究懇談会「建築生産現場での情報の伝達・共

用」の開催

（2）シンポジウム・セミナー・発表会

　　8 章参照

（3）作成中

　・建築コンピュータ入門

（4）調査研究

　・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

る調査

　・データ流通ガイドラインと情報流通の実態に関する

調査

　・3 次元都市データ情報の所在調査

　・外国の自治体の都市計画ウェブサイトの調査

　・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
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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

・ インターネットを活用した建築教育・設計情報交換

体制の拡大普及

　・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

　　　　　　45 名

　　（1，WG を含む）

6 （1）大会

　・大会研究協議会「建築と災害－100 年の教訓－」の

開催

（2）シンポジウム・セミナー・発表会

　　8 章参照

（3）作成中

・ トルコ・コジャエリ地震被害調査報告書

・ 1999 年台湾（集集）地震被害調査報告書

（4）調査研究

・ 各種災害への対応

・ 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

・ 災害（地震・風水害）調査マニュアルの作成

地球環境委員会

　　　秋山　宏　君

　　　　　　143 名

　　（14，WG を含む）

66 （1）成果

　・「建物の LCA 指針（案）」の刊行

（2）大会研究協議会

　・研究協議会「地球環境温暖化防止と資源消費削減に向

けて我が国の建築は如何に対応すべきか」

（3）調査研究

学会声明「気候温暖化への建築分野での対応」の検討，環

境対策評価，環境管理，資源利用，都市環境動態，都市環

境，都市気候モデリング，ライフサイクルアセスメント，

日本・アジア文化を反映したサステナブル・ビルディング

概念の構築，都市・生活関連の排出削減効果の定量評価，

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，環境負荷の観点からの資源循環モデルの整理，

構造物のライフサイクルにおける環境負荷の概念の構築，

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，

環境管理の基礎概念の検討と評価手法の確立，環境負荷削

減のための建築材料の使用と構造物の設計の検討，低環境

負荷建築の評価方法・設計計画内容の検討，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

　　　（14，WG を含む）

44 （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，都市景観の美的秩序を対象とした既往研究の整理，

京都における都市民の生活の検討をふまえた研究課題

の明確化，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，町家の修復再生と防災安全の技術の検討

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２回公開シンポジウム「震被災危険度の評価およ

びその公開を前提とした防災対策のあり方につい

て」（2000.3.27）

（3）公開研究会

    ・第３回「防災まちづくりの目標像」(1999.6.11)

    ・第４回「都市復興の目標像と都市骨格」(1999.10.4)

    ・第５回「防災まちづくりの住民合意と実現手法」

      (1999.12.6)

    ・第６回「阪神・淡路大震災復興の５年」

     （2000.1.28/神戸市）

（4）公開シンポジウム

　　・「耐震設計における安全レベルの設定手法」

　　・「防災対策を促す新しい地震保険の構築に向けて」

 　 ・ミニシンポジウム「地震情報とその地域防災計画へ

のとりこみについて」開催

     （1999.11.10・　2000.2.14）

（5）平成 1２年度科学技術振興費課題　応募

   ・「生活・社会的基盤研究」・「木造住宅市街地の耐震安

全性向上技術と評価システムの研究開発」

（6）兵庫県南部地震関連事業（支援事業）

   ・メモリアルコンファレンス・イン・東京開催

　 （2000.1.17.18/東京・建築会館ホール）

   ・第４回「震災対策技術展」展示会参加及び「阪神・

淡路大震災から５年」特別講演会開催

   （2000.1.27.28/神戸国際展示場２Ａ会議室）
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木構造と木造文化の再構築特

別研究委員会

　　鈴木　祥之君

　　　　　　82 名

　　　　　　(4)

9 木構造学に関する研究を見直し、木造および木の文化を再

生するとともに、木造住宅に関連する社会システムのあり

方を再検討することを目的として設置

 調査研究項目

(1)木構造の構造力学的再構築

   ・伝統的木造建築の実大振動実験の実施(1999.11)

(2)木造建築物の終局強度型構造設計指針（案）

(3)山と町をつなぐ木造建築ネットワーク

(4)安全・安心の木造住宅

伊東忠太未発表資料特別研究

委員会

　　中川　　武君

　　　　　　21 名

　　　　　 （1）

4 (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

保険制度と危機管理調査研究

特別委員会

　　神田　順君

　4 名

4 財産や生命の保全を図る手段としての保険制度のあり方、

災害における事前事後の危機管理のあり方についての調

査研究を目的として設置

(1)建築構造物の災害安全性に関するデータ整備状況の調

査

(2)安全性評価法の構成要素と手法の提案

(3)被害発生のシミュレーションの具体例作成

(4)防災機関の整備状況と役割分担の検証

(5)以上を踏まえた、地方自治体に対する提言

第三世界歴史都市・住宅特別研

究委員会

　　佐々波　秀彦君

            25 名

5 (1)調査研究

･国際協力による歴史的都市・住宅の保存及び持続的開発

･対象別地域別研究テーマの整理、調査マニュアルの作成

（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

　　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

　　　10 ・家屋評価に係る経年減点補正率等の見直しに係る調査

研究

・木造家屋及び非木造家屋に係る物価水準による補正率

及び設計管理費等による補正率の決定についての基礎

資料の作成

・消耗減点補正率基準表の見直しに関する調査研究

〔文教施設委員会〕

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

      10 公立学校建物（高等学校）の標準面積に関する調査研究
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文教施設の耐震性能小委員会

　　坂本　功君

　　　　　　10 名

10 文教施設の耐震性能等に関する調査研究

学校施設の維持管理小委員会

　　篠塚　脩君

　　　　　　 14 名

11 学校施設の維持管理に関する調査研究

〔材料施工委員会〕

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

60 ・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

人工骨材研究小委員会

　　阿部　道彦君

　　　　　　15 名

3 ・「高強度人工骨材（仮称）」を使用したコンクリートに関

する研究委託

木造建築物解体工事小委員会

　　菊池　雅史君

　　　　　　12 名

2 ・「住宅解体工事施工指針（案）」に関する研究

JASS10（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工事）

改定小委員会

　　福士　　勲君

　　　　　　15 名

2 ・プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の施工技術及

び品質管理方法に関する調査・研究

〔特別委員会〕

日本工業倶楽部会館歴史調査

委員会

　　鈴木　博之君

　　　　　　8 名

3 ・日本工業倶楽部会館に係る歴史調査指導業務

〔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

      23 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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7.3　教育関係

　

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

教育・文化事業委員会

　　福士　勝夫君

　　　　　 6名

4 （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）1999年度講習会事業報告

　1） 支部共通事業

　・｢鉄筋コンクリート構造計算規準｣改定講習会

　2)委員会主催等講習会

　・改定講習会

　・｢動的外乱に対する設計－現状と展望｣講習会

 ・｢鋼構造建築物における構造設計の考え方と枠組｣講

　　習会

　・｢建物のＬＣＡ指針(案)に基づく簡易設計法｣講習会

 ・｢JASS7メーンソンリー建築工事標準仕様書｣改定

　　講習会

・｢JASS11木工事建築工事標準仕様書｣改定講習会

・｢鋼構造耐火設計指針｣講習会

（2）1999年度シンポジウム等報告

　（別項）

（1）1999年度支部共通事業設計競技の実施
   課題「住み続けられる“まち”の再生」

応募数 264

支部入選 58

全国入選 11
タジマ奨励賞 9

設計競技事業委員会
    小倉　善明君
         14名

全国審査部会（1999年度）
    長島　孝一君
         11名

全国審査部会（2000年度）
    進士五十八君
          10名

審査部会（技術部門・1999）
    神田　　順君
           9名

6

4

１

3

（2）1998年度支部共通事業設計競技
　「『市場』をつくる」全国･支部優秀作品集刊行
（3）2000年度支部共通事業設計競技の企画
   課題「新世紀の田園居住」
（4）設計競技（技術部門）の実施(第１回試行)
   課題「限界状態設計法を活用した構造設計－ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ」
（5）設計競技（技術部門）の企画(第２回試行)
   課題「ヘルシーハウス」
（6）設計競技（技術部門）定常化事業のための検討

講演・展示事業委員会
    神田　孜君
         14名

都市と建築講座企画部会
    村上美奈子君
         18名

8

2

（1）建築文化週間 '99開催

     ・建築文化週間2000企画検討

（2）講演会

　1）1999年日本建築学会賞（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
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　1） '99 アーキテクチュア・オブ・ザ・イヤー展

　2）｢日本現代建築展1985-1996｣

（4）学生サマーセミナー (仮称)企画検討

卒業論文等顕彰事業委員会

　　石村　孝夫君

　　　　26 名

5 （1）1999 年（第 10 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）2000 年（第 11 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

　　小澤紀美子君

　　　　40 名

         (3)

30 （1）「建築材料用教材ビデオ　　PC 工業化工法編」

　　「　〃　　　　ｾﾒﾝﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ編-1」

　　「　〃　　　　編ｾﾒﾝﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ編-2」

（2）「近代建築史図集」改訂版執筆

（3）「ちからとかたちシリーズ」企画検討
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7.4　情報関係

　　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

情報委員会

　　仙田　満君

　　　　　　13 名

　　　　　（1）

6 (1)英文論文誌刊行の可能性の検討、英文広報誌刊行の

提案

(2)「英文情報の発信と本会データベースの構築」につ

いて審議検討し，情報委員会報告として理事会に報

告

(3)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 9,117 件を登録

(4)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

(5)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           　　　　　　　　　　　

(6)学術情報センター「電子図書館」（NACSIS-ELS）へ

の参加の決定

図書委員会

　　　山口　重之君

　　　　　132 名

　　　　　（10）

35 (1)図書館の運営

・新しい図書館のイメージについて検討

・学会図書館の整備

・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（1996）データ

の電子化とＨＰ公開

・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 1976-1998」CD-ROM 版の編集

(8)「日本における建築関連分野の公開ライブラリー・

企業内情報センター等の実態調査－その現状とネ

ットワーク意識を探る」調査ならびに報告書の刊行

(1999.11)

編集委員会

　　若山　　滋君

　　　　　  22 名

12 ・建築雑誌12 冊，建築年報１冊の企画・刊行

・作品選集2000 の刊行

・技術報告集第 8 号，第 9 号の刊行

刊行委員会

　　小澤紀美子君

　　　　　　10 名

 3 ・ 1999，2000 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

適宜 ・電子メールによる通信審議

建築設計資料集成委員会

　　高橋　鷹志君

            52 名

           (9)

42 ・ 「建築設計資料集成」（改訂版）の編集

・ 「コンパクト建築設計資料集成〈バリアフリー〉」

（仮称）の編集

建築ガイド編集委員会

　　前野まさる君

            42 名

 2 ・ 「総覧日本の建築」滋賀・京都編の刊行

・ 「総覧日本の建築」大阪・兵庫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）

2 ・ 「建築学用語辞典 第 2 版」の刊行

7.5　委員会数・開催数・委員数

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 10 10 72 358
会務関係

表　　彰 6 0 12 99

学　　術 4 5 39 229

調査研究 16 498 2,082 5,876

特別研究 6 23 109 356
研究関係

受託研究 11 0 169 282

教育関係 6 7 72 168

情報関係 8 44 102 461

計 67 587 2,657 7,829

前　年　度 70 568 2,569 7,791

前　年　比 -3 +19 +88 +38
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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　調査研究委員会主催

　（1）材料施工委員会（4 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数

・第 13回建築施工ロボットシンポジウム 2000.1.20 東京・建築会館ホール 新井 民夫

　 他 11 名

70 名

・建築工事標準仕様書改定講習会

　「JASS ７　メーソンリー工事」

1.25 東京・建築会館ホール 馬場 明生

　　他 4 名

　　82名

・建築工事標準仕様書改定講習会

  「JASS １１  木工事」

2.22 東京・建築会館ホール 肱黒 弘三

他 3 名

106 名

・性能に関するパネルディスカッション

「建築材料、部材、部位の性能評価の

現状」

3.6 建築学会会議室 小野　英哲

    他 7 名

68 名

合　計 326 名

（2）構造委員会（8 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数

・「構造形態の解析と創生」シンポジウ

ム」

1999.5.7 東京・建築会館会議室 安宅　信行

他 7 名

47 名

5.14 大阪・大阪科学技術ｾﾝﾀｰ 鈴木　俊男

他 5 名

23 名

・「動的外乱に対する設計－現状と展望

－」

5.13 東京・建築会館ホール 秋山　宏

他 6 名

129 名

5.20 大阪・大阪科学技術ｾﾝﾀｰ 長橋　純男

   他 6 名

66 名

・「実務に見る地盤改良工法の技術的諸

問題」

10.14 東京・建築会館ホール 藤井　衛

　　他４名

121 名

・第 27 回地盤震動シンポジウム「地域的

特性を考慮した地震動予測」

10.25 東京・建築会館ホール 衣笠　善博

他 9 名

185 名

・第８回シェル・空間構造セミナー 11.26 東京・建築会館ホール 坂　壽二

他６名

50 名

・シンポジウム「いろいろな構造物の崩

壊解析」

12.7 大阪・大阪市立大学文化交

流センターホール

上谷　宏二

他 13 名

36 名

12.13 東京・建築会館ホール 上谷　宏二

他 11 名

51 名

・「木質構造の限界状態設計」シンポジウ

ム

12.16 東京・建築会館ホール 平嶋　義彦

      5 名

149 名

・（続）兵庫県南部地震における構造物の

衝撃的破壊に関するシンポジウム

2000.3.21 東京・建築会館ホール 岡本　達雄

他 16 名

144 名

合　計　1,001 名
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（3）建築歴史・意匠委員会（4 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場  講　　師 参加者数

・シンポジウム「建築遺産の保存と建築史

－海外編」

1999.11.20 東京・建築会館ホール ヨルゴス・

ラヴァス

　　他 3 名

   71 名

・シンポジウム「都市史研究の可能性をさ

ぐる」

12.20 東京大学　工学部１１号

館講堂

松本　裕

他 14 名

　147 名

・日本工業倶楽部会館見学会 2000.2.8 日本工業倶楽部会館    19 名

・第２回公開研究会「建築論の可能性を巡

って」

3.3 明治大学大学会館５階父

母センター

ヴィットリ

オ・ウーゴ

　 22 名

合　計 259 名

（4）防火委員会（1 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数

・シンポジウム「防排煙対策に求められる

性能とは－防排煙対策の昨日・今日そし

て明日へ－」

2000.2.4 建築会館会議室 山田　常圭

他 7 名

46 名

合　計　46 名

（5）建築経済委員会（4 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数

・ ワークショップ「建築生産の高度化と安

全管理」

1999.6.3 建築会館会議室 杉本　旭  49 名

・ 第１５回建築生産シンポジウム 7.22～

7.23

東京・建築会館ホール 小沢　道一

発表者 31 名

160 名

・ 第１回ＰＭワークショップ「ＰＭ研究と

実務の最前線」

11.4 東京・建築会館ホール 平野　吉信

他 11 名

81 名

・ 第１３回建築生産パネルディスカッシ

ョン

2000.3.3 東京・建築会館ホール 磯部　正

　　他 12 名

91 名

合　計 381 名

（6）環境工学委員会（12 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数

・公開研究会「健康住宅を考える」 1999.6.4 大阪・大阪市立大学文化交

流センター

 西岡　利晃

　　 他 9 名

51 名

・第 43 回研究会「行動経路セッティング

のシークエンスデザイン」（建築計画委

員会と共催）

6.21 建築学会会議室  フィリップ・

シール

　　 他 1 名

86 名

・総合都市インフラ連続シンポジウム「都

市における広域熱供給ネットワークの展

望」

7.13 東京・建築学会会議室  佐土原　聡

　　 他 6 名

80 名

・見学会・研究発表会「横浜みなとみらい

ホール」

8.23 神奈川・横浜みなとみらい

ホール

 石田　康二

　　 他 4 名

40 名

・シンポジウム「光環境研究のこれからの

　課題」
11.2 東京・建築学会会議室  中村　芳樹

　 　他 6 名

50 名

・第 29 回熱シンポジウム「建築の熱性能

評価と伝熱シミュレーション」

11.12～13 福岡・九州大学・箱崎国際

ホール

 宇田川 光弘

　　他 12 名

71 名

・シンポジウム「都市・建築の色彩評価 そ

の新しい研究動向」

11.29 京都・みやこめっせ京都市

都市勧銀館

 稲垣　卓造

　   他 7 名

76 名



－ 57 -

・第 3 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）

12.8 東京・建築学会会議室  舟橋　國男

　　 他 6 名

30 名

・第 18 回環境振動シンポジウム「性能設

計に向けた環境振動評価」

2000.1.26 東京・建築会館ホール  塩田　正純

　　 他 5 名

80 名

・第 3 回環境工学シンポジウム「建築教育

問題における環境工学の課題」

3.10 東京・建築学会会議室  島田　良一

　   他 4 名

30 名

・第 24 回水環境シンポジウム「循環型シ

ステムにおける水と緑－プロポーザルに

あたって－」

3.13 東京・建築学会会議室  紀谷　文樹

　　 他 4 名

44 名

・室内音響シンポジウム｢室内音響：リニ

ューアル建築物の音響設計｣

3.14 東京・建築学会会議室  橘  秀樹

　　 他 5 名

64 名

合　計　702 名

（7）建築教育委員会（2 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数

・第 30 回工業高校建築教育研修会 1999.7.29

～30

東京･建築会館ホール

埼玉・県営サッカースタジ

アム建設現場

波多野　純   59 名

・特別セミナー「ビジネスの視点から考え

　る建築生涯教育の戦略」

2000.3.8 東京・建築学会会議室 椎名　政夫

　 　他 2 名

 28 名

合　計　87 名

（8）都市計画委員会（4 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数

・シンポジウム「都市景観形成の方向性を

探る」

1999.6.14 建築会館ホール 西村　幸夫

他 5 名

231 名

・第 9 回都市景観ルックイン「世界遺産・

厳島神社を取り巻く景観

9.16 厳島神社社務所 石丸　紀興

　　　他

30 名

・第 6 回地震防災シンポジウム「新しい都

市安全システムの構築に向けて」

11.26 建築会館ホール 熊谷　良雄

他 9 名

43 名

・21 世紀の都市計画制度を考えるシンポ

ジウム―都市計画制度の見直しの背景と

骨子

2000.3.23 大阪府建築健保会館６階

多目的ホール

後藤　隆之

他３名

85 名

合　計　389 名

（9）建築計画委員会（25 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数

・第 5 回ハウスアダプテーション研究会

　「介護保険制度における住環境整備の

仮題」

1999.4.21 建築会館会議室 竹内　孝仁

　　他 2 名

48 名

・第 14 回外壁構法シンポジウム「外壁の

自然素材を通して考える」

4.27 建築会館ホール 石山　修武

　　他 2 名

124 名

・集合住宅フォーラム：日本型集合住宅の

計画論を目指して「その 2　ストック社

会の中の集合住宅」

4.28 建築会館会議室 小林　秀樹

　　他3名

32 名
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・シンポジウム「SI 住宅＝オープンビルデ

ィングの国際動向－CIB-TG26 の活動報

告を中心に」

4.30 建築会館ホール 深尾　精一

　　他 7 名

143 名

・第 42 回研究会（東京会場）「空間の魅

力とは何か－キーワードでとらえる空間

の枠組み」

5.18 建築会館ホール 福井　通

　　他 4 名

100 名

・第 1 回ライフスタイル・住文化公開研究

会「住宅における個室空間の計画とライ

フスタイルの動向」

6.4 建築会館会議室 沢田　知子

　　他 2 名

47 名

・第 42 回研究会（大阪会場）「空間の魅

力とは何か－キーワードでとらえる空間

の枠組み」

6.5 大阪文化交流センター 長坂　大

　　他 4 名

43 名

・1999 年度建築計画委員会春季学術研究

会「時代の流れに生き続ける建築」

6.11～

6.12

岡山県営中庄団地、倉敷

中央病院

吉武　泰水

　　他 15 名

118 名

・第 5 回 医療施設研究会「供給部:SPD 部

門の計画と運営およびその評価」

6.18 大阪市立総合医療センタ

ー・さくらホール

中野　明

　　他 3 名

45 名

・第 43 回研究会「行動経路セッティング

のシークエンスデザイン」（環境工学委

員会と共催）

6.21 建築学会会議室 フィリップ・シ

ール

　　他 1 名

86 名

・第 7 回比較居住文化小フォーラム

「海外居住研究における調査技術」

6.25 建築会館会議室 小林　繁樹

　　他 5 名

39 名

・第 3 回設計方法シンポジウム「コラボレ

ーションによるデザイン」

7.2 建築会館ホール 吉田　邦彦

　　他 6 名

94 名

・見学会「音楽空間の原点－東京文化会館

と東京芸大奏楽堂見学と座談会」

7.12 東京文化会館、東京芸大

奏楽堂

本杉　省三

　　他 4 名

178 名

・「第 17 回地域施設計画研究シンポジウ

ム」

7.15～

7.16

建築会館会議室 渡邉　昭彦

　　他 51 名

68 名

・第 37 回建築人間工学研究会「ハード＋

ソフトの人間工学」

7.23 建築会館会議室 小原　二郎

　　他 3 名

35 名

・公開研究会「伝統的古民家に住み継ぐ方

法」

7.23 建築会館会議室 安井　妙子 52 名

・ノーマライゼーション環境小委員会見

学会

9.15～

9.16

広島県立ふれあいの里リ

ハセンター，特別養護老

人ホーム菜の華　他

萩田　秋雄

　　他 3 名

35 名

・第 15 回外壁構法シンポジウム「ガラス

のダブルスキン」

10.8 建築会館ホール 長谷川逸子

　　他 3 名

108 名

・第 44 回空間研究小委員会研究会「空間

研究の道具としてのVirtual　Reality」

10.22 建築会館会議室 大野　隆造

　　他 3 名

32 名

・環境行動研究・環境心理生理小委員会

「合同研究発表会」（環境工学委員会と

共催）

12.8 建築会館会議室 舟橋　國男

　　他 6 名

30 名

・「高齢者居住をめぐる計画視点（３）

　―施設居住のエイジングの視点から―」

2000.1.28 建築会館会議室 橘　弘志

　　他 3 名

24 名

・シンポジウム「火災時の人間行動と避難

安全性能評価」（（社）日本火災学会学

術委員会避難行動専門委員会と共催）

2.23 建築会館会議室 富松　太基

　　他 7 名

55 名

・報告会「構法変遷の現場」 3.3 建築会館会議室 真鍋　恒博雄

　　他 3 名

34 名
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・第 6 回ハウスアダプテーション研究会

「ストック形成社会におけるハウスア

ダプテーションの意義」

3.10 国立公衆衛生院講義室 鈴木　晃

　　他 2 名

21 名

・第 14 回安全計画シンポジウム「人にや

さしい建築とは:集合と安全の視点か

ら」

3.10 川崎市立川崎病院講堂・

会議室

富松　太基

　　他 4 名

61 名

合　計　1,652 名

（10）農村計画委員会（5 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数

・公開研究会「平野に暮らす知恵」 1999.5.15 富山・栃波市役所ホール 新藤　正夫

他 3 名

　20 名

・農村計画委員会春季学術研究会「若手計

画研究者の視点と方法」

6.5～6 東京・大学セミナーハウ

ス（八王子）

山下　仁

他 17 名

　86 名

・公開研究会「田園地域のエコシステム

　とエコライフ　パート２」

     7.2 東京・日本建築学会会議

室

斎木崇人

他 3 名

　17 名

・公開研究会「田園地域のエコシステム

とエコライフ　パート 3」

　　11.29 東京・日本建築学会会議

室

糸長　浩司 　39 名

・公開研究交流会「雪国に暮らす知恵－

集住の知恵 3－」

　　12.12 山形・新庄市雪の里情報

館

大友　義助

　他 3 名

  28 名

合　計　190 名

（11）海洋委員会（2 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数

・第１回　海洋建築と空間利用シンポジ

ウム

1999.10.26 東京・建築会館会議室 松井　徹哉

他 6 名

49 名

・海洋建築物の信頼性設計法に関するシ

ンポジウム

12.17 東京・建築会館会議室 濱本　卓司

他 4 名

　　36名

合　計　85 名

（12）情報システム技術委員会（6 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数

・研究会「プロフェッサー・アーキテクト

と語る設計教育とデジタル環境」

1999.8.27 建築会館会議室 古谷　誠章

他 3 名

57 名

・第 12 回 知的システム研究会「複雑系か

ら創発する街と建築 －フラクタルとエ

ージェントによるアナリシス・シンセシ

ス－」

10.15 建築会館会議室 高瀬　啓元

他 8 名

33 名

・「デザインと人工知能」研究会 10.25 東京工業大学百年記念館

フェライト記念会議室

河村　廣

他 6 名

19 名

・第 6 回建築設計および生産情報の流れシ

ンポジウム「迫られる建築生産の変革」

11.16 建築会館ホール 椎野　潤

他 5 名

109 名

・第 22 回情報・システム利用技術シンポ

ジウム

12.9～10 建築会館ホール・会議室 発表者 51 名 201 名

・第 10 回ファシリティマネジメント・シ

ンポジウム FM を支援する新しい視点と

技術

2000.2.21 建築会館ホール 沖塩　荘一郎

他 6 名

65 名

合　計　484 名



－ 60 -

（13）地球環境委員会（4 回）

名　　　　称 期　　日 会　　場 講　　師 参加者数

・都市と熱環境シンポジウム 1999.5.28 建築会館会議室 飯野 秋成

　　他 9 名

46 名

・ワークショップ「サステナブル・ビルデ

ィング普及のための提言」

7.14 建築会館会議室 村上　周三

　　他 4 名

72 名

・講習会「建物の LCA 指針（案）に基づく

簡易計算法～地球温暖化防止のための

LCCO2を中心として～」（東京会場）

1999.11.1

5

建築会館ホール 石福　昭

　　他 3 名

203 名

・講習会「建物の LCA 指針（案）に基づく

簡易計算法～地球温暖化防止のための

LCCO2を中心として～」（大阪会場）

11.29 大坂科学技術センター 石福　昭

　　他 3 名

95 名

合　計　416 名

（14）災害委員会（3 回）

名　　　　称 期　　日 会　　場 講　　師 参加者数

・1999 年トルココジャエリ地震被害調査

速報会

1999.9.29 東京大学工学部8 号館 壁谷澤　寿海

他 25 名

232 名

・1999 年 9 月 21 日台湾集集地震被害調査

速報会

11.8 建築会館ホール 中埜　良昭

他 10 名

152 名

・1999 年トルココジャエリ地震復興関連

調査団報告会

2000.1.21 建築会館ホール 佐々波　秀彦

他 13 名

30 名

合　計　414 名

8.2　特別研究委員会主催

（1）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4 回 1999.6.5 建築会館会議室 青木　祐介

　　他 4 名

21 名

伊東忠太報告会　第5 回 10.23 建築会館会議室 神谷　武夫

　　他 4 名

40 名

合　計　61 名

（2）地震防災総合研究特別研究委員会（11 回）

名　　　　称 期　　日 会　　場 講　　師 参加者数

公開研究会

（第２回）都市復興の課題－主に事前復興

課題について－公開研究会

1999.3.5 建築学会会議室 中林　一樹

他 5 名

40 名

（第３回）木造密集市街地におけるまちづ

くりの目標像公開研究会

6.11 建築学会会議室 糸井川　栄一

他 5 名

50 名

（第４回）都市復興の目標像と都市骨公開

研究会

10.4 建築学会会議室 熊谷　良雄

他 5 名

25 名

公開シンポジウム

「防災対策を促す新しい地震保険の構築

に向けて」

11.1 建築会館ホール 八田　達夫

他 5 名

90 名
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第１回ミニシンポジウム

「地震情報とその地域防災計画へのとり

こみについて」

11.10 建築学会会議室 椎名　卓二

他 2 名

22 名

（第５回）防災まちづくりの住民合意と実

現手法格公開研究会

12.6 建築学会会議室 山本　俊哉

他７名

80 名

公開シンポジウム

「耐震設計における安全レベルの設定手

法」

2000.1.21 建築学会会議室 濱田　信義

他 4 名

30 名

阪神・淡路大震災から５年

－建築および都市の防災性向上に関する

提言から５年－

2000.1.27

～28

神戸市国際展示場２A 会

議室

岡田　恒男

他 22 名

200 名

（第６回）阪神・淡路大震災復興の５年 1.28 神戸国際展示場２号館２A

会議室

林　春男

他 8 名

100 名

第２回ミニシンポジウム

「地震情報とその地域防災計画へのとり

こみについて」

2.14 建築学会会議室 関根　栄二

他 2 名

20 名

第２回公開シンポジウム「地震被災危険度

の評価およびその公開を前提とした防災

対策のあり方について」

3.27 建築会館ホール 西川　孝夫

他 8 名

60 名

合　計　717 名

（3）京都の都市景観特別研究委員会（2 回）

名　　　　称 期　　日 会　　場 講　　師 参加者数

第１回京都の都市景観シンポジウム

「京都の都市景観問題の拡がり」

1999．5.8 冷泉家住宅解体修理工事

現場、（財）日本クリスチ

ャンアカデミー関西セミ

ナーハウス

岡崎　甚幸

　　他 10 名

122 名

第 2 回京都の都市景観シンポジウム

「京都らしい都市景観とは何か―景観の

特徴とそのコントロールをめぐって―」

12.26 京都会館 岡崎　甚幸

　　他 12 名

270 名

合　計　392 名

（4）第三世界歴史都市・住宅特別研究委員会（2 回）

名　　　　称 期　　日 会　　場 講　　師 参加者数

歴史的街並みの活用とコミュニティー創

生に関する東南アジア（ASEAN）専門家会

議（1999 京都）

1999.11.6

～7

元龍池小学校講堂 佐々波　秀彦

他 12 名

約 100 名

INTERNATIONAL SEMINAR on HISTORIC CITY

CONSERVATION AND PUBLIC PARTICIPATION

2000.3.8

～10

タイ・バンコック

チュラロンコン大学

佐々波　秀彦

他 20 名

約 80 名

合　計　約 180 名
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8.3　本会・他学協会共催（10 回）

名　　　　称 共催学協会 期　　日 会　　場

・第 45 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

 1999.4.6～7 名古屋国際会議場

・第 12 回学協会共通問題に関する討論会 日本工学会他  4.21 鹿島ＫＩビル地下

大会議室

・1999 年工学教育連合講演会 日本工学教育協会他  5.11 建築会館ホール

・第 29 回安全工学シンポジウム 日本学術会議他  7.1～2 日本学術会議

・第 8 回建設ロボットシンポジウム 日本ロボット工業会他  7.13 建築会館ホール

・第 43 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

 9.30～10.1 京大会館

・第 49 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

 2000.1.25～27 日本学術会議

・第 15 回環境工学連合講演会 日本学術会議他  2.1 日本学術会議

・第 3 回アジアの建築交流国際シンポジウ

ム

大韓建築学会他  2.23～25 韓国済州島

・第 3 回生活環境設計シンポジウム 日本学術会議他 3.29 日本学術会議

8.4　開催数・参加者数

主催・企画 委員会数 開催数 参加者数

調査研究委員会 14 84 6,432

特別研究委員会 4 17 1,350

本会・他学協会共催 － 10 　　　　　　　　－

合　　計 18 111 7,782
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9.　教育・文化事業

9.1　建築文化週間

期　日 催　し　物　名　称 会　　場 参加者

＜建築文化週間 '99 ＞

（主催）本会

（協賛）㈱大林組、鹿島建設㈱、㈱熊谷組、清水建設㈱、

大成建設㈱、㈱竹中工務店、戸田建設㈱、飛島建

設㈱、西松建設㈱、前田建設工業㈱、東京ガス㈱

（11 社）

建築夜楽校　 「建築空間実体感 」

6.4 第一夜「白石市文化体育活動センター－Ｃｕｂｅ－」

パネリスト：堀池秀人（堀池秀人 都市・建築研究所主宰）

コーディネーター：中谷正人

                       （中谷ネットワークス主宰）

白石市文化体育活

動センターホール

110 名

6.10 第二夜「埼玉県立大学」

パネリスト：山本理顕（山本理顕設計工場主宰）

コーディネーター：高橋晶子（ワークステーション）

埼玉県立大学 280名

6.12 第三夜「聖イグナチオ教会新聖堂」

パネリスト：阪田誠造（坂倉建築研究所最高顧問）

コーディネーター：内藤　廣（内藤廣建築設計事務所）

聖イグナチオ教会 120 名

（建物見学

50 名

  講演会

70 名）

東京ウォッチング

6.10 「本郷～日本近代化の記憶を辿って～」

コース：東京大学（工学部１号館内部、安田講堂、昭和

初期建設の校舎群、コンドル銅像、ほか）、旧岩

崎邸（最高裁司法研修所）、本郷館、求道会館、

本郷の学生街

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）

         鈴木了二（早稲田大学教授）

         藪野　健（画家・武蔵野美術大学教授）

         建築学科の学生

60 名

(申込み

98 名)

２１世紀建築会議

「建築と私との距離」

＜サブテーマ・講師＞

１．出来事と個体の距離　「オウム・阪神大震災以降」

　ex.)世代、遊牧、コラボレーション、ゲーム...
　講師：馬場　徹+河井敏明（建築少年）

２．環境と人間との距離　「エコロジー、反前衛、地域

    主義」

　ex.)サステナブルハウス、ゴミ問題、保存・修復...
　講師：五十嵐太郎（建築史家）

３．情報と他者との距離　「コンペ、批評、メディア」

　ex.)情報の生産機構、模倣、建築家資格 ...
　講師：西沢立衛（西沢立衛建築設計事務所）

４．技術と個人との距離　「コンピュータークラフト」

　ex.)インターネット、CADデザイン、流通、標準化...
　講師：アストリッド・クライン＋マーク･ダイサム（ク

        ラインダイサム　アークテクツ）

５．日常と作者との距離　「映像、音楽、TOKYO」

　ex.)映画、美術、マンガ、ポップ、コンビニ...

建築会館会議室、ホ

ール

パネラー

80名

オ ー デ ィ

エンス

延 350 名



－ 64 －

　講師：塚本由晴+貝島桃代（東京工業大学、アトリエ・

        ワン）

６．文化と身体との距離　「ポストジェンダー」

　ex.)バリアフリー、男性化・女性化、国際化、差別、...
　講師：井坂幸恵（bews）
７．歴史と建築家の距離　「物質、前衛、様式」

　ex.)作品作家、時代性、欲望、装飾、コルビュジェ、ミ

     ース...
　講師：岡田哲史（岡田哲史建築都市研究所）

6.19 講師による会議・問題提起／各ユニットの会議①
6.20 各ユニットの会議②

6.21 各ユニットの会議③／総括（各ユニットのプレゼンテー

ション）

建築文化週間 '99 支部開催事業

＜北海道支部＞

6.12 移動研修・見学会

   「南空知のまちづくり～栗山町・栗沢町」

見学先：栗山町総合保険福祉センター、栗山王子の森、栗

沢クラインガルテン

36 名

6.26 歴史的建造物の見学「建築散歩　～余市編～」

見学先：運上家（江戸時代、旧下ヨイチ運上家、国指定

重要文化財）、漁場の建築群（旧福原漁場、国史

跡）、鐘桜門（明治期、乗念寺、町指定）、近代

化遺産（昭和期、ニッカウヰスキー北海道工場、

町指定）

講　師：小林孝二（北海道開拓記念館）

        駒木定正（北海道職業能力開発短期大学）

58 名

＜東北支部＞

6.26 「建築に親しむ環境講座」

基調講演

　「建築設計における写真･模型」

　　　富樫龍男（平木設計事務所）

　「建築を撮る条件」

　　　阿部時男（アイ･ピー･ピー）

写真･模型会場トーク

      富樫龍男（前掲）、阿部時男（前掲）、

      佐藤　実（スケールモデル･ジオ）

福島県文化センタ

ー

116名

建築写真

講座 38名

建築模型

講座 32 名

6.26 住まい再考セミナー

　「かまねでけろおれの家！　でも・・・・・？」

講　師：田村正弘（東北電力）

        坂本鎧司（ＴＯＴＯ）

　　　　小田隆治（山形大学）

　　　　高橋義夫（作家）

山形国際交流プラ

ザ「山形ビックウィ

ング」

229 名

＜関東支部＞

6.4 建築ウォッチング「川越の蔵づくり」

場　所：川越市内（一番街を中心に蔵づくりの街並み）

解説者：荒巻澄多（川越市都市計画局）

32名

6.15 建築ウォッチング「蔵のまち 栃木」

場　所：栃木市内

解説者：河東義之（千葉工業大学）

20 名

＜東海支部＞
6.15 建築ウォッチング「名古屋のウォータフロント」

見 学 先：名古屋港湾内周航

82 名
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＜北陸支部＞

6.12 建築探訪「立山～歴史と自然～」（見学会）

見学先：立山に関する建築施設

        （立山博物館、立山カルデラ砂防博物館、ほか）

36 名

＜近畿支部＞

6.18～19 平成１１年度(第 10 回)設計図面作品展示会

①平成10年度 支部主催卒業設計競技応募作品

②1998年度 支部共通事業設計競技「『市場』をつくる」

　支部および全国入選作品

③作品選集1999 支部推薦作品

④韓国釜山建築大展出品作品

大阪工業技術専門

学校１号館

600 名

＜中国支部＞

6.19 「広島の水辺と都市デザイン～過去から未来へ～」

1)基調講演「広島の水辺と市民の生活」

　講　師：北川建次

         （広島大学名誉教授、広島国際学院大学教授）

2)パネルディスカッション

  パネリスト：杉本俊多（広島大学教授）

                    －水辺文化の過去・現在・未来－

              松波龍一（松波計画事務所所長）

                                －水辺と都市景観－

              井手三千男（写真家）

                        －写真家の目から見た水辺－

  コメンテーター：大木典雄

                 （建設省中国地方建設局営繕調査官）

                  生嶋隆造

         （建設省中国地方建設局太田川工事事務所長）

                  岩田幸二

         （広島市役所都市計画局都市デザイン室室長）

  コーディネーター：村川三郎（広島大学教授）

  総合司会：篠原道正（広島工業大学教授）

広島工業大学広島

校舎５０１教室

166 名

＜四国支部＞（支部創立５０周年記念事業）

6.26 シンポジウム「次世代に伝える高知の建築文化」

第１部　基調講演

  講師：稲垣栄三（東京大学名誉教授）

第２部　シンポジウム

  パネリスト：伊藤憲介（本会四国支部副支部長）

              三浦要一（高知女子大学助教授）

              溝渕博彦（高知工業高校教諭）

              山本長水（山本長水建築設計事務所長）

  コーディネーター：大谷英人（高知工科大学教授）

高知工科大学講義

棟

140 名

＜九州支部＞

6.12 建築ウオッチング ＩＮ 沖縄「琉球文化を訪ねて」

見 学 先：王朝時代の歴史的建造物とその関連文化財

          首里城およびその周辺文化財（竜箪、金城町

          石畳道）、識名園、中城城、中村家、壺屋焼物

          博物館

84 名
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9.2　講演会・展覧会

（１）講演会

期　日 催　し　物　名　称 会　　場 参加者

1999 年 日本建築学会賞（作品部門）受賞者記念講演会

「作品を語る」

（共催）日本建築学会・北陸支部・九州支部

（協賛）日本板硝子㈱・東京ガス株式会社

      潟博物館

                青木　淳（青木淳建築計画事務所所長）

      高知県立中芸高校格技場

                山本長水（山本長水建築事務所所長）

      グラスハウス

                横河　健（横河設計工房代表取締役）
7.6 東京会場

  講　師：青木　淳（青木淳建築計画事務所所長）

          山本長水（山本長水建築設計事務所所長）

  司　会：三宅理一（芝浦工業大学教授）

建築会館ホール 270 名

7.13 金沢会場（北陸支部）

  講　師：山本長水（山本長水建築設計事務所所長）

          横河　健（横河設計工房代表取締役）

  司　会：森　俊偉（金沢工業大学教授）

金沢市民芸術ホー

ル

160 名

7.15 福岡会場（九州支部）

  講　師：青木　淳（青木淳建築計画事務所所長）

          横河　健（横河設計工房代表取締役）

  司　会：出口　敦（九州大学助教授）

ＮＴＴ夢天神ホー

ル

240 名

＜親と子の都市と建築講座 1999＞

（共催）本会・国立科学博物館

「素材の秘密　形の工夫」
6.26 第１回  段ボールハウス

    －災害後の新宿で、避難所生活を体験してみよう！－

講  師：米倉雅真（東北文化学園専門学校教諭）

国立科学博物新宿

分館研究研修館

42 名

8.27 第２回  テーマ：見て・体験して知る、建築技術

講  師：技術研究所研究員

鹿島技術研究所西

調布研究所

49 名

11.13/27 第３回  段ボールランド  “だるまさんがころんだよ”

講  師：及部克人（武蔵野美術大学教授）

国立科学博物新宿

分館研究研修館

39 名

3.11(2000) 第４回  木とあそぼう。木にも色々あるけれど

講  師：巽登志夫（巽商店代表取締役）

国立科学博物新宿

分館研究研修館

36 名

＜親と子の建築講座＞

（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＞

8.1 福島会場

テーマ：「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）

郡山市立美術館創

作スタジオ

40 名

9.19 青森会場

テーマ：「建造物の力とかたち」

講  師：古跡昭彦（青森県立弘前工業高校建築科教諭）

青森県立弘前工業

高校

40 名

10.23 岩手会場

テーマ：「CADを用いた夢の空間設計体験」

講  師：金子有英（岩手県立産業技術大学校教授）

岩手県立産業技術

大学校

24 名
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11.27 山形会場

テーマ：「建築 CADによる設計と紙でつくる住宅模型」

講  師：江川嘉幸（山形県立産業技術大学校講師）

山形県立産業技術

大学校

40 名

3.19
(2000)

仙台会場

テーマ：「ニューメキシコの家をつくろう」

講  師：アン・テーラー（ニューメキシコ大学教授）

仙台市科学館市民

の理科室

23 名

＜東海支部＞

11.13 愛知会場

講座１

テーマ：未来の家の模型をつくろう

講  師：笠嶋　泰（大同工業大学教授）

曽田忠広（愛知工業大学教授）

鈴木賢一（名古屋市立大学助教授）

小松　尚（名古屋大学助手）

名古屋市立大学芸

術工学部

31 名

11.20 愛知会場

講座２

テーマ：サウンドスケープマップを作ろう

講  師：成瀬治興（愛知工業大学教授）

吉久光一（名城大学助教授）

寺島貴根（三重大学助教授）

昭和ビル９階小会

議室

9 名

＜北陸支部＞

11.13 新潟会場

講座１

テーマ：「ダンボールの砦－君がつくるワンダースペース」

講　師：佐藤　陽子（新潟建築士会）

長野市立劇場小ホ

ール

50 名

11.27 新潟会場

講座２

テーマ：「折り紙でつくるじょうぶな家」

講　師：倉田　光春(日本大学)

新潟県立自然科学

館講堂

60 名

3.25
(2000)

新潟会場

講座３

テーマ：「五十嵐キャンパスの魅力をカメラで写そう」

講　師：田中　新一（新潟県立新潟工業高校）

新潟大学教育人間

科学部･住居学実習

室

40 名

＜中国支部＞

8.7 広島会場（共催：日本建築構造技術者協会中国支部

広島県建築士会広島支部女性部会）

テーマ：原爆ドームを作ろう

講  師：南　宏一(福山大学教授)
原田洋臣(福山工業高校教諭)
福原安洋(呉工業高等専門学校教授)

広島工業大学広島

校舎

36 名

(親 16 名

子 20 名)

＜四国支部＞

5.23 徳島会場（支部創立５０周年記念事業）

見学会

テーマ：環境と共生する建造物－石造文化－／

                                     阿波の青石文化を探る

講  師：富田眞二（富田建築設計室主宰）

         野々瀬徹（野々瀬建築都市設計事務所代表取締役）

見学場所：徳島市内及び近隣市町の石造物めぐり

50 名

9.5 香川会場（共催:寒川町）

テーマ：水×竹＝！水と竹から何が生まれる？

講  師：古谷誠章（建築家・早稲田大学教授）

　　　　三浦嘉之（庭師・阿波三松園代表取締役）

（8.10 にサポーター学習会を開催 32 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）

131 名
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（２）展覧会

期　日 催　し　物　名　称 会　　場 参加者

＜' 99 アーキテクチュア・オブ・ザ・イヤー展＞

（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

（協賛）㈱梓設計・NTT 都市開発㈱・大木建設㈱・㈱大林組・

鹿島建設㈱・㈱熊谷組・㈱久米設計・五洋建設㈱・

佐藤工業㈱・㈱佐藤総合計画・清水建設㈱・大成建

設㈱・㈱竹中工務店・鉄建建設㈱・東京ガス豊洲開

発・戸田建設㈱・飛島建設㈱・西松建設㈱・㈱日建

設計・㈱日本設計・㈱日立建設設計・前田建設工業

㈱・㈱松田平田・ミサワホーム㈱・三菱地所㈱・ヤ

マギワ㈱・㈱山下設計

（協力）新宿ＮＳビル㈱・新宿ＮＳビル商店会・日本大学斎

藤研究室・神鋼鋼線工業㈱・大成建設㈱・太陽工業

㈱・日本軽金属㈱・堀池秀人都市建築研究所・ヤマ

ギワ㈱

【テーマ】

日本の建築賞をめぐって

【プロデューサー】

飯島洋一（建築評論家・多摩美術大学助教授）

     

11.1 【オープニング･レセプション】 新宿ＮＳビル

  １階大時計広場

100名

11.1
～11.7

【展覧会】

展示作品

  日本建築学会賞（作品）  （１９９９年）

    ・潟博物館    （青木　淳／青木淳建築計画事務所）

・高知県立中芸高校格技場

            （山本長水／山本長水建築設計事務所）

    ・グラスハウス        （横河　健／横河設計工房）

  日本建築家協会新人賞  （１９９９年）

・太田市総合ふれあいセンター

             （今村雅樹／今村雅樹アーキテクツ）

    ・香北町立やなせたかし記念館・詩とメルヘン絵本館

           （古谷誠章＋八木佐千子／スタジオナスカ）

    ・宇土マリーナハウス   （吉松秀樹／アーキプロ）

  日本建築士会連合会賞（作品賞）  （１９９８年）

    ・白石市文化体育活動センター　CUBE

              （堀池秀人／堀池秀人都市･建築研究所）

・ヤング産業東京支店ビル

                       （高橋巧二／KAJIMA　DESIGN）

    ・野田邸           （木村博昭／Ks  Architects）

  建築士事務所全国大会建築作品表彰  （１９９８年）

    ・藪塚本町文化ホール               （現代設計）

・竹風堂松代店･池田満寿夫美術館

             （竹中工務店東京一級建築士事務所）

・真宗大谷派（東本願寺）参拝接待所

           （鹿島建設関西支店一級建築士事務所）

  建築業協会賞　（１９９９年）

    ・西武園競輪場      （池原義郎･建築設計事務所）

    ・つくばカピオ           （谷口建築設計研究所）

・TOTO シーウィンド淡路   （安藤忠雄建築研究所）

新宿ＮＳビル

  １階大時計広場

21,000名
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11.1 【サロントーク】

①建築賞とは何か－あるいは現代建築の可能性

司　会：

飯島洋一（プロデューサー・多摩美術大学助教授）

  パネリスト：

隈　研吾（建築家）

内藤　廣（建築家）

200 名

11.2 ②音楽・美術・建築

司　会：

    團　紀彦（コーディネーター・建築家）

  パネリスト：

日比野克彦（アーティスト）

三枝成彰（作曲家）

200 名

11.3 ③建築がつくる風景

司　会：

    陣内秀信（コーディネーター・法政大学教授）

  パネリスト：

佐々木幹郎（詩人）

面出　薫（照明デザイナー）

100 名

11.4 ④建築を学ぶ女子学生との対話

司　会：

    竹山　聖（コーディネーター・建築家）

  パネリスト：

田中康夫（作家）

團　紀彦（建築家）

女子大生４０名

180 名

11.5 ⑤建築の破産

司　会：

    北川原温（コーディネーター・建築家）

  パネリスト：

猪瀬直樹（作家）

柏木　博（評論家・武蔵野美術大学教授）

100 名

11.6 ⑥東京と表現

司　会：

    妹島和世（コーディネーター・建築家）

  パネリスト：

ホンマタカシ（写真家）

中村政人（美術家）

塚本由晴（建築家）

300 名

11.7 ⑦果たして建築は現在もテクストたり得るか

司　会：

    堀池秀人（コーディネーター・建築家）

  パネリスト：

林真理子（作家）

南美希子（キャスター・エッセイスト）

100 名

2000
1.31～2.10

支部共通事業設計競技全国入選者展示会

課題：住み続けられる“まち”の再生

全国入選・タジマ奨励賞　１９点

建築会館展示コー

ナー

延 1,000名
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9.3　設計競技（技術部門）

＜課　　題＞限界状態設計法を活用した構造設計－オフィスビル－

＜主　　催＞日本建築学会

＜主　　旨＞建築学会は、学術・技術・芸術の総合の場として社会にさまざまな発言を行ってきています。

しかし、技術の評価は、それを社会に対して発言する機会が少なく、また、個人の成果として

認識されることが限られています。とくに、構造実務にあってはプロジェクトとして実現しな

い状態で公表・評価されることは少なく、成果が埋もれていることも少なくありません。限界

状態設計法は学術的には概ね完成の域に達しており、例えば、アメリカでは大学教育の大半が

ＬＲＦＤ（荷重・抵抗係数設計法）によると言われており、ヨーロッパでも信頼性指標をベー

スとした限界状態設計法が統一基準となる方向です。わが国の設計実務者も海外ではすでに経

験をかさねていると言われています。しかし、わが国での実例は法令上の規定の問題があって、

今日まで報告例がありません。地震や地盤の情報がいかに整備されても、現行の基準法体系の

もとではそれを直接的に設計に反映することが困難な現状でありまた、新しい材料や構造部材

の工夫が、なかなか活用出来ないとも言えます。技術をもっと自由に情報が活用出来るシステ

ムのもとで展開する必要があります。今回の構造設計例競技は意匠の分野における設計コンペ

と同様に、個人の工夫や成果が技術的視点で競われるものです。構造設計における様々な技術

情報を性能のグレードも明示した形で設計法の中に展開することを具体的設計例として示すこ

とにより、その価値を広く建築界全体にアピールするものです。建築学会会員諸氏には奮って

応募されるよう期待します。
                                                                             

＜審 査 員＞神田　順・高梨晃一・久保哲夫・大井謙一・南宏一・平嶋義彦・桑原文夫

            内田直樹・清水敬三

＜応募資格＞個人会員または会員のグループ

 (○：代表者)                                                                                      

賞 氏　名 所　属

優秀作品
○稲田達夫・伊藤　保・大垣　聡・金井宏之

小岩和彦・橋本友希・平川倫生

三菱地所株式会社

優秀作品 ○田中　晃・青木浩幸・岡野　創・仙頭紀明

福島寛二・前川利雄・南　宏幸・吉松賢二

株式会社　熊谷組

推奨作品 ○小林勝一・中村庄滋・磯田和彦 清水建設株式会社

推奨作品 ○高田毅士※・樫村俊也・遠山幸太郎

樋口　満・八木　毅

東京大学大学院工学研究科※

株式会社　竹中工務店

推奨作品 ○橋本康則・諏訪　仁・福本早苗・藤井正則

和田安弘

株式会社　大林組

推奨作品 ○細川洋治・今泉隆之・加藤慎司・藤波健剛

古宮嘉之・宮木　聡・山本憲一郎・吉田　実

前田建設工業株式会社

  応募数：４７点

9.4　教育・文化事業参加者数

事　　　業　　　内　　　容 参加者数（名）

建築文化週間 本　　部 1,000

支　　部 1,669

講演会 学会賞受賞者記念講演会 670

「アーキテクチュア・オブ・ザ・イヤー展」サロントーク 1,180

親と子の都市と建築講座 本　　部 166

支　　部 574

展覧会 アーキテクチュア・オブ・ザ・イヤー 21,000

設計競技全国入選者展示会 1,000

合　　　計 27,259
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10．国際交流事業

10.1　国際会議

（1）第 3 回アジアの建築交流国際シンポジウム

　＜主催＞大韓建築学会

　＜共催＞日本建築学会・中国建築学会

　期　日　2000 年 2 月 23 日（水）～25 日（金）

　場　所　韓国済州島

　参加者　日本から 40 名参加

10.2　国際交流振興基金

　　　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　 804,000円

　　　　　下期配分額         1,170,000円

　　　　　　合　計　 1,974,000円

　申請 5 件，採択5 件

期 事業名 申請者 実施時期 援助額

上期
鉄骨溶接柱梁接合部の塑性変形能力評価に

関する日米共同研究交流会
近畿支部 1999.6.21～24 324,000円

上期
近畿支部常置部会（住宅部会・都市計画部

会）による居住地改善に関する講演会
近畿支部 1999.9.25 480,000円

下期
壁式構造関係設計基準集・壁式鉄筋コンク

リート造編の英訳版刊行
構造委員会 99年度～2000年度 600,000円

下期 トーマス・リーガン教授講演会 建築教育委員会 2000.1.11 100,000円

下期 アセアン国際専門家会議’99
第三世界歴史都市・住

宅特別研究委員会
2000.2.21～23 470,000円

合　　　計 1,974,000円

10.3　渉外関係

（1）岡田会長ほか 1 名が大韓建築学会 1999 年総会に招聘され講演（1999 年 4 月）

（2）UIA 北京大会に代表団 4 名を派遣した（1999 年 6 月）

（3）大韓建築学会李璟會会長・金會瑞総務理事を本会大会に招聘し講演（1999 年 9 月）

（4）ソウルで開催された ARCASIA（アジア建築家評議会）のForum 10 に委員 1 名を派遣（1999 年 9 月）

（5）プラハで開催された UIA/PPC（国際建築家連合職能実務委員会）に委員 1 名を派遣（1999 年 10 月）

（6）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

際会議等の連絡案内を行った。

（7）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。
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10.4　海外調査団の派遣

派遣先 期　　間 団　　員 調査内容

トルコ 1999. 9. 5～12 土木学会・地盤工学会

との三学会合同調査団

建築学会

壁谷澤寿海君他22名

土木学会15名

地盤工学会5名

(1) 微動・余震測定

(2) 建築構造物被害の統計的分析及び個別建築物の被害調

査

(3) 耐震基準と設計慣行・施工実態の分析

(4) 個別の道路および鉄道などの交通施設の被害調査

(5) 港湾施設の被害状況の調査

(6) ライフライン施設(上下水道，電力，電話等)の被害状

況の調査

(7) 産業施設(エネルギー，石油，危険物施設等)の被害状

況の調査

(8) 地盤および土構造物(液状化，斜面崩壊)の被害状況の

調査

トルコ 1999.11.21～28 佐々波秀彦君他11名 (1) GISなどを使った被災実態調査のとりまとめと都市計

画調査一般への応用

(2) 仮設住宅建設関連調査

(3) 復興計画における都市インフラ整備関連

(4) 防災性能の向上をめざした都市整備，都市再開発計画

立案関連

(5) 市街化コントロール，建築行政など市街化の実態と現

行行政体系

(6) 被災者生活質向上のため住居学的知見を活かしたソフ

ト的（精神的な点も含めて）支援のあり方

(7)歴史的建造物の被災状況・復興計画

台　湾 1999.10.13～21 柴田明徳君他21名 (1) GISなどを使った被災実態調査のとりまとめと都市計

画調査一般への応用

(2) 仮設住宅建設関連調査

(3) 復興計画における都市インフラ整備関連

(4) 防災性能の向上をめざした都市整備，都市再開発計画

立案関連

(5) 市街化コントロール，建築行政など市街化の実態と現

行行政体系

(6) 被災者生活質向上のため住居学的知見を活かしたソフ

ト的（精神的な点も含めて）支援のあり方

(7) 歴史的建造物の被災状況・復興計画

台　湾 1999.11.18～28 中埜良昭君他5名 (1) 復旧技術の検討に必要な基礎データの収集とその検討

(2) 同地の建築構造に適した応急復旧技術の検討

(3) 上記結果のとりまとめと技術セミナーの開催

台　湾 2000. 1.8～12 村上裕道君他2名 (1) 歴史的建造物の被害地調査

(2) 歴史的建造物の構造補強に関する情報収集

(3) 歴史的建造物の修復と方針に関する調査

10.5　外国人来会者

1999. 4. 6 韓国ワールドカップ蹴球大会組織委員会日本競技場合同調査団（金真一本会名誉会員

ほか 56 名）

1999. 6.21 ワシントン大学フィリップ・シール名誉教授

建築計画委員会・環境工学委員会主催講演会出席のため
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1999. 9.17～19 大韓建築学会李璟會会長，金會瑞総務理事

大会に招聘

2000. 1.11 テキサス A&M 大学トーマス・リーガン教授，ジョージ・マン教授

トルコ中東工科大学ニジェット・テイムール教授

建築教育委員会主催講演会出席のため

2000. 3.16 トルコ首相府危機管理センター Remzi Sivasli Oglu 課長ほか 7 名

10.6　日本現代建築1985-1996 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) アジア 中国 重慶 重慶建築大学 1999.6.4－6.11

(A) アジア 中国 上海 上海書城 1999.6.18－6.22

(A) アジア 中国 北京 雲峰画苑 1999.7.5－7.10

(A) アジア 中国 長春 長春中日友好会館 1999.7.19－7.28

(A) アジア 中国 大連 大連勝利広場ショッピングセンタ

ー

1999.8.7－8.17

(A) アジア 中国 広州 広東美術館 1999.8.31－9.5

(A) アジア 韓国 済州 済州学生文化院 1999.9.17－9.21

(A) アジア 韓国 ソウル 韓国文化芸術振興院美術会館 1999.10.1－10.9

(A) アジア 韓国 釜山 釜山市役所大展示室 1999.10.14－10.20

(A) アジア 中国 香港 エクスチェンジ・スクエア中央ホー

ル及び香港大学構内

1999.10.27－11.7

(A) ヨーロッパ スペイン ラス・パルマス・デ・

グラン・カナリア

近代芸術大西洋センター 1999.11.18－12.5

(A) ヨーロッパ スペイン バレンシア バレンシア工科大学 1999.12.15-

2000.1.14

(A) ヨーロッパ スペイン マドリッド マドリッド建築家協会 2000.1.20－2.10

(A) アジア フィリピン マニラ シャングリラ・プラザ・モール 2000.3.22－4.16

(B) ヨーロッパ ノルウェー オスロ ギャラリーロム 1999.4.15－5.15

(B) ヨーロッパ ルーマニア ブカレスト イオン・ミンク建築大学展示ホール 1999.6.7－6.25

(B) ヨーロッパ ルーマニア トゥルグ・ムレシュルーマニア芸術

家同盟ムレシュ支部展示ホール

1999.7.1－7.15

(B) ヨーロッパ モルドヴァ キシニョフ 国立歴史博物館 1999.7.23－8.6

(B) ヨーロッパ ウクライナ キエフ 建築家同盟の家 1999.8.13－8.26

(B) ヨーロッパ ドイツ ブラウンシェ バイク工科大学図書館 1999.9.9－9.28

(B) ヨーロッパ ドイツ ベルリン ベルリン日独センター 1999.10.12－10.29

(B) ヨーロッパ ドイツ エアフルト エアフルト工科大学 1999.11.9－11.24

(B) ヨーロッパ マケドニア スコピエ スコピエ市立美術館 1999.12.9－12.22

(B) ヨーロッパ 英国 ロンドン ロンドン・インスティチュート・ギ

ャラリー

2000.2.20－3.31
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11．図書館

11.1　運営管理

（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

1,158 冊

84 冊

1,242 冊

358 種  2,475 冊

99 種    960 冊

457 種  3,435 冊

累計  35,513 冊

12,096 冊

　47,609 冊

993 種  10,172 冊

150 種   3,372 冊

1,143 種  13,544 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

5,154 冊

418 冊

7,961 件

839 種 4,238 冊

142 種 1,161 冊

16 件

24 件

－

－

107

19,079 件

累計　26,841 冊

 2,881 冊

13,763 件

892 種   6,919 冊

150 種   2,294 冊

492 件

70 件

181 件

118 件

728 件

54,169 件

     

　 ・目次検索データ

     1976 年 1 月～1999 年 3 月までに発表された雑誌・論文の目次データ                134,854 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6,155 題，論文集786 題、支部研究報告1,730 題、シンポジウム 289 題、技術報

告集 102 題、作品選集 55 題

　　　1999 年度登録件数9,117 題　　　総登録件数 76,625 題(1990～1999 年度）

（６）NACSIS-IR 登録状況

　　　1999 年度登録者 36 人

　　　総登録者数 226 人（1994～1999 年度）
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11.2　「建築雑誌」「論文集」の交換・寄贈

（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

11.3　受入図書・雑誌・研究報告

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 48 29 0 0 816 2,398 623 70 294 17 66 99 4,460

和　書 33 670 42 0 51 290 74 1 0 － 0 0 1,161

計 81 699 42 0 867 2,688 697 71 294 16 66 99 5,621

11.4　利用者数

・1999 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

1999 年 4 月 512 24 66 33 629

   　   5月 491 67 109 69 746

6 月 691 88 158 68 939

7 月 676 80 150 92 983

8 月 586 90 118 79 810

9 月 538 77 129 71 827

10 月 583 94 151 89 964

11 月 546 117 112 87 865

12 月 417 63 106 70 653

1999 年 1 月 463 53 106 48 684

2 月 442 23 105 45 637

3 月 522 28 96 63 649

計 6,467 795 919 895 9,076

・利用者昨年比　96％

・開館日数　　　238 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

1999. 5.25 都営地下鉄 12 号線「ゆとりの空間」のデザイナーの選考

方法に関する要望

東京都地下鉄建設株式会社

1999.11.10 「都市計画制度の見直しに当たって」についての意見書 建設省都市局都市計画課

1999.11.12 UIA 第 4 地域代表理事ルイーズ・コックス女史の質問状に

対する意見書

UIA 第 4 地域代表理事

2000. 2. 1 旧下関郵便局電話課事務室の保存活用についての要望書 下関市長

2000. 2. 3 第一勧業銀行碑文谷総合グラウンド内における「旧日本勧

業銀行本店別棟」および「旧クラブハウス」の保存活用に

関する要望書

目黒区長

第一勧業銀行頭取

2000. 3.14 建築基準法施行令の一部改正に関する意見 建設省住宅局建築指導課

2000. 3.14 住宅の品質確保の促進等に関する法律の施行に係る意見 建設省住宅局住宅生産課

2000. 3.27 建築基準法施行令の一部改正に関する意見 建設省住宅局建築指導課
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13．刊行図書

13.1 直営出版物

（１） 新刊・改定（訂）版

　１．動的外乱に対する設計　－現状と展望－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

　２．鉄筋コンクリート造建物の靱性保証型耐震設計指針・同解説　　　　　　　　　　　　　　２，０００部

　３．鋼構造建築物における構造設計の考え方と枠組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

　４．応用力学シリーズ　７　構造物の崩壊解析　応用編　　　　　　    　　　　　　　　　　　　５００部

　５．鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法－　　　　　　　　　　　　１０，０００部

　６．建築工事標準仕様書・同解説　　７　メーソンリー工事　　　　　　　　　　　　　　　　１，５００部

　７．建築工事標準仕様書・同解説　１１　木工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０００部

　８．勾配屋根の材料・構法・性能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

　９．阪神・淡路大震災調査報告　建築編－９　海洋建築／建築経済／建築法規　  　　　　　　１，０００部

１０．阪神・淡路大震災調査報告　建築編－１０　都市計画／農漁村計画　　　　　　　　　　　１，０００部

１１．阪神・淡路大震災調査報告　共通編－１　総集編　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５００部

１２．阪神・淡路大震災調査報告　共通編－３　都市安全システムの機能と体制　　　  　　　　１，０００部

１３．拡張アメダス気象データ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００部

１４．建物のＬＣＡ指針（案）～地球温暖化防止のためのＬＣＣＯ２を中心として～　　  　　　　　８００部

１５．建設ＣＡＬＳ実現のための基盤技術－建築生産情報統合ガイドブック・２－　　　　　　　１，０００部

１６．建築生産にかかわる伝達・共用されるべきデータの体系化と実務指針　　　　　　　　　　１，０００部

１７．建築法規用教材　２０００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，０００部

１８．建築材料実験用教材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，０００部

１９．建築材料用ビデオ教材１９　ＰＣ工業化工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００部

２０．建築材料用ビデオ教材２０　セメント・コンクリート編－１　　　　　　　　　　　　　　　　２００部

２１．建築材料用ビデオ教材２１　セメント・コンクリート編－２　　　　　　　　　　　　　　　　２００部

２２．建築基準法令集　平成１２年版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０，０００部

    　　　　　　　合計　　　　　　　２２点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４９，４００部

（２） 重版

　１．建築基礎構造設計指針                                                              １，５００部

　２．建築基礎構造設計例集                                                                  ５００部

　３．小規模建築物基礎設計の手引き　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５００部

　４．木質構造設計規準・同解説　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５００部

　５．鋼構造設計規準　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　２，５００部

　６．鋼構造座屈設計指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

　７．各種合成構造設計指針・同解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

　８．鋼管構造設計施工指針・同解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００部

　９．鉄筋コンクリート造建物の終局強度型耐震設計指針・同解説　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

１０．鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００部

１１．鉄骨鉄筋コンクリート造配筋指針（案）・同解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

１２．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

１３．壁式構造関係設計規準集・同解説　メーソンリー編　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

１４．壁構造配筋指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０００部

１５．期限付き構造物の設計・施工マニュアル・同解説　各種建築物・工作物　　　　　　　　　　　５００部

１６．期限付き構造物の設計・施工マニュアル・同解説　乗入れ構台　　　　　　　　　　　　　　　５００部

１７．入門・建物と地盤との動的相互作用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００部
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１８．建築工事標準仕様書・同解説　　１　一般共通事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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　　　　　　　　　　　　　　５，０００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　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　５００部

２２．建築工事標準仕様書・同解説　１０　プレキャストコンクリート工事　　　　　　　　　　　　５００部

２３．建築工事標準仕様書・同解説　１７　ガラス工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００部

２４．建築工事標準仕様書・同解説　１８　塗装工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５００部

２５．建築工事標準仕様書・同解説　２１　ＡＬＣパネル工事　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

２６．建築工事標準仕様書・同解説　２６　内装工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

２７．鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０００部

２８．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　　　　　　　　　　　　２，０００部

２９．寒中コンクリート施工指針・同解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

３０．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　　　　　　　　　　１，０００部

３１．コンクリートの品質管理指針・同解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

３２．コンクリートの調合設計指針・同解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

３３．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　　　　　　　　５００部

３４．鉄骨精度測定指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０００部

３５．建築物の調査・劣化診断・修繕の考え方（案）・同解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００部

３６．構造用教材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６，０００部

３７．建築材料用教材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，０００部

３８．建築環境工学実験用教材Ⅰ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５００部

３９．建築環境工学用教材－環境編－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５００部

４０．建築環境工学用教材－設備編－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５００部

４１．建築材料用ビデオ教材　５　ＡＬＣ現代建築とＡＬＣ編　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０部

４２．建築材料用ビデオ教材　６　木材・木質材料編　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０部

　　　　　　　　　合計　　　　　　　４２点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７２，０６０部

13.2　委託出版物

（１） 新刊・改定（訂）版

　１．建築学用語辞典　第２版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，０００部

　２．『市場』をつくる（１９９８年度日本建築学会設計競技優秀作品集）　　　　　　　　　　３，０００部

　３．建築人間工学事典　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，５００部

　４．総覧日本の建築６－Ⅰ滋賀・京都編　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０００部

　　　　　　　　　合計　　　　　　　４点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２，５００部

（２） 重版

　１．人間環境学　よりよい環境デザインへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４００部

　２．日本建築史図集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２，０００部

　３．西洋建築史図集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，０００部

　４．近代建築史図集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，０００部

　５．東洋建築史図集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

　６．建築の騒音防止設計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６００部

　７．高齢者のための建築環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

　８．建築教材「雪と寒さと生活」Ⅰ発想編　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

　９．設計計画パンフレット　　４　建築の音環境設計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

１０．建築設計資料・空間ＳＥＲＩＥＳ　子供の空間　幼稚園・小学校　　　　　　　　　　　　１，０００部
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１１．第２版　コンパクト建築設計資料集成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５，０２０部

１２．コンパクト建築設計資料集成＜住居＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

１３．空間体験　世界の建築・都市デザイン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，５００部

１４．建物の遮音設計資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５０部

１５．実務的騒音対策指針（第二版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５０部

１６．建築物の遮音性能基準と設計指針（第二版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５０部

　　　　　合計　　　　　　１６点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４６，２７０部

13.3 刊行物数

刊　行　物 刊行点数 発行部数

新版および改定(訂)版 22 49,400 部
直営出版物

重　　　版 42 72,060 部

新版および改定(訂)版 4 12,500 部
委託出版物

重　　　版 16 46,270 部

合計 84 180,230 部
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14．会　　館

14.1　建築会館

（1）所在地・規模・構造

        東京都港区芝5丁目26番20号

        敷　　地  　   　3，053㎡

        建築面積　　　　2，477㎡

        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　　　3，518㎡

        賃貸借契約部分  4，107㎡

（3）テナント

　　　1)建築関係団体（18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，日本建築仕上学会，建築

専門工法推進研究センター，繊維補修補強協会，（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

      2)民間（7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），

（株）MIA

  　  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) （株）デザインシステム1999年4月30日付をもって一部契約解除

　　2) （株）MIA1999年6月1日付をもって契約

　　3)  佐伯商事（株）2000年1月31日付をもって一部契約解除

    4) （社）建築研究振興協会2000年3月31日付をもって一部契約解除

14.2　建築会館ホール利用状況
      年　月
内　訳

1999年
　　  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2000年
1月 2月 3月 合　計

学会委員会等 6 3 3 8 0 2 4 11 7 7 3 8 62
会　員 11 14 14 13 3 6 20 9 4 13 10 12 129
一　般 2 2 1 3 2 3 2 4 2 0 3 1 25

計 19 19 18 24 5 11 26 24 13 20 16 21 216

14.3　建築会館会議室利用状況
      年　月
内　訳

1999年
　　  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2000年
1月 2月 3月 合　計

学会委員会等 289 263 313 355 142 249 307 288 211 242 222 346 3227
一般貸会議室 32 16 35 21 26 31 30 35 35 33 50 28 372

計 321 279 348 376 168 280 337 323 246 275 272 374 3599
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14.4　展示コーナー利用状況

　　期　　　日 　　　　　　　　　展　　示　　名　　称

 1999
　　　 3.29～  4. 9

　　　 4.12～  4.23

　　　 4.26～5.14

　　　 5.17～  5.31

　　　 6. 1～ 6.11

  　 　6.14～  6.25

       7.12～  7.23

　　　 7.26～8. 6

　　　 8.26～9. 1

　 　  10.1～10.2

　　　10.4～10.16

　 　  11.1～11.12

      11.15～11.26

　　　11.29～12.10

　 　  12. 13～12.24

 2000
       1.6～ 1.17

       1.18～  1.29

       2. 1～ 2.12

       2.14～  2.25

       3. 1～ 3.12

       3.15～  3.26

       3.27～  4.7

東京ガス「第12回建築環境デザインコンペティション入賞作品展」

日本建築士会連合会「平成10年度懸賞設計競技及び日本建築士会連合会賞入賞者パネ

ル展示」

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」

1999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25回建築作品コンクール入賞作品展」

日本医療福祉建築協会「医療福祉建築賞1998受賞作品展」

文教施設協会「公立学校優良施設表彰作品展示」

愛知県陶器瓦工業組合「第10回甍賞瓦屋根設計実施例コンクール受賞作品展」

芝浦工業大学建築研究会「'99建築展」

オーストリア大使館・ウィーン工科大学・ Gert M.Mayr-Keber「 Growing Juwel

Architecture」
日本建築美術工芸協会「aaca会員展」

第14回メンブレイン・デザイン・コンペ '99入賞作品展

日本電気硝子「第6回空間デザイン・コンペティション／入賞作品展」

日本建築士会連合会「平成11年度懸賞設計競技及び日本建築士会連合会賞入賞者パネ

ル展示」

若手プランナーズネットワーク・神戸「震災5年目，まち・住まいの現況」パネル展

示・スライド上映

第34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1999年度支部共通事業設計競技　課題「住み続けられる“まち”の再生」

第26回日新工業建築設計競技　課題「ゆっくりと」

第11回タキロン・国際デザインコンペティション '99入賞作品展　課題「リンカクの

ない家」

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

東京ガス「第13回建築環境デザインコンペティション入賞作品展」
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14.5　三宅島研修所「棟梁に学ぶ家」

（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

1999年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2000年
1月 2月 3月 合　計

会　員 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 14名

一　般 0 4 0 17 13 0 0 0 0 0 0 0 34名

計 0 4 0 17 25 0 0 0 0 2 0 0 48名
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15．会　　員

15.1　会員数の移動

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

36,105
36,060

  45

1,455
1,541
▲86

2,379
2,537
▲158

37,560
37,601
▲ 41

722
780

▲58

341
355

▲14

383
399

▲16

38,623
38,736
▲ 113

入　　　会

資 格 変 更     

転　　　格

除名退会復活

2,987
29

419
217

34
8

41 3,021
37

419
217

404
8

2

4 4 3,429
45

419
219

死亡・退会

資 格 変 更     

転　　　挌

除　　　名

2,124
8

1,475

123
5

199 2,247
13

1,475

21

419
32

18 18
2

2,286
13

419
1,507

15.2　支部地域会員数

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 1,032 85 113 1,117 4 6 8 1,127

東　北 1,450 96 146 1,546 38 14 23 1,598

関　東 20,732 536   989 21,268 431 192 220 21,891

東　海 2,511 164 206 2,675 41 23 23 2,739

北　陸 1,169 111 128 1,280 13 27 29 1,320

近　畿 5,168 156 411 5,324 57 35 36 5,416

中　国 1,125 48 91 1,173 48 11 11 1,232

四　国 558 118 123 676  7 12 12 695

九　州 2,064 140 171 2,204 83 18 18 2,305

国　外 296 1 1 297 0 3 3 300

合　計 36,105 1,455 2,379 37,560 722 341 383 38,623
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15.3　名誉会員

　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。

新名誉会員　　青木　正夫　君　　2000 年 3 月 23 日　(総会議決)

　　〃　　　　五十嵐定義　君　　　　　　〃

　　〃　　　　尾島　俊雄　君　　　　　　〃

　　〃　　　　大高　正人　君　　　　　　〃

　　〃　　　　太田　利彦　君　　　　　　〃

　　〃　　　　太田　　実　君　　　　　　〃

　　〃　　　　岡本　舜三　君　　　　　　〃

　　〃　　　　金井　　清　君　　　　　　〃

　　〃　　　　佐野　正一　君　　　　　　〃

　　〃　　　　斎藤　平蔵　君　　　　　　〃

　　〃　　　　田治見　宏　君　　　　　　〃

　　〃　　　　平井　　聖　君　　　　　　〃

　　逝去者　　　木下　茂徳　君　1999 年 4 月 26 日

　　　〃　　　　本田　久雄　君　1999 年 4 月 14 日

　　　〃　　　　谷　　資信　君　1999 年 5 月 10 日

　　　〃　　　　高山　英華　君　1999 年 7 月 23 日

　　　〃　　　　大崎　順彦　君　1999 年 8 月 25 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在総数　54 名

15.4　終身正会員

定款により 1999 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 80 名。

年度中資格変更・退会者・逝去者等 36 名。

1999年 4 月　　4 名

西本　　弘　君(北海道)　山田　昭男　君(東北)　　福田　守宏　君(関東)　　高橋　秀明　君(関東)

1999年 5 月　  14 名

　朝比奈　昌　君(北海道)　岩田　信之　君(北海道)　浮田　富雄　君(北海道)　木村　匡男　君(関東)

　高木　　環　君(関東)　　綱川　　創　君(関東)　　中村　　進　君(関東)　　紺野　　昭　君(東海)

　野場　正香　君(東海)　　森下　忠夫　君(東海)　　杉政　宏一　君(近畿)　　中元　　毅　君(近畿)

　河原　牧夫　君(中国)　　藤原　康弘　君(中国)

1999年 6 月  15 名

　遠藤　石男　君(東北)　　大屋登美男　君(関東)　　小池　舜一　君(関東)　　佐生　健光　君(関東)

　杉山　昭造　君(関東)　　高田　十治　君(関東)　　竹澤　保寿　君(関東)　　田邊　健雄　君(関東)

　土屋　　登　君(関東)　　露木　隆夫　君(関東)　　廣井　敏男　君(関東)　　真下　定人　君(関東)

　杉山　善二　君(東海)　　日野　一正　君(東海)　　速水　　剛　君(四国)

1999年 7 月  7 名

　米谷　正昭　君(東北)　　伊藤　延男　君(関東)　　大沼　喜一　君(関東)　　杉山　英男　君(関東)

馬場　　勇　君(関東)　　角南　清治　君(北陸)　　岡村　市郎　君(四国)
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1999年 8月   4名

　楠木　正宣　君(近畿)　　黒崎　　昇　君(近畿)　　山本　　明　君(四国)

1999年 9月　 4名
　奥田　和文　君(東海)　　上林　博雄　君(近畿)　　雉鳥　正規　君(四国)

1999年 10 月　8 名

　平井　泰治　君(東北)　　藤田　俊治　君(東北)　　石島　浩正　君(関東)　　川畑　安則　君(関東)

　山本　俊介　君(関東)　　森　　昇昭　君(東海)　　永見　　亨　君(中国)　　山本　康雄　君(九州)

1999年 11 月　8 名

池谷　富夫　君(関東)　　石黒　　恵　君(関東)　　黒正　清治　君(関東)　　梅基　弘行　君(北陸)

大倉　建郎　君(北陸)　　木村　康彦　君(近畿)　　中村　　堯　君(近畿)　　龍野　政二　君(近畿)

1999年 12 月　5 名

足立　一郎　君(関東)　　宮内　宏幸　君(北陸)　　鈴木　洋也　君(近畿)　　清水　文雄　君(近畿)

坊　　敏之　君(中国)

1999年 1 月　3 名

吉良　昌也　君(関東)　　田中　暎郎　君(関東)　　舟橋　功男　君(関東)

1999年 2 月　3 名

　立田　永三　君(東北)　　江川　伊作　君(関東)　　伴　　正浩　君(中国)

1999年 3 月　5 名

渡辺　正郎　君(北海道)　瀧　　亮一　君(北海道)　寺田　　昭　君(関東)　　能勢　延美　君(中国)

　中岡　春之　君(中国)

現在総数　892 名
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16．その他の重要事項

16.1　理事の登記に関する事項

登　記　事　項 登記年月日 備　考

早野　浩理事の辞任に伴う後任瀬川理事の就任登記

（なお定款改正に伴う理事任期延長により本年度は理事就任登

記は1名のみ）

1999年4月１日 東京法務局港出張所

16.2　定款改正に関する事項

改　正　事　項 認可月日 認可者

主な改正事項

① 代議員制を導入し、総会の定足数を代議員の過半数とした。

② 代議員制導入により、民法上の社員を代議員・役員とし、両者

に総会での議決権を与えた。

③ 役員の選任を総会で行うこととした。

1999年12月27日 文部大臣

16.3　改正定款の登記に関する事項

登　記　事　項 登記年月日 備考

1999年12月27日認可された改定定款を登記 2000年2月4日 東京法務局港出張所

16.4　監事監査会に関する事項

実施年月日 監　査　項　目 実施場所

1999.4.23 1) 1998年度事業報告案について

2) 1998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)｢学会賞選考委員会委員選出｣実施状況について

ﾛ)本部･支部預金通帳について

ﾊ)大会(九州)会計帳簿ならびに大会関係書類について

ﾆ)協賛金受け入れに伴う関係書類と経理処理について

　ﾎ)出版物の発注管理システムと印刷製本費について

本会会議室

16.5　寄付に関する事項

    1) 建築教育振興基金

① 田島ルーフィング（株）

② （株）タジマ

           計

                                                                                                                                     
    2) 故谷資信記念基金

      ①谷薫様(故谷資信名誉会員･元会長令夫人 )    　　　　　　　

           計

　　　 6,000,000円
4,000,000円

10,000,000円

       

3,000,000円

3,000,000円
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    3) 運営基金

① 終身正会員山田昭男君

② 正会員    山口幸雄君

           計

             総  合  計

50,000円

      20,000円
      70,000円

13,070,000円

16.6　国税調査に関する事項

 調査機関                 調     査　   項　   目
   芝税務署

     特別国税

     調査官室

 1)法人税について

 2)消費税について

3)源泉徴収税について

16.7　委託研究の受託契約に関する事項

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

6.1 (1)木造建築物等の解体工事施工指針

（案）・同解説作成委託

1999年6月1日～2001年3月31日(5.11)

（社）全国解体工事業団体

連合会

材料施工委員会

6.14 (2)高強度人工軽量骨材（仮称）を使用し

たコンクリートに関する研究委託

1999年6月14日～2001年3月31日(1.20)

高強度人工骨材コンクリー

ト研究会

材料施工委員会

6.15 (3)家屋評価に係る経年減点補正率等の

見直しに係る調査研究

1999年6月15日～2000年3月15日(6.15)

自治省税務局資産評価室 建築経済委員会

6.15 (4)木造家屋及び非木造家屋に係る物価

水準による補正率の決定についての基礎

資料の作成

1999年6月15日～2000年9月30日(6.15)

自治省税務局資産評価室 建築経済委員会

6.15 (5)損耗減点補正率基準表の見直しに関

する調査研究

1999年6月22日～2000年8月31日(6.15)

（財）資産評価システム研

究センター

建築経済委員会

9.14 (6)学校施設の維持管理に関する調査研

究

1999年9月10日～2000年3月31日(9.10)

文部省大臣官房文教施設部 文教施設委員会

9.14 (7)免震構造の設計体系の構築に関する

調査研究

1999年9月10日～2000年3月31日(9.10)

免震構造研究会 構造委員会

11.10 (8)日本工業倶楽部会館歴史調査

1999年11月10日～2001年3月31日(3.16)

日本工業倶楽部 日本工業倶楽部

会館歴史調査委

員会
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12.16 (9）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

1999 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

12.21 (10)文教施設の耐震安全性等に関する調

査研究

1999年10月29日～2000年3月31日(10.29)

文部省大臣官房文教施設部 構造委員会

2000.1.19 (11)プレキャスト鉄筋コンクリート造建

築物の施工技術及び品質管理方法に関す

る調査・研究

2000年2月18日～2002年3月31日(2.18)

（社）プレハブ建築協会 材料施工委員会
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17．役　員　等

17.1　民法上の役員
1999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 ㈱松田平田専務取締役

　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㈱技術研究所常務取締役

所長

　同 藤江　澄夫 1998年1月1日 会　員 なし 清水建設㈱取締役専務執行役員プ

ロポーザル本部長

　同 瀬川　昌彌 1999年4月1日 　同 なし （財）建設業振興基金理事

　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　　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　代議員

任　期 1999 年 11 月 1 日～2002 年 3 月 31 日 1998 年 11 月 1 日～2001 年 3 月 31 日

支　部 後　　　　任 先　　　　任

第 1 区

北海道

定員 6 名

黒沢　和隆（室蘭工業大学教授）

林　　勝朗（北海道立寒地住宅都市研究所環境科学部

長）

横田　　昭（大成建設札幌支店総括営業部長）

越野　　武（北海道大学大学院教授）

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）

第 2 区

東　北

定員 8 名

井上　範夫（東北大学大学院教授）

黒田　浩司（日本大学助教授）

志田　正男（東北工業大学教授）

吉田利喜雄（東日本旅客鉄道東北地域本社事業部課

長）

近江　　隆（東北大学大学院教授）

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）

第 3 区

関　東

定員 50 名

安藤　忠雄（東京大学大学院教授）

石蔵　陽一（郵政省大臣官房施設部設備課長）

上田　眞稔（竹中工務店技術研究所副所長）

江戸　宏彰（大林組技術研究所構造第三研究室長）

大井　清嗣（日本設計常務取締役）

沖田　章喜（NTTファシリティーズ取締役経営企画部

長）

小松　幸夫（早稲田大学教授）

佐藤　　滋（早稲田大学教授）

相楽　典泰（鹿島建設技術研究所建築技術研究部上席

研究員）

地主　道夫（竹中工務店東京本店設計部長）

鈴木　清友（鹿島建設設計・エンジニアリング総事業

本部次長）

谷口　年史（佐藤工業常務取締役建築営業本部副本部

長）

千葉　　脩（戸田建設技術研究所長）

戸田　哲雄（間組建築本部生産技術部長）

名和　健一（フジタ建築本部設計統括部長）

春田　浩司（建設大臣官房官庁営繕部長）

平石　久廣（建設省建築研究所基準認証研究センター

長）

古谷　誠章（早稲田大学教授）

前田　厚雄（東日本旅客鉄道営業部サービス課長）

村井　義則（清水建設設計本部副本部長）

村田麟太郎（山下設計取締役副社長）

矢部　喜堂（清水建設技術研究所構造研究開発部構造

技術統括部長）

遊佐　秀逸（建設省建築研究所第五研究部防火研究調

整官）

吉崎　征二（大成建設技術研究所建築研究部長）

吉田　孝男（熊谷組建築事業本部副本部長兼住宅本部

長）

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（熊谷組環境事業プロジェクト部長）

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1）

松本　敏夫（吉野石膏商品開発部長）

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（日本鉄道建設公団設備部建築課長）

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）
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支　部 後　　　　任 先　　　　任

第 4 区

東　海

定員 12 名

黒川喜洋彦（黒川建築事務所常務取締役）

清水　裕之（名古屋大学大学院教授）

内藤　克己（清水建設名古屋支店開発営業部長）

永田　　研（愛知県建築部営繕課長）

村田　　賢（名城大学教授）

八木利喜彌（共同設計ＴＡＧ主宰）

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）

第 5 区

北　陸

定員 6 名

久保　猛志（金沢工業大学教授）

小林　英俊（富山県出納事務局検査室主幹）

西村　伸也（新潟大学教授）

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）

第 6 区

近　畿

定員 18 名

石田泰一郎（京都大学大学院助教授）

大場新太郎（大阪工業大学教授）

大和田精一（日建設計大阪本社構造設計室長）

黒木　安男（鴻池組大阪本店建築設計部長）

黒木　康文（熊谷組設計本部関西設計グループ構造設

計部担当部長）

高橋　大弐（京都大学大学院教授）

鶴谷　雅之（奥村組本社建築設計第二部技術課長）

中島　正愛（京都大学防災研究所助教授）

森田　秀喜（安井建築設計事務所大阪事業所構造部副

部長）

大﨑　　純（京都大学大学院助教授）

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（京都大学大学院教授）

中塚　　佶（大阪大学大学院助教授）

藤井　　栄（京都大学大学院助教授）

藤田　佳広（大林組本店建築設計部副部長）

第 7 区

中　国

定員 6 名

佐藤　立美（広島工業大学教授）

杉本　俊多（広島大学教授）

谷口　和郎（フジタ広島支店設計部長）

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）

第 8 区

四　国

定員 4 名

石川　重次（徳島県土木部参事）

中村　　洋（高知女子大学教授）

菅　　善明（菅組代表取締役）

曲田　清維（愛媛大学教授）

第 9 区

九　州

定員 10 名

高松　定慶（清水建設九州支店副支店長）

楢橋　秀衞（九州産業大学助教授）

藤本　一壽（九州大学大学院教授）

真鍋　正規（大分大学助教授）

皆川　善孝（福岡県住宅供給公社理事長）

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（東急建設営業本部副本部長）

山野　善郎（九州大学大学院助教授）

（注 1）和田　章君辞任に伴う繰上げ当選（任期：1999 年 1 月 1 日～2001 年 3 月 31 日）
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17.4　職　　員
1999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 　〃

係主任 三枝ゆりえ 1999年4月1日 　〃

係　員 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 　〃

調査役 鈴木　直彦 1988年1月1日 普及事業

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 　〃


