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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

2000. 5.30

建築会館ﾎｰﾙ

 1．1999 年度事業報告案を承認議決

 2．1999 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 年度各支部事業報告，収支決算ならびに財産目録案を承認議決

 4．役員の選任について承認議決

 5．選挙管理委員会委員を次期留任代議員の中から 3 名，正会員の中から会長指名の 2 名を

承認議決

2001.3.23  1．2001 年度事業計画案を承認議決

 2．2001 年度収支予算案を承認議決

1.2　理事会（議事中，毎月の入・退会，委員会委員の委嘱・解嘱，終身正会員（15.4 参照）は不記）

開催年月日

場　所
主　要　議　事　と　そ　の　処　理

4月理事会

2000.4.19

本会会議室

 1．2000 年日本建築学会大賞 2 件、日本建築学会賞論文 10 件、作品 2 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 3 件の表彰業

績を承認可決

 2．新役員の候補者および事務局長の専務理事兼務に関する申し合わせ（案）を承認

 3．会費長期滞納会員，正会員（個人）1,899 名、準会員 30 名、合計 1,929 名について、

下記の条件で６月理事会の議決を経て除名することを承認可決

「2000 年 5 月末日までに不納会費を納付することを約束した者については、代議員・理

事・監事は除名を保留することができる」

 4．総会時の役員の担当および下記 4 名の方々に感謝状を贈呈することを承認

　・谷資信記念基金のご寄付に対し、谷　薫様

　・故南忠夫氏「阪神・淡路大震災調査報告」刊行のご尽力に対し、南　博子様

　・伊東忠太資料のご寄贈に対し、伊東祐満様

　・建築教育振興基金のご寄付に対し、田島ルーフィング（株）代表　田島常雄様

 5．委託研究受託承認

 （1）鐵鋼スラグ協会委託「高炉セメントを使用するコンクリート並びに高炉スラグ微粉末

を使用するコンクリートに関する調査研究」

 6．後援・協賛名義使用承認

 （1）共　催

　　イ）日本学術会議メカニクス・構造研究連絡委員会主催「第 50 回理論応用力学講演会」

　　ロ）日本感性工学会主催「感性工学 2000（第 4 回感性工学シンポジウム）」

　　ハ）日本学術会議第 5 部社会環境工学研究連絡委員会から「第 5 回環境工学サロン」

 （2）後　援

　　イ）（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 9 回）」

　　ロ）（財）福岡都市科学研究所から、「ポール・アンドルー福岡セミナー」

　　ハ）東京ガス（株）主催「第 14 回建築環境デザインコンペティション」

 （3）協　賛

　　イ）（社）土木学会主催「第 6 回地下空間シンポジウム」

　　ロ）（社）可視化情報学会主催「可視化情報学会全国講演会（札幌 2000）」

　　ハ）日本光弾性学会主催「第 22 回研究発表講演会」
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　　ニ）（社）腐食防食協会主催「第 23 回技術セミナー」

　　ホ）明治大学理工学部主催「夏休み科学教室」

　　ヘ）（財）ヒートポンプ・蓄熱センター主催「蓄熱月間」

  　ト）（財）ヒートポンプ・蓄熱センター主催「氷蓄熱式空調システム普及促進セミナー」

　　チ）（社）日本住宅宅地協会連合会主催「第 39 回宅地造成技術講習会」

　　リ）（社）日本機械学会主催「第 10 回環境工学総合シンポジウム 2000」

　　ヌ）（社）日本ロボット学会主催「ロボット工学セミナー　第 6 回シンポジウム」

[報告・懇談事項］

 1．教育と資格問題についての動き（JABEE 理事会報告、建設省住宅局長への要望 ）につ

いて

 2．建築基準法施行令の一部改正に関する意見の提出について

 3．本会の司法支援に関する最高裁判所との意見交換について

 4．新しい図書館のイメージについて

 5．伊東忠太未発表資料の寄贈について

 6．鹿島学術振興財団研究助成候補推薦結果報告    　　　　

 7．英文論文集について

 8．阪神・淡路大震災報告書の寄贈について

5月理事会

2000.5.17

本会会議室

 1．総会議案として下記 5 件を付議することを承認可決

 （1）1999 年度事業報告案について

 （2）1999 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）1999 年度各支部事業報告，収支決算および財産目録案について

 （4）役員の選任について

 （5）選挙管理委員会委員の選出について

 2．2000 年内部的監査報告があり，指摘事項について検討することとした。

 3．2000 年度支部事業計画ならびに収支予算案について承認可決

 4．交詢社ビルディングの保存・活用に関する要望書の提出を承認可決

 5．建築関係５団体共同による「地球環境・建築憲章」を承認可決。

 6．2001 年度大会（関東）を下記のとおり開催することを承認。

　会場：東京大学工学部、他（東京都文京区本郷 7-3-1）

　期間：2001 年 9 月 22 日（土）～24 日（月）の 3 日間

 7．委託研究受託承認

 （1）（財）日本規格協会委託「JIS 原案『建物部位の熱抵抗及び熱貫流率の計算法』作 成

」

 （2）（財）資産評価システム研究センター委託「プレハブ建物の損耗の状況による減     点

補正率の算出方法等に関する調査研究」

 8．共催・後援・協賛名義使用承認

 （1）共　催

　　イ）日本学術会議 社会環境工学研究連絡委員会主催「第 16 回環境工学連合講演会」

　　ロ）（社）精密工学会主催「エコデザイン 2000 ジャパン シンポジウム」

 （2）後　援

　　イ）土木建築書協会主催「第二回土木・建築図書特別展示即売会」

　　ロ）（社）建築設備綜合協会主催「第 77 回建築設備綜合ゼミナール」

　　ハ）建築リフォーム&リニューアル展組織委員会主催「第 6 回建築リフォーム＆リニュ

ーアル展」

　　ニ）（社）日本コンクリート工学協会主催「第 33 回コンクリート技術講習会」

 （3）協　賛

　　イ）（社）日本材料学会主催「創立 50 周年記念国際研究集会／21 世紀の材料学」

　　ロ）（社）日本高圧力技術協会主催「HPI 技術セミナー／続発する最近の破壊事故に学
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ぶ」

　　ハ）（社）空気調和・衛生工学会主催「平成 12 年度技術講演会／新エネルギーシステ

ムの現状の将来展望」

　　ニ）（財）高度情報科学技術研究機構主催「GeoFEM セミナー」

　　ホ）日本熱物性学会主催「第 21 回日本熱物性学会シンポジウム」

　　ヘ）日本数値流体力学会主催「有限要素法流れ解析の基礎と応用講習会」

　ト）（財）日本建築センター主催「平成 12 年 6 月 1 日施工 改正建築基準法・施行令等

の解説講習会」

[報告・懇談事項］

 1．司法支援建築会議（仮称）の設置について

 2．英文論文誌の刊行企画について

 3．規準・仕様書のあり方検討委員会報告

 4．2000 年度大会の学術講演発表申込題数ならびに 2001 年度大会学術講演会の電子投稿，

CD-ROM 梗概集について

 5．企画小委員会報告について

 6．建築基準法施行令の一部改正に関する意見募集の結果について

 7．建築基準法関連告示の制定・改正に関する意見

6月理事会

2000.6.20

本会会議室

 1．組織機構と理事の職務分担ならびに専務理事の指名について承認

  2．理事会運営について主要な事項について確認

 3．会長職務代行者（副会長）の順序について会長より以下のように指名

　  第１順位　研究担当　　仙田　　満　君

  　第２順位　会務担当　　福士　勝夫　君

  　第３順位　支部担当　　上谷　宏二　君

  　第４順位　情報担当　　村上　周三　君

  　第５順位　教育担当　　村田　麟太郎君

 4．理事会の活動方針について承認

 5．2000 年～2001 年主要行事日程について承認

 6．名誉会員推挙にあたっての申し合わせの一部改正について承認可決

 7．会費長期滞納会員（正会員（個人）1,572 名，準会員30 名）合計1,602 名の除名を承認

可決

 8．2000 年日本建築学会賞（業績）賞牌レプリカの作製を承認

 9．委託研究受託承認

 （1）自治省税務局資産評価室委託「非木造家屋に係る再建築費評点基準表等の改正に係る

基礎資料の作成について」

 （2）㈱長谷工コーポレーション，㈱長谷工設計委託，近畿支部へ「『（仮称）シャリエ水

無瀬計画』建設前後における風環境調査」

 （3）小樽市委託，北海道支部へ「中央通地区歴史的建造物実測調査に基づく報告書作成業

務」

7月理事会

2000.７.11

本会会議室

 1．2001 年度大会（関東）の大会委員会・実行委員会委員の委嘱について承認可決

 2．同潤会青山アパートメントハウスの保存活用に関する要望書の提出を承認可決

 3．委託研究受託承認

 （1）郵政省大臣官房施設部委託「郵便局舎性能基準制定に伴う検証方法等に関する調査研

究」

 （2）文部省教育助成局委託「非木造学校建物の耐力度調査等に関する調査研究」

 （3）小樽市委託，北海道支部へ「中央通地区歴史的建造物実測調査」

 （4）大阪市都市整備局建設部設計課委託，近畿支部へ「『（仮称）大阪市営大国住宅 2 号

館』建設完了前後における風環境調査」
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 （5）㈱長谷工コーポレーション，㈱長谷工設計委託，近畿支部へ

 　　「『（仮称）枚方出口マンション』建設完了前後における風環境調査」

 　　「自然風中における連立する中間共試体を用いた風圧力の実測調査・研究」

　 　「『（仮称）サンマンションアトレー』建設完了前後における風環境調査」

  4．後援・協賛の名義使用承認

 （1）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 2000」

　　ロ）昭和女子大学主催，「日本人町のあった海のシルクロード「世界遺産ベトナム・ホ

イアン展」，第 6 回国際シンポジウム／ベトナム・ホイアン世界遺産への歩み」

　　ハ）建設省東北地方建設局主催，「雪の新世紀・青森」

　　ニ）日仏工業技術会主催，「21 世紀をめざしたフランスの都市政策／リヨンならびにサ

ンテティエンヌの公共空間整備政策をめぐって」

　　ホ）（社）建築業協会主催，「第 10 回 BCS・建築セミナー」

 （2）協　賛

　　イ）日本感性工学会主催，「第 2 回日本感性工学会総会講演会／21 世紀の潮流　感性産

業」

　ロ）（社）日本材料学会主催，「第 23 回材料講習会」

　ハ）人間－生活環境系会議主催，「第 2 回室内空気質計測シンポジウム」

　ニ）（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（設

計編）」

　ホ）（社）腐食防食協会主催，「第 26 回腐食防食入門講習会」

　ヘ）日本医療福祉設備協会,（社）日本能率協会主催，「第 29 回日本医療福祉設備学会

併設『 HOSPEX JAPAN 2000 』／医療・福祉施設のための設備・機器総合展」

　　ト）炭素材料学会主催，「先端科学技術講習会 '00／カーボンナノチューブは実用材料

になるか？」

　　チ）人間－生活環境系会議主催，「第 24 回人間－生活環境系シンポジウム」

　　リ）教育工学関連学協会連合会主催，「教育工学関連学協会連合・第 6 回全国大会」

　　ヌ）（社）日本材料学会主催，「第 10 回フラクトグラフィシンポジウム」

　　ル）（社）日本鋼構造協会主催，「露出型式柱脚における建築構造用アンカーボルト製

品規格講習会」

　　ヲ）（社）計測自動制御学会主催，「SI 部門設立記念シンポジウム・祝賀会」

　　ワ）（社）計測自動制御学会主催，「SICE セミナー／実践的な制御理論－制御系設計

の基礎と，ディジタル制御」

 5．8 月理事会を休会とすることを承認

[報告・懇談事項］

 1．2000 年度大会(東北)における理事の役割分担について

 2．司法支援建築会議について

 3．「質の高い建築をつくるために」－JIA「設計者選定方式の提言」－について

 4．2000 年度優秀卒業論文賞・優秀修士論文賞の決定について

 5．建築基準法関連省令・告示の制定・改正に関する意見（免震構造物）

 6．第 39 回竹中育英会建築研究助成金交付について

 7．2000 年度建築文化週間開催結果報告

 8．日本地震工学会の設立について

 9．地球環境・建築憲章の英訳について

2000.9.11

（通信）

要望書「日本のホーリスティックな建築教育の改革について」の提出を承認可決
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9月担当理事会

2000.9.12

本会会議室

 1．委託研究受託承認

    北九州市委託，九州支部へ「旧古河鉱業若松支店ビルの耐震性能に関する調査研究」

 2．共催・後援・協賛名義使用承認

 （１）共　催

　　イ）日本ファジィ学会主催，「第 15 回ファジィ・ワークショップ／情報技術（IT:

Information Technology）とソフトコンピューティング」

　　ロ）（社）文教施設協会主催，「平成 12 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）（社）日本伝熱学会主催，「第 38 回日本伝熱シンポジウム」

　　ニ）エ コ デ ザ イ ン 学 会 連 合 主 催 ， 「 Second International Symposium on

Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing（エコデザ

イン 2001）」

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

コール遺跡保存国際シンポジウム」

　　ヘ）（財）北九州都市協会主催，「第 74 回まちづくりシンポジウム」

 （2）後　援

　　イ）NPO 法人西山夘三記念すまい・まちづくり文庫主催，「西山夘三と日本のすまい展

／20 世紀・すまいのアーカイブス」

　　ロ）（社）日本免震構造協会主催，「第 7 回免震フォーラム／性能設計時代の免震建築

－その可能性を探る－」

　　ハ）第 15 回「大学と科学」公開シンポジウム組織委員会主催，「第 15 回「大学と科学」

公開シンポジウム」

　　ニ）日仏環境景観会議実行委員会，新庄市，新庄市教育委員会主催，「第 2 回日仏環境

景観会議 2000 in 新庄／情報化（IT 時代）の住まいと景観－（衣＋食＋住＋景観

＝地球）－」

　　ホ）都市環境デザイン会議 関西ブロック主催，「第 9 回都市環境デザインフォーラム・

関西／環境共生型都市デザインの世界」

　　ヘ）JIPEA World Congress 2000 主催，「第 6 回コンクリートブロック舗装国際会議」

　　ト）国際水理学会，（財）電力中央研究所主催，「第 8 回流れのモデル化と乱流測定に

関する国際シンポジウム」

　　チ）給排水設備研究会主催，「2000 年度・特別講演会／建築の可能性を考える」

　　リ）向島ネットワークイベント主催，「向島博覧会」

　　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『リチ

ャード・ロジャース建築を語る』」

　　ル）NPO 法人西山夘三記念すまい・まちづくり文庫主催，「西山夘三と日本のすまい展

／20 世紀・すまいのアーカイブス」

　　ヲ）（社）日本免震構造協会主催，「第 7 回免震フォーラム／性能設計時代の免震建築

－その可能性を探る－」

　　ワ）第 15 回「大学と科学」公開シンポジウム組織委員会主催，「第 15 回「大学と科学」

公開シンポジウム」

　　カ）東京電力（株）主催，「第 5 回 TEPCO 快適住宅コンテスト」

　　ヨ）（社）建築設備綜合協会主催，「第 78 回建築設備綜合ゼミナール／IT 時代に対応

した建築設備の最新技術その 2，VE の基本に則り業務改善を図る」

　　タ）全国町並み保存連盟主催，「文化財保護法 50 周年記念事業『第 23 回町並みゼミ日

南大会』」

 （3）協　賛

　　イ）（社）日本ロボット学会主催，「ロボット工学セミナー／第 7 回シンポジウム 空

間知能化とロボティクス」

　　ロ）（社）日本機械学会主催，「流体解析設計ツールとしての使える CFD 技術最前線講

習会」

　　ハ）（社）強化プラスチック協会主催，「45th FRP CON-EX2000／第 45 回 FRP 総合講
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演会・展示会」

　　ニ）金属材料技術研究所主催，「第 5 回超鉄鋼ワークショップ」

　　ホ）センシング技術応用研究会主催，「センシング技術応用セミナー／21 世紀高齢化社

会に向けた『医療・福祉とロボティクス，センシング技術』」

　　ヘ）日本塗装技術協会主催，「第 17 回塗料・塗装研究発表会」

　　ト）（社）計測自動制御学会主催，「SICE システムインテグレーション部門学術講演

会（SI 2000）」

　　チ）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

2000（第 16 回）」

　　リ）（社）日本材料学会主催，「講習会／鉛系および非鉛系はんだの引張および低サ

イクル」疲労標準試験法－標準法に基づくデータベース紹介も含めて－」

　　ヌ）（社）溶接学会主催，「溶接法セミナー／容器・配管溶接の最新技術」

　　ル）炭素材料学会主催，「第 21 回基礎講習会」

　　オ）（社）自動車技術会主催，「シンポジウム／快適と健康をもたらす次世代の空調

技術」

　　ワ）（社）ニューガラスフォーラム主催，「平成 12 年度建築分野研究会」

　　カ）日本複合材料学会主催，「第 25 回複合材料シンポジウム」

　　ヨ）（財）スガウェザリング技術振興財団主催，「第 31・32 回スガウェザリング学術

講演会」

　　タ）日本学術会議 生体機能応用技術研究連絡委員会 化学研究連絡委員会 材料工学研

究連絡委員会主催，「第 7 回界面シンポジウム／バイオ・ナノインターフェイス

の構築とその機能」

　　レ）（社）日本エネルギー学会主催，「第 5 回フォーラム・エネルギー21」

　　ソ）（社）日本材料学会関東支部主催，「材料フォーラム／リスク社会と工学・技術」

　　ツ）（社）腐食防食協会主催，「第 47 回材料と環境討論会」

　　ネ）（社）色材協会主催，「’00 色材分析セミナー」

　　ナ）第 16 回全国トイレシンポジウム実行委員会，日本トイレ協会主催，「第 16 回全

国トイレシンポジウム」

 3．職員の退職ならびに採用についてそれぞれ承認。

[報告・懇談事項］

 1．通信審議「日本のホーリスティックな建築教育の改革について（案）」を提出するこ

とについて

 2．司法支援建築会議について

 3．JABEE 認定試行のための「建築学および建築学関連分野」の基準について

 4．阪神・淡路大震災調査報告完結記念事業について

10月理事会

2000.10.17

本会会議室

 1．そごう百貨店大阪店・旧歩兵第三聯隊兵舎（東京大学生産技術研究所・物性研究所）の

保存に関する要望書の提出をそれぞれ承認可決

 2．2001 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，2001 年

1 月 5 日（金）14 時から建築会館ホールで開催することを承認

 3．委託研究受託承認

 （1）建設省建築研究所委託，「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」

 （2）耐震工学研究会委託，「免震構造の設計体系の構築に関する調査研究」

 （3）（財）2005年日本国際博覧会協会委託，東海支部へ「環境負荷低減型建築構造および

施工法の詳細調査研究」

 （4）（株）ジオトップ，武智産商（株）委託，近畿支部へ「摩擦杭に関する技術研究」

 （5）福岡市建築局委託，九州支部へ「住宅活用計画に係る構造性能判定等の業務委託」

 （6）沖縄電力（株）委託，九州支部へ「石炭灰大量使用コンクリートの耐久性に関する
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　　　研究」

 （7）学校法人西南学院委託，九州支部へ「幼・保一元化のモデルケースとしての舞鶴幼

　　　稚園・早緑幼稚園基本構想策定に関する調査研究」

 4．共催・後援・協賛名義使用承認

 （1）共　催

　　イ）第 39 回原子力総合シンポジウム運営委員会事務局主催，「第 39 回原子力総合シン

ポジウム」

　　ロ）（社）日本アイソトープ協会主催，「第 38 回理工学における同位元素・放射線研

究発表会」

　　ハ）（社）日本工学教育協会主催，「平成 13 年度工学教育連合講演会」

　　ニ）（財）北九州都市協会主催，「第 74 回まちづくりシンポジウム／あなたの手によ

るまちづくり市民講座」

 （2）後　援

　　イ）亜鉛鉄板会，（社）日本溶融亜鉛鍍金協会，日本鉛亜鉛需要研究会主催，「第 11

回亜鉛めっき年間大会記念講演会」

　　ロ）歴史・文化のまちづくり研究会主催，「第 8 回歴史・文化のまちづくりセミナー」

　　ハ）芝浦・協働会館を活かす会主催，「巡廻展『協働会館』」

　　ニ）建築再生デザイン会議主催，「第二回建築再生デザイン会議」

　　ホ）ハギア・ソフィア大聖堂学術調査団主催，「ハギア・ソフィア大聖堂学術調査国際

報告会」

　　ヘ）日本インテリアプランナー協会協議会主催，「INTERIOR PRO EX-CO・21／インテ

リアの専門家を対象にした展示会および会議」

　　ト）（社）全国建築コンクリートブロック工業会主催，「講演会／コンクリートブロッ

クの魅力を活かして」

　　チ）（社）鋼材倶楽部主催，「2000 年都市開発セミナー」

 （3）協　賛

　　イ）ISO/TC146/SC6 国内対策委員会主催，「講演会／室内環境汚染物質の評価法の動向」

　　ロ）炭素材料学会主催，「第 27 回炭素材料学会年会」

　　ハ）（社）空気調和・衛生工学会主催，「平成 12 年度講習会／最新の設備計画と実施

例－多目的ホール・医療施設」

　　ニ）（社）日本能率協会主催，「Japan Home Show 2000」

　　ホ）（社）日本騒音制御工学会主催，「平成 12 年度 第 44 回騒音・振動技術講習会」

　　ヘ）システム制御情報学会主催，「第 50 回システム制御情報講習会／ウェアラブルコ

ンピュータとその周辺」

　　ト）第 10 回国際環境人間工学会主催，「第 10 回国際環境人間工学会（The 10th

International Conference on Environmental Ergonomics）」

　　チ）日本経済新聞社主催，「建築・建材展 2001」

　　リ）アルミニウム建築構造協議会主催，「第 5 回，6 回設計セミナー」

[報告・懇談事項］

  1．鳥取県西部地震の初動調査の実施について

  2．2000 年度日本建築学会大会（東北）概要報告

  3．2001 年度日本建築学会大会（関東）の統一テーマおよび投稿方式について

  4．2001 年度事業計画・収支予算編成上の基本方針（案）について

  5．発表体系検討委員会報告

  6．新会員制度について

  7．規準・仕様書のあり方検討委員会報告

  8．会誌「建築雑誌」名称の検討について

  9．選挙地域別代議員定数の見直しについて

 10．2000 年度下期国際交流振興基金の援助事業・援助額について

 11．国立科学博物館から「建築技術史資料調査の依頼」について
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11月担当理事会

2000.11.14

本会会議室

 1．委託研究受託承認

 （1）北九州市住宅供給公社委託，九州支部へ「平和ビルにおける居住空間の履歴に関する

調査研究」

 （2）（株）長谷工コーポレーション,（株）長谷工設計委託，近畿支部へ「千葉県浦安市

での建設計画に加わる風外力の検討」

 2．共催・後援・協賛名義使用承認

 （1）共　催

　　イ）日本学術会議 社会環境工学研究連絡委員会主催，「第 16 回環境工学連合講演会／

21 世紀の環境工学のあり方」

 （2）後　援

　　イ）（社）日本溶接協会主催，「建築鉄骨のためのロボット溶接入門講習会」

　　ロ）（社）セメント協会主催，「第 281 回コンクリートセミナー」

　　ハ）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 2000」

　　ニ）（財）神戸国際観光コンベンション協会主催，「第 5 回震災対策技術展 2001」

　　ホ）（社）プレストレストコンクリート技術協会主催，「第 29 回プレストレストコン

クリート技術講習会」

　　ヘ）アーティスト・イン・空家実行委員会主催，「アーティスト・イン・空家／墨田区

京島地区における芸術活動」

 （3）協　賛

　　イ）（社）日本高圧力技術協会主催，「HPI 技術セミナー／圧力技術の将来展望」

　　ロ）（社）腐食防食協会主催，「第 25 回技術セミナー／建築設備の腐食とその防止技

術」

　　ハ）（社）日本造船学会主催，「第 16 回海洋工学シンポジウム」

　　ニ）（社）日本材料学会主催，「第 37 回 X 線材料強度に関する討論会」

　　ホ）日本計算工学会主催，「第 6 回日本計算工学会講演会」

　　ヘ）（社）建築設備技術者協会,（社）日本能率協会主催，「第 33 回 2001 建築設備技

術会議」

　　ト）（社）日本非破壊検査協会主催，「第 32 回応力・ひずみ測定と強度評価シンポジ

ウム」

　　チ）（社）日本非破壊検査協会主催，「鉄筋コンクリート構造物の計測と表面探傷シン

ポジウム」

　　リ）（社）日本防錆技術協会主催，「第 21 回防錆防食技術発表大会」

[報告・懇談事項］

 1．司法支援建築会議について

 2．地球環境・建築憲章について

12月理事会

2000.12.19

本会会議室

 1．2001 年度事業計画・収支予算両案ならびに 2000 年度事業報告・収支決算両案の作成

    について承認

 2．2001 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．富士銀行横浜支店ビル保存に関する要望書の提出を承認可決

 4．司法支援建築会議運営規程（6 月理事会承認規程の廃止）ならびに同会議会員登録者を

承認可決

 5．2002 年度大会開催担当支部について永田北陸支部長に北陸支部地域で開催することの

検討を依頼し承諾の回答を受けた

 6．委託研究受託承認

 （1）（株）長谷工コーポレーション，（株）長谷工設計委託，近畿支部へ「高層建物建設

（千葉県浦安市）に伴う風洞実験結果に関する解析および報告書作成」

 7．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 人間と工学研究連絡委員会 安全工学専門委員会主催，「第 31 回安

全工学シンポジウム」

　　ロ）ISO/TC163 断熱国内審議会主催，「ISO 断熱規格シンポジウム」

　　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

究連絡委員会主催，「第 45 回材料研究連合講演会」

（2）後　援

　　イ）（社）日本コンクリート工学協会主催，「コンクリート構造物の診断のための非破

壊試験方法に関する講習会」

　　ロ）（社）日本コンクリート工学協会主催，「複合劣化コンクリート構造物の評価と維

持管理計画に関するシンポジウム」

　　ハ）特定非営利活動法人 建築技術支援協会主催，「サーツ討論会／改正基準法（構造）

への提言」

　　ニ）（社）日本コンクリート工学協会主催，「コンクリート構造物のクリープおよび収

縮による時間依存変形に関するシンポジウム」

　　ホ）（社）建築研究振興協会主催，「講演会／建築技術研究フォーラム 2001－限界耐

力計算法の理論と実例」

　　ヘ）（社）建築設備綜合協会主催，「IT 化による建設業の革新・対応とそのための有効

なシステム構築」

　　ト）（社）鋼材倶楽部主催，「講習会／建築用鋼材とその利用技術－21 世紀の鋼構造」

　　チ）（財）震災予防協会主催，「第 16 回講演会／詳説：首都圏直下の大地震」

　　リ）鳥取県主催，「米子震災フォーラム」

　　ヌ）東京ガス株式会社，リビングデザインセンターOZONE 主催，「ユニバーサルデザイ

ン展 2001 展覧会」

 （3）協　賛

　　イ）（社）日本空気清浄協会主催，「第 19 回空気清浄とコンタミネーションコントロ

ール研究大会」

　　ロ）（社）日本非破壊検査協会主催，「第 8 回超音波による非破壊評価シンポジウム」

　　ハ）（社）空気調和・衛生工学会主催，「空気調和・衛生設備の環境負荷削減対策マニ

ュアル」

　　ニ）日本シミュレーション学会主催，「第 20 回シミュレーション・テクノロジー・コ

ンファレンス」

　　ホ）複合材料界面科学研究会主催，「第 9 回複合材料界面シンポジウム」

　　ヘ）（財）地域開発研究所主催，「平成 13 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」

　　ト）（社）日本機械学会主催，「Dynamics and Design Conference 2001」

[報告・懇談事項］

 1．通常総会の議事と役員分担について

 2．発表体系検討委員会報告

 3．2000 年度日本建築学会大会（東北）の会計報告について

 4．北海道支部事務所移転に伴う財政支援について

 5．子どもと高齢者に向けた学会行動計画推進特別委員会活動報告

 6．2000 年度支部共通事業日本建築学会設計競技「新世紀の田園居住」報告

 7．2000 年度日本建築学会設計競技（技術部門）「ヘルシーハウス」アイデアコンペティ    シ

ョン報告

 8．平成 12 年度鹿島学術振興財団研究助成候補について

 9．平成 12 年度東レ科学技術研究助成候補について

10．超々高層特別委員会報告書

11．建築雑誌表紙デザインについて
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1月担当理事会

2001.1.16

本会会議室

 1．JR 奈良駅舎の保存に関する要望書の提出を承認可決

 2．委託研究受託承認

 （1）西日本環境エネルギー（株）委託，九州支部へ「未利用エネルギー活用システムに関

する運用実態調査」

 3．後援・協賛名義使用承認

 （1）後　援

　　イ）特定非営利活動法人建設環境情報センター主催，「建設環境倫理セミナー」

　　ロ）土木建築書協会主催，「第 1 回土木・建築図書特別展示即売会」

 （2）協　賛

　　イ）（社）日本機械学会主催，「第 7 回運動と振動の制御シンポジウム」

　　ロ）炭素材料学会主催，「2001 年度 2 月セミナー／燃料電池と炭素材料」

　　ハ）次世代街区フォーラム主催，「次世代街区フォーラムシンポジウム／成果報告会－

鉄骨系サポートが担う 21 世紀のまちづくり」

　　ニ）（社）日本鋼構造協会主催，「第 9 回鋼構造シンポジウム」

　　ホ）（社）近畿化学協会，（社）大阪工研協会主催，「技術情報交流展 2001『第 14 回

化学発進あらたな出会い』」

　　ヘ）（社）日本材料学会主催，「第 30 回記念ＦＲＰシンポジウム」

　　ト）（社）可視化情報学会主催，「第 29 回可視化情報シンポジウム」

　　チ）（社）日本接着学会主催，「2001 年度　第 39 回日本接着学会年次大会」

　　リ）（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 2001」

[報告・懇談事項］

 1．定款の主務大臣名変更について

 2．英文論文集，総合論文集の創刊と 2003 年度からの有償購読制の導入について

2月担当理事会

2001.2.20

本会会議室

 1．共催・後援・協賛名義使用承認

 （1）共　催

　　イ）日本学術会議 メカニクス・構造研究連絡委員会 地震工学専門委員会主催，「第 11

回日本地震工学シンポジウム」

　　ロ）（社）照明学会主催，「照明学会 光環境研究専門部会シンポジウム」

 （2）後　援

　　イ）（社）日本コンクリート工学協会主催，「建築・土木におけるコンクリート構造物

の設計・施工方法の統一に関する研究委員会 報告会」

　　ロ）ワールド・シンポジウム北九州実行委員会主催，「（仮称）2001 ワールド・シン

ポジウム北九州」

 （3）協　賛

　　イ）（社）日本ロボット学会主催，「第 10 回シンポジウム 防災ロボットの現状と課題」

　　ロ）（社）日本材料学会主催，「第 24 回材料講習会」

　　ハ）（社）空気調和・衛生工学会主催，「平成 13 年初級技術者のための研修会」

　　ニ）（社）日本流体力学会主催，「日本流体力学会年会 2001／流体力学における 20 世

紀の総括と 21 世紀の展望」

　　ホ）ペイントショー実行委員会主催，「第 3 回ペイントショー2002」

　　ヘ）（社）日本ロボット学会主催，「第 8 回シンポジウム 21 世紀のロボット工学を展

望する」

　　ト）（社）日本ロボット学会主催，「第 9 回シンポジウム 車輪型移動ロボットの最新

動向－全方向移動車を中心として－」

　　チ）（社）空気調和・衛生工学会主催，「平成 13 中堅技術者のための研修会（施工編）」
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　　リ）（社）空気調和・冷凍連合講演会主催，「第 35 回 空気調和・冷凍連合講演会」

　　ヌ）日本材料強度学会主催，「第 46 回材料強度と破壊総合シンポジウム」

　　ル）（社）日本材料学会主催，「第 31 回初心者のための有限要素法講習会」

　　ヲ）国際海洋極地工学会 第 12 回国際会議組織委員会主催，「第 12 回（2002）国際海

洋極地工学会議―北九州 ISOPE-2002 Kita-Kyushu」

[報告・懇談事項］

 1．建築・土木正副会長会議報告について

 2．日本工学会 CPD 関連の動向と本会の対応について

3月理事会

2001.3.13

本会会議室

 1．3 月の通常総会に下記議案および報告懇談資料を提出することを承認可決

 （1）2001 年度事業計画案について

 （2）2001 年度収支予算案について

 （3）報告懇談事項

 2．表彰制度検討委員会報告と報告に基づく日本建築学会表彰規程ならびに学会賞選考委

員会運営規程の一部改正（案）を承認可決，学会賞（技術）の新設を承認

 3．発表体系検討委員会報告と報告に基づく発表体系を総括する委員会の設置について承

認可決

 4．2001 年度日本建築学会大会（関東）の参加費を以下の通り承認，大会開催交付金なら

びに大会参加費の決定・精算方法に関する内規の一部改正（案）を承認可決

                      

　会　員：一般      （事前）4,000 （当日）5,000

　　　　　大学院生          2,000         3,000

　会員外：一般              7,000         8,000

　　　　　大学院生          3,000         4,000

　準会員・学部学生        　無料

 5．2001 年度支部研究補助費を承認

 6．委託研究受託承認

 （1）文部科学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）文部科学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につ

いて」

 7．共催・後援・協賛名義使用承認

 （1）共　催

　　イ）日本学術会議 メカニクス・構造研究連絡委員会 応用力学専門委員会主催，「第 51

回理論応用力学講演会」

 （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改修施工マニュアル（改

訂版）講習会」

　　ロ）江戸東京博物館主催，「東京建築展 1920-2020 都市・建築・住宅の軌跡（仮称）」

　　ハ）学生建築設計優秀作品展組織委員会主催，「第 24 回学生建築設計優秀作品展」，

「第 7 回学生 CAAD 教育の現場展」

　　ニ）特定非営利活動法人建設環境情報センター主催，「現代建築の階段写真・ディテー

ル展」

　　ホ）東京都美術館，読売新聞社主催「イームズ・デザイン展」

 （3）協　賛

　　イ）溶接学会東部支部主催，「第 27 回実用溶接講座『溶接・切断技術の現状と最近の

動向』」

　　ロ）（社）日本材料学会主催，「第 37 回Ｘ線材料強度に関するシンポジウム」
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　　ハ）東京電機大学主催，「平成 13 年度（第 9 回）可視化情報講座／基礎から応用まで」

　　ニ）（社）溶接学会主催，「平成 13 年度溶接技術基礎講座」

　　ホ）（社）溶接学会主催，「平成 13 年度溶接工学夏季大学」

　　ヘ）（社）日本非破壊検査協会主催，「保守検査シンポジウム」

　　ト）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 2001・制御

の 20 世紀／21 世紀の展望」

　　チ）（社）日本機械学会主催，「第 9 回機械材料・材料加工技術講演会」

　　リ）（社）可視化情報学会主催，「可視化情報学会全国講演会」

　　ヌ）（社）日本材料学会主催，「高分子材料の耐久性評価講習会」

　　ル）（財）日本建築センター主催，「2001 年版 構造関係技術基準解説書及び限界耐力

計算法の計算例とその解説講習会」

　　ヲ）（財）日本建築センター主催，「耐火性能検証法・避難安全検証法の解説及び計算

例とその解説講習会」

[報告・懇談事項］

 1．2001 年内部的監査項目について

 2．表彰制度検討委員会，発表体系検討委員会，規準・仕様書検討委員会報告の会員への

周知について

 3．化学物質による室内汚染の現状とヘルシーハウス実現のための国際シンポジウムの成

果による「ヘルシーハウスの実現に向けたアピール」について

 4．シックハウス問題の解明とヘルシーな居住環境の開発特別研究委員会の設置について

 5．2008 年 UIA 大会日本招致にあたって JIA からの要請について

1.3　支部長会議

開催年月日

場　所
主　要　議　事　と　そ　の　処　理

2000.7.11

本会会議室

（1）支部活性化と特色ある支部活動企画の展開について

（2）特色ある支部活動企画の募集について

（3）司法支援建築会議について

2000.10.17

本会会議室

（1）支部の現状と問題点について

（2）大会開催について

（3）会員増強活動について

2000.11.14

本会会議室

[選考委員会]

（1）特色ある支部活動企画の選考

2001.3.13

本会会議室

（1）2001年度支部関係予算と支部交付金について

（2）2001年内部的監査項目について

1.4　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

2000.6.7

東京會舘

会勢の概要，本会の主要検討課題について報告・懇談
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1.5　協力委員会議

開催年月日

場　所
主　要　議　事　と　そ　の　処　理

2000. 9. 9
日本大学(郡山)
54号館中講堂

・大学、短大、高専所属協力委員対象

（1）信頼される建築界の構築を目指して～学会が直面する課題～

（2）各検討課題の状況報告

　①信頼されるピアレビューシステムの構築に向けた本会の発表体系のあり方の検討につい

て

②司法支援建築会議について

③地球環境・建築憲章について

④JABEEへの参加と今後の動向について

⑤支部活性化と特色ある支部活動の展開について

⑥子供と高齢者を対象とした啓発事業について

2000.12.19
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～学会が直面する課題～

（2）各検討課題の状況報告

　①発表体系検討委員会第２次中間報告

　②司法支援建築会議について

　③地球環境・建築憲章について

　④JABEEへの参加と今後の動向について

　⑤支部活性化と特色ある支部活動の推進について

　⑥子供と高齢者を対象とした啓発事業について

（3）新会員制度について

（4）会務運営・財政の推移

1.6　司法支援建築会議

会　合　数　　会長・委員長名

　　　　　　委員数

　（運営委員会・部会数）
　運営委員会

　部　会

事　　業　　概　　要

司法支援建築会議

    岡田　恒男君

運営委員会

　　平山　善吉君

　　        13名

　　      (5)

16 （1）裁判所との懇談会開催

（2）司法支援建築会議会員登録

（3）第１回講演会「建築紛争の現状と課題」開催

（4）司法支援建築会議パンフレット作成

（5）支援、調査研究、教育・普及、交流部会の設置
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2．大　　会

2.1　概　　要

１．期日　　　２０００年９月８日（金）～１０日（日）

２．会場　　　日本大学工学部

３．内容

　（１）学術講演発表題数　６，１３１題（ポスターセッション含む）      　　 （17,456名）

　（２）市民向け記念講演会「ほんとの空」                                  　  （240名）

        公開シンポジウム「新世紀へのパスワード－こどもの夢・おとなの夢」　　　（120名）

　（３）総合研究協議会            １主題

　　　　「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」

　　　  研究協議会　　　　　　　１３部門 　 １３題

　　　  研究懇談会　　　　　　　　７部門　　　７題

　　　  パネルディスカッション　２０部門 　 ２２題

  （４）２０００年日本建築学会賞受賞記念講演会　６部門（延べ　1,500名）

  （５）見学会　　三春見学会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（63名）

　　　　　　　　　ビックパレット見学会  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29名）

４．建築作品展   （延べ　1,130名）

　（１）２０００年日本建築学会賞（作品・業績）・作品選奨

　（２）２０００年優秀卒業論文・優秀修士論文受賞論文展示

　（３）１９９９年度設計競技全国入選作品展

　（４）２０００年全国大学・高専卒業設計展

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者数　　合計延２０，５３８名

５．大会参加者登録者

　　　　１）会員（一般）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，３０５名

　　　　２）会員（大学院生）　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０８９名

　　　　３）会員外（一般）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１０名

　　　　４）会員外（大学院生）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１０名

　　　　５）準会員・学部学生・市民　　　　　　　　　　　　　　　　　２２２名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　７，９３６名

６．大会学術関係                        発表題数

　　１．材料施工　　　　　　　　　　　　５４１

　　２．構造　　　　　　　　　　　　２，３１６

　　３．防火　　　　　　　　　　　　　　１１８

　　４．海洋　　　　　　　　　　　　　　　５７

　　５．情報システム　　　　　　　　　　　５５

　　６．環境工学　　　　　　　　　　１，１４８

　　７．建築計画　　　　　　　　　　　　８０４

　　８．農村計画　　　　　　　　　　　　　９４

　　９．都市計画　　　　　　　　　　　　５４０

　　10．建築経済　　　　　　　　　　　　１３３

　　11．歴史意匠　　　　　　　　　　　　３１２

　　12．教育　　　　　　　　　　　　　　　１３

　　　　合計　　　　　　　　　　　　６，１３１題
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７．開会式　　　　　　　９月８日（金）日本大学工学部５０周年記念館大講堂

　　　　　司会　　　　　三浦金作（総務部会幹事）

　　　　　開会の辞　　　佐藤平　（大会実行委員長）

　　　　　歓迎の辞　　　岩﨑博　（大会委員長）

　　      挨拶　         岡田恒男（日本建築学会会長）

　　　　　参加者　　　　１２３名

８．懇親会             ９月８日（金）ホテルハマツ３階　左近の間

          司会　　　　　牧田和久

　　　　  開会の辞　　　岩﨑博　　（大会委員長）

　　　　　歓迎の辞　　　大村虔一　（前東北支部長）

　　　　　挨拶          岡田恒男　（日本建築学会会長）

　　　　　祝辞　　　　　小野沢元久（日本大学工学部長）

　　　　　　　　　　　　佐藤栄佐久（福島県知事）

　　　　　　　　　　　　藤森英二　（郡山市長）

　　　　　乾杯　　　　　志賀敏男　（日本建築学会名誉会員）

　　　　　閉会の辞　　　佐藤平　　（大会実行委員長）

　　　　　参加者　　　　３９１名

９．閉会式　　　　　　　　　９月１０日（日）日本大学工学部５０周年記念館大講堂

　　　　　司会　　　　　　　三浦金作（総務部会幹事）

　　　　　開会の辞　　　　　狩野勝重（大会実行副委員長）

　　　　　閉会の挨拶　　　　仙田満　（日本建築学会副会長）

　　　　　学会旗の手渡し　　岩﨑博　（大会委員長）

　　　　　　　　　　　　　　嘉納成男（次期大会開催支部長）

　　　　　次期大会開催挨拶　嘉納成男（次期大会開催支部長）

　　　　　参加者　　　　３８名
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2.2 学術講演会
1.　期　日：2000年9月8日（金）～10日（日）
2.　会　場：日本大学（郡山市田村町徳定字中河原１）

教室（定員） 部　門 9/8（金） 9/9（土） 9/10（日）

午前 午後 午前 午後 午前 午後

第２会議室 記者会見 10社　12名

開会式・閉会式 開会式123 閉会式　　38

奨励賞・卒論表彰式 表彰式　96

大会懇親会 懇親会　391

大会記念講演会 ﾋﾞｯｸﾞﾊﾟﾚｯﾄ福島　240

公開シンポジウム ﾋﾞｯｸﾞﾊﾟﾚｯﾄ福島　120

建築作品展示 建築作品展示会

　設計競技（全国）

　学会賞作品

　作品選奨

　卒論・修論展示

  大学卒業設計展

ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ 構造（基礎） 114 95

建築計画

都市計画

農村計画

大講堂(300) 研協・ＰＤ１ 123 313 231 156 115 89

ＡＶ教室(228) 研協・ＰＤ２ 76 95 85 214 172 173

541(216) 研協・ＰＤ３ 105 66 107 51 129 75

542(238) 研協・ＰＤ４ 32 40 67 72 76 45

543(690) 研協・ＰＤ５ 253 45 181 325 120

55号館 5521(204) 研協・ＰＤ６ 44 58 109 111 76

111(204) 研協・ＰＤ７ 18 78 60 311 35 60

112(204) 構造１ 64 40 71 33 91

113(204) 構造２ 54 72 40 73 25

114(120) 構造３ 73 63 43 74 47

115(120) 構造４ 46 58 61 30 20

121(204) 構造５ 37 56 52 36 44

122(204) 構造６ 101 65 52 101 47

123(204) 構造７ 58 67 71 58 54

124(120) 構造８ 69 69 70 82 31

131(204) 構造９ 34 72 85 141 53

132(204) 構造10 37 37 76 121

133(204) 構造11 47 57 49 20

134(120) 構造12 39 52 58 24 62 54

135(120) 構造13 56 56 57 33 58 33

　
　
　
　
１
　
　
号
　
　
館

学  外
行  事

　
体
育
館
１
Ｆ

67

50周年
記念館

中講堂

50周年
記念館

大講堂(300)

三春見学会　63　　ビッグパレット見学会　29

 
体
育
館
２
Ｆ

延べ(3日間) 1,982名
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教室（定員） 部　門 9/8（金） 9/9（土） 9/10（日）

午前 午後 午前 午後 午前 午後

311(204) 構造14 44 55 62 20 31

312(204) 構造15 86 72 82 92

313(204) 構造16 62 63 63 71 48

314(120) 構造17 54 55 50 69 42

315(120) 構造18 53 61

321(204) 構造19 30 15

322(204) 構造20 84 58 66

214(87) 材料１ 22 56 29 47 17 15

221(87) 材料２ 51 31 29 28 9

222(87) 材料３ 23 35 26 20

223(87) 材料４ 32 35 35 12

224(87) 材料５ 33 16 23 28

231(159) 材料６ 44 50 37 26 28

232(123) 海洋 26 26 18 131 52

233(87) 防火１ 34 46 121 39 32

234(87) 防火2教育 26 32 50 52

323(204) 環境１ 66 63 49 156 82 54

324(120) 環境２ 41 41 60 63 69 35

331(204) 環境３ 84 61 104 60 69

332(204) 環境４ 58 86 61 38 33

333(204) 環境５ 95 88 114 76 75

334(120) 環境６ 34 97 42 60 39

335(120) 環境７ 60 64 25 47 51

211(87) 環境８ 41 55 59 22 48

212(87) 環境９ 59 49 54 31 31

213(87) 環境10 60 57 51 53 18

103(62) 計画１ 36 39 40 22 29

104(62) 計画２ 35 47 45 38 57

105(62) 計画３ 40 47 35 46 43

106(62) 計画４ 56 50 31 31 36

107(62) 計画５ 28 44 27 33

108(62) 計画６ 41 33 57 43 51

203(62) 計画７ 42 22 39 42 53

205(62) 都市１ 18 36 33 18 29

206(62) 都市２ 35 45 31 17 29

207(62) 都市３ 28 32 38 23 27

208(62) 都市４ 22 28 29 21

301(62) 都市５ 25 36 37 24 28

303(62) 農村 35 28 18 32

304(62) 歴史１ 48 52 21 47 41

305(62) 歴史２ 29 35 25 32 34

306(62) 歴史３ 51 64 19 26

307(62) 経済１ 40 39 42 30

308(62) 経済２・情報 68 84 29 18

　
東
北
高
校
　

（
校
舎
２

）

□学術講演会・研究協議会等参加者　　延べ　１７，４５６名（99年／16,387名）
□発表題数：６，１３１題

号
館

　
　
３
　
号
　
館

　
２
　
号
　
館

　
　
　
３
　
　
号
　
　
館
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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
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

9月9日(土)
9:00～12:00

50周年記念館

大講堂

（2）研究協議会

部　　　門 主　　　　題 日   時 会   場

１
建築教育連絡

協議会

建築教育改革の方向-複合プログラムの構築と教育

の拡大－

9月8日(金)
13:00～17:00

50周年記念館

AV教室

２ 農村計画
田園環境のエコライフと学習力 9月8日(金)

13:00～17:00
54号館中講堂

541室

３ 材料施工
JASS（建築工事標準仕様書）の今後のあり方 9月9日(土)

13:00～17:00
50周年記念館

大講堂

４ 建築計画
ストック型社会の建築計画 9月9日(土)

13:00～17:00
50周年記念館

AV教室

５ 海洋
「都市機能補完型海洋建築」を考える 9月9日(土)

13:00～17:00
54号館中講堂

541室

６ 建築歴史・意匠
家屋文鏡再読 9月9日(土)

13:00～17:00
54号館中講堂

542室

７ 環境工学
環境工学における職能の方向性と教育のあり方 9月9日(土)

13:00～17:00
54号館中講堂

543室

８ 建築経済
21世紀の都市居住－マンション問題とその可能性

－

9月9日(土)
13:00～17:00

５５号館

5521室

９
都市計画・農村

計画

まちづくりのシナリオ・メイキング－「生活景」か

らの地域環境づくり－

9月9日(土)
13:00～17:00

３号館

323室

10 防火
改正建築基準法による火災安全設計－可能性と今後

の課題

9月9日(土)
13:00～17:00

２号館

233室

11
伊東忠太特別

研究

未発表資料新発見・伊東忠太 9月10日(日)
9:00～12:00

１号館

111室

12
環境工学・地球

環境

都市環境のクリマアトラス 9月10日(日)
13:00～17:00

50周年記念館

大講堂

13 災害
震災調査の意義と方法－変遷と将来－ 9月10日(日)

13:00～17:00
54号館中講堂

541室

（3）パネルディスカッション

部　　　門 主　　　　題 日   時 会   場

１ 地球環境
地球環境問題に対応する建築構造の取り組み 9月8日(金)

9:15～12:00
50周年記念館
AV教室

２ 構造(荷重)
性能設計に向けて－温度荷重に対する設計の現状と
今後の方向

9月8日(金)
10:00～12:00

50周年記念館
大講堂

３
構造 ( 応 用 力
学)

構造設計と塾考、これらを支える実験と解析 9月8日(金)
13:00～17:00

50周年記念館
大講堂

４
構造 ( 基 礎 構
造)

建築基礎構造分野における21世紀への期待 9月8日(金)
13:00～17:00

54号館中講堂
543室
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５
構造 ( 基 礎 構

造)基調講演

トルコおよび台湾地震による地盤－基礎の被害と教

訓

9月8日(金)
13:00～17:00

54号館中講堂

543室

６ 材料施工
補強メーソンリー構造の中層化と課題 9月8日(金)

13:00～17:00
55号館

5521室

７

子供と高齢者

に向けた学会

行動計画推進
特別研究委員

会

子どもを元気にする空間は可能か？ 9月8日(金)
13:00～17:00

1号館

111室

８
構造 ( 壁 式 構

造)
壁式構造建築物の構造性能評価に向けて 9月9日(土)

9:00～12:00
50周年記念館

AV教室

９ 構造(PC)
21世紀のプレストレストコンクリート－設計法の

新しい動向－

9月9日(土)
9:00～12:00

54号館中講堂

541室

10 建築歴史・意匠
歴史的建造物の保存に関する専門家の資格・資質を

めぐって

9月9日(土)
9:00～12:00

54号館中講堂

542室

11 構造(原子力 )
完成後の原子力コンクリート構造物の試験・検査と

設計

9月9日(土)
9:00～12:00

54号館中講堂

543室

12 構造(鋼構造 )
鉄骨の破断現象はどこまで解明されたか、当面の対

策技術

9月9日(土)
13:00～17:00

1号館

111室

13
建築計画・都市

計画・農村計画

21世紀超高齢社会における住まい・地域・まちづく

り

9月10日(日)
9:00～12:00

50周年記念館

大講堂

14
構造 ( 木 質 構

造)
木造住宅の構造性能評価はどこまで可能か 9月10日(日)

9:00～12:00
50周年記念館

AV教室

15 構造(RC)
プレキャストコンクリート構造の構造設計の問題点 9月10日(日)

9:00～12:00
54号館中講堂

541室

16 地球環境
地球環境配慮は設計をどう変えていくのか？ 9月10日(日)

9:00～12:00
54号館中講堂

542室

17 構造(振動)
耐震技術－20世紀にしてきたこと、21世紀にすべき

こと

9月10日(日)
9:00～12:00

54号館中講堂

543室

18 材料施工
鉄筋コンクリート造建築物の品質保障 9月10日(日)

9:00～12:00
55号館

5521室

19
都市計画・建築

経済・農村計

画・建築計画

住環境整備の政策と戦略；非成長型都市のまちづく

りシステム

9月10日(日)
9:00～12:00

1号館

112室

20
構造（シェル空

間構造)
20世紀に構造設計は何をしたか 9月10日(日)

13:00～17:00
50周年記念館

AV教室

21 建築歴史・意匠
建築論・建築意匠から「環境」を考える 9月10日(日)

13:00～17:00
54号館中講堂

542室

22 構造(SCCS)
これからの合成構造に何が求められているか 9月10日(日)

13:00～17:00
54号館中講堂

543室

23 材料施工
木質系建設廃棄物の現状と課題 9月10日(日)

13:00～17:00
55号館

5521室

（4）研究懇談会

部　　　門 主　　　　題 日   時 会   場

１
第三世界歴史

都市・住宅特別
研究委員会

第三世界の歴史的地区・街並みの再生 9月8日(金)
9:15～12:00

中講堂

542室

２ 建築教育
建築教育は何を残し、何を変革すべきか－女性から
の発言－

9月8日(金)
9:15～12:00

1号館
111室
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３
情報システム

技術

建築設計（教育）と今日的なデジタル環境 9月8日(金)
13:00～17:00

中講堂

542室

４
都市計画・農村

計画

特定非営利活動法人と地域の計画 9月9日(土)
9:00～12:00

55号館

5521室

５ 建築計画
wayfinding研究の展開とその計画的意味を探る 9月9日(土)

9:00～12:00
1号館

111室

６ 建築法制
改正建築基準法のうち確認・検査にかかる制度の現

状と課題

9月9日(土)
13:00～17:00

3号館

324室

７
農村計画・都市

計画・建築計画

ラーバンエリアの計画課題と都市計画法改正 9月10日(日)
13:00～17:00

1号館

111室

2000年度 1999年度
（１）総合研協：　　　　　１主題 （１）総合研協：　　　　　２主題
（２）研　協　：１３部門１３主題 （２）研　協　：１２部門１２主題
（３）Ｐ　Ｄ　：２０部門２２主題 （３）Ｐ　Ｄ　：　７部門１４主題
（４）研　懇　：　７部門　７主題 （４）研　懇　：　７部門　６主題
　　　　　　　　　　計　４２主題 　　　　　　　　　　計　３４主題

2.4　2000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

9/9
(土)

13:00-13:15 セメント系材料の押出成
形技術に関する一連の研

究

正会員 守    明子 君
正会員 馬場　明生 君

材料施工委員会
委員長 友澤史紀

50周年記念館
大講堂

9/9
(土)

13:00-13:15 住宅床の床衝撃音と歩行
感に関する一連の研究

正会員 井上　勝夫 君

9/9
(土)

13:15-13:30 建築と都市における水の
有効利用とその利用環境
評価に関する一連の研究

正会員 村川　三郎 君

環境工学委員会

委員長 渡邊俊行

54 号 館 ( 中 講
堂)543室

9/9
(土)

13:15-13:30 建築構法計画学に於ける
構法の体系化に関する一
連の研究

正会員 真鍋　恒博 君 建築計画委員会

委員長 柏原士郎

50周年記念館
ＡＶ教室

9/9
(土)

13:00-13:15 街区レベルでの段階的な
住環境改善に関する一連

の研究

正会員 佐藤　  滋 君 都市計画委員会
委員長 萩島哲

３号館323室

9/9
(土)

13:00-13:15 近世仏堂建築の系譜と社
寺建築の基本計画・空間構
成に関する一連の研究

正会員 櫻井　敏雄 君

9/9
(土)

13:15-13:30 職人および都市住民から
みた日本の近代建築史に
関する一連の研究

正会員 初田　  亨 君

建築歴史・意匠委
員会
委員長 鈴木博之

54 号 館 ( 中 講
堂)543室

9/10
(日)

9:00-9:15 基礎の地震応答特性に関
する一連の研究

正会員 三浦　賢治 君

9/10
(日)

9:15-9:30 震源近傍での地震動強さ
の評価に関する研究

正会員 翠川　三郎 君

構造委員会
幹事 森田耕次

54 号 館 ( 中 講
堂)543室
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3．表　　彰

3.1　2000 年日本建築学会大賞

表  彰  業  績   名 受　　賞　　者
建築構造工学に関する研究と発展に対する貢献 名誉会員　　五十嵐　定義　君

　　　　　（大阪大学名誉教授）
都市づくりの理論及び手法の構築とその実践 正会員　　　田村　　明　君

　　　　　（法政大学名誉教授）

3.2　2000年日本建築学会賞

表  彰  業  績   名 受　　賞　　者
住宅床の床衝撃音と歩行感に関する一連の研究 正会員　井上　勝夫　君

      （日本大学教授）
街区レベルでの段階的な住環境改善に関する一連の
研究

正会員　佐藤　　滋　君
      （早稲田大学教授）

近世仏堂建築の系譜と社寺建築の基本計画・空間構
成に関する一連の研究　　　　

正会員　櫻井　敏雄　君
      （近畿大学教授）

職人および都市住民からみた日本の近代建築史に関
する一連の研究

正会員　初田　　亨　君
      （工学院大学教授）

建築構法計画学に於ける構法の体系化に関する一連
の研究

正会員　真鍋　恒博　君
      （東京理科大学教授）

基礎の地震応答特性に関する一連の研究 正会員　三浦　賢治　君
      （鹿島建設）

震源近傍での地震動強さの評価に関する研究　 正会員　翠川　三郎　君
      （東京工業大学教授）

建築と都市における水の有効利用とその利用環境評
価に関する一連の研究

正会員　村川　三郎　君
      （広島大学教授）

セメント系材料の押出成形技術に関する一連の研究 正会員　守　　明子　君
      （名古屋工業大学教授）
正会員　馬場　明生　君
      （山口大学教授）

論

文

シェル・空間構造におけるＲＳ法の適用性とその応
用

正会員　山田　聖志　君
      （豊橋技術科学大学助教授）

ビッグパレットふくしま
（福島県産業交流館）

正会員  北川原　温　君
　　　（北川原温建築都市研究所代表）作

品 曼月居 正会員　齋藤　　裕　君
　　　（齋藤裕建築研究所代表）

業
績

４０数年に及ぶ建築専門写真家としての業績 正会員　川澄　明男　君
  　　（川澄建築写真事務所代表取締役）
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元日本人町があった海のシルクロードの商業港
ホイアン町並み保存プロジェクト

正会員　友田　博通　君
　　　（昭和女子大学国際文化研究所教授）
正会員　斎藤　英俊　君
　　　（東京国立文化財研究所国際文化財保存修

復協力センター長）
正会員　福川　裕一　君
　　　（千葉大学教授）
正会員　林　　良彦　君
　　　（文化庁建造物課調査官）
　　　　増田　千次郎　殿
　　　（日本建築セミナー事務局長）

福島県三春町における一連の学校計画 正会員　長澤　　悟　君
　　　（東洋大学教授） 

業
　
　
績

聖路加国際病院再開発事業の実現と都市環境整備 　　　　日野原　重明　殿
　　　（聖路加国際病院理事長）
正会員　小倉　善明　君
　　　（日建設計常務取締役）

※応募推薦件数　論文 40 件，作品 82 件，業績 12 件

3.3　2000 年日本建築学会奨励賞

表　彰　業　績　名 受　　賞　　者
多質点弾塑性系の最大層間変形角速度応答 正会員　上村　健二　君

      （川崎製鉄㈱主任研究員）
コロケーショングリッドを用いた LES におけるエネル
ギー非保存性の検討　Channel 計算によるコロケーシ
ョングリッドとスタッガードグリッドの比較

正会員　大岡　龍三　君
      （福井大学講師）

都市景観における色彩の評価構造に関する研究 正会員　木多　道宏　君
      （大阪大学講師）

村落と屋敷の対応関係からみた散村の構成原理－砺波
散居村における居住特性の分析　その２－

正会員　黒野　弘靖　君
 　　 （新潟大学講師）

モード解析型多入力多出力 ARX モデルを用いた高層建
物のシステム同定

正会員　斎藤　知生  君
      （清水建設㈱研究員）

景観指標に基づく広域混住化類型と計画的課題につい
て－景観を視点とした混住化地域の考察　その１－

正会員　坂本　淳二　君
      （筑波大学助手）

ル・コルビュジエの Eglise Saint Pierre の制作にお
ける原型と景観構成

正会員　千代　章一郎　君
      （広島大学助教授）

FLEXURAL BEHAVIOR OF HIGH-STRENGTH RC COLUMNS
CONFINED BY RECTILINEAR REINFORCEMENT

正会員　孫　 玉平　君
 　   （九州大学助教授）

断層の非一様すべり破壊を考慮した半経験的波形合成
法による強震動予測

正会員　壇　　一男　君
      （清水建設㈱主任研究員）

近代京都における市街地近郊山地の「公園」としての
位置付けとその整備　京都の都市環境と緑地に関する
研究

正会員　中嶋　節子　君
      （大阪市立大学助手）

項目分析から見た明治期公刊規矩術書における伝統
技法の継承と変質　日本近代における伝統的建築技術
の継承，変質の研究－２

正会員　中谷　礼仁　君
      （大阪市立大学専任講師）

兵庫県南部地震時の神戸市内における基盤地震動およ
び地盤増幅特性

正会員　永野　正行　君
      （鹿島建設㈱主任研究員）
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木材の発熱量の予測　火災区画内の発熱量の予測
その１

正会員　成瀬　友宏　君
      （建設省建築研究所主任研究員）

寒冷地住宅の煙突効果を活かした集中換気システムの
換気特性　天井チャンバーを用いた給気システムの可
能性の検討

正会員　林　  基哉　君
      （宮城学院女子大学・女子短期大学助教

授）
OSS を用いた音場合成のための残響音付加手法の検討 正会員　渡辺　充敏　君

      （㈱大林組副主任研究員）

※応募件数36件（構造13件，環境10件，計画13件）

3.4　2000 年日本建築学会作品選奨

表　彰　業　績　名 受　　賞　　者
佐川美術館 正会員　川北　　英　君

　　　（竹中工務店広島支店設計部部長）
正会員　内海　慎介　君
　　　（竹中工務店大阪本店設計課長）

ＳＭＥ白金台オフィス 正会員　城戸崎　博孝　君
　　　（アーキテクトファイブ共同主宰）
正会員　堀越　英嗣　君
　　　（アーキテクトファイブ共同主宰）
正会員　松岡　拓公雄　君
　　　（アーキテクトファイブ共同主宰）
正会員　川村　純一　君
　　　（アーキテクトファイブ共同主宰）

吉備高原小学校 正会員　小泉　雅生　君
　　　（ｼｰﾗｶﾝｽ ｱﾝﾄﾞ ｱｿｼｴｲﾂ ﾊﾟｰﾄﾅｰ）
正会員　小嶋　一浩　君
　　　（ｼｰﾗｶﾝｽ ｱﾝﾄﾞ ｱｿｼｴｲﾂﾊﾟｰﾄﾅｰ／東京理科大学

助教授）
正会員　赤松　佳珠子　君
　　　（ｼｰﾗｶﾝｽ ｱﾝﾄﾞ ｱｿｼｴｲﾂ ﾒﾝﾊﾞｰ）

曼月居 正会員　齋藤　　裕　君
　　　（齋藤裕建築研究所代表）

東葛テクノプラザ 正会員　櫻井　　潔　君
　　　（日建設計取締役東京本社副社長）
正会員　慶伊　道夫　君
　　　（日建設計東京本社データセンター室長）
正会員　飯塚　　宏　君
　　　（日建設計東京本社設備設計室主管）
正会員　関原　　聡　君
　　　（日建設計東京本社設計室設計主管）
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真宗大谷派（東本願寺）参拝接待所 正会員　浜田　　徹　君
　　　（鹿島建設関西支店建築設計部副部長）
正会員　清水　　繁　君
　　　（鹿島建設関西支店建築設計・インテリア

担当副部長）
正会員　田中　周一　君
　　　（鹿島建設 AE 総事業本部建築設計部設計主

査）
正会員　小野　道也　君
　　　（鹿島建設関西支店建築設計部インテリア

担当）
税務大学校和光校舎 正会員　平倉　章二　君

　　　（久米設計専務取締役設計本部長）
正会員　柿本　英樹　君
　　　（久米設計第３設計部課長）
正会員　磯矢　　孝　君
　　　（久米設計第２設計部課長代理）
正会員　伊藤　達康　君
　　　（久米設計第３設計部主任）

常盤台の住まい 正会員　平倉　直子　君
　　　（平倉直子建築設計事務所代表）

天竜市立秋野不矩美術館 正会員　藤森　照信　君
　　　（東京大学生産技術研究所教授）
正会員　内田　祥士　君
　　　（東洋大学助教授）

香北町立やなせたかし記念館
アンパンマンミュージアム＋詩とメルヘン絵本館

正会員　古谷　誠章　君
　　　（早稲田大学教授/スタジオナスカ主宰）
正会員　八木　佐千子　君
　　　（ナスカ代表取締役/スタジオナスカ主

宰）
ＮＳＰビル 正会員　宮崎　　浩　君

　　　（プランツアソシエイツ代表取締役）
福岡大学Ａ棟 正会員　元倉　眞琴　君

　　　（スタジオ建築計画代表取締役）
正会員　山本　圭介　君
　　　（山本・堀アーキテクツ代表取締役）
正会員　堀　　啓二　君
　　　（山本・堀アーキテクツ代表取締役）

※選考対象は作品選集  59件

3.5　2000 年日本建築学会文化賞

表　彰　業　績　名 受　　　賞　　　者
建築・都市照明を通しての建築文化の向上 　　石井　幹子　殿

　（石井幹子デザイン事務所）
永年にわたる文化財建造物の壁画模写、彩色復原、およ
び日本画伝統技法の研究と教育に関する一連の業績

　　川面　稜一　殿
　（川面美術研究所）

歴史的資産を生かした建築文化と市街地の再生に関する
貢献

　　山出　　保　殿
　（金沢市長）

※推薦件数 4 件
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3.6　2000 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
２次元フーリエ変換による外装材の汚れの定量的評価に関す
る基礎的研究

正会員　北垣　亮馬　君
　　　　(東京大学)

建築骨組における半剛接合部の最適配置設計 正会員　山東　篤　君
　　　　(広島大学大学)構造

滋賀県内における地震被害予測に関する基礎的研究 正会員　森井　雄史　君
　　　　(滋賀県立大学)

媒介空間に着目した都市建築の再編方法に関する研究
－横浜関内地区の高度複合利用街区を事例として－

正会員　阿部　俊彦　君
　　　　(早稲田大学)

近隣商店街及びその周辺における自転車行動領域・選択経路
に関する研究

正会員　安藤　康隆　君
　　　　(九州大学)

小学校・中学校における防災教育のあり方
－命を守ることの動機づけのために－

正会員　石澤　栄里　君
　　　　(日本女子大学)

「まちの記憶」　橋本のまちと町家
－近・現代資料に見る橋本の旅館－
－橋本市旧大和街道沿い町家の変遷－

正会員　梅嶋　修　君
　　　　(長岡造形大学)
正会員　西澤　哉子　君
　　　　(長岡造形大学)

強制隔離療養所における居住空間の変遷に関する基礎的研究 正会員　境野　健太郎　君
　　　　(京都大学)

米国シアトル市近隣計画プログラムにおける合意性と実効性
の確保

正会員　鈴木　一郎　君
　　　　(東京理科大学)
正会員　東　　　孝　君
　　　　(東京理科大学)
正会員　山田　照明　君
　　　　(東京理科大学)

商店街の販売形態・業種構成とその立地特性に関する研究 正会員　永田　啓明　君
　　　　(九州大学)

計画

老人保健施設における入居者の生活行動に関する研究
－基本的生活行動特性と新築移転における心身への影響－

正会員　村松　直美　君
　　　　(日本大学)

水平振動感覚の言葉による分析
－揺れ性能に関する要求レベルのわかりやすい表現－

正会員　岡村　彰子　君
　　　　(日本女子大学)

親密度を統制した単語の了解度と聴き取りにくさの関係 正会員　小林　正明　君
　　　　(神戸大学)

学部

環境

明瞭度・了解度による高齢者の受聴特性に関する研究
－親密度で統制した単語了解度による評価－

正会員　佐藤　逸人　君
　　　　(東北大学)

エネルギーに立脚したＲＣ造建物の耐震性能検証法に関する
研究

正会員　石倉　敦　君
        (早稲田大学)

溶融亜鉛めっき鋼材表面の画像解析を用いた劣化度評価シス
テムに関する研究

正会員　上林　彩子　君
        (東北大学)構造

制振ダンパーを組み込んだ鋼構造骨組の耐震性能に関する研
究

正会員　山口　路夫　君
        (東京工業大学)

台湾における「まちづくり」の特徴及び課題
－行政主導の「まちづくり」政策に着目して－

正会員　嘉茂　信哉　君
　　　　(東京理科大学)

ミース・ファン・デル・ローエの建築思想に関する一考察
－＜Ｂａｕｋｕｎst＞の概念について－

正会員　丹野　浩二　君
　　　　(京都大学)

高齢者の生活における「地縁」の構造に関する研究
－農村地域にみる高齢者の生活と地域とのつながり－

正会員　登張　絵夢　君
　　　　(東京都立大学)

修士

計画

近世城下町における街区構成に関する研究 正会員　灘本　幸子　君
　　　　(北海道工業大学)
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現代アメリカ合衆国の都市計画におけるニューアーバニズム
論に関する研究

正会員　新島　亜希子　君
　　　　(九州芸術工科大学)

中世和様仏堂を主とした軒の設計方法に関する規矩的考察
－国宝西明寺前身堂隅木を中心課題として－

正会員　西澤　正浩　君
　　　　(早稲田大学)

市町村連携型住宅政策に関する研究
－大阪府における住み替えの市町村関係分析を通じて－

正会員　橋爪　直洋　君
　　　　(京都大学)

フィージビリティスタディにおけるホテル事業の関係主体の
採算性とヴォリュームモデルの関係の研究

正会員　松下　大輔　君
　　　　(京都大学)

アルヴァー・アールトの規格住宅における「標準」概念の表
出

正会員　松本　淳　君
　　　　(東京工業大学)

計画

性能的火災安全設計法のケーススタディ
－大規模商業施設への適用－

正会員　水野　雅之　君
　　　　(東京理科大学)

密集市街地におけるエネルギー消費および温熱環境の実態調
査と外部温熱環境の解析

正会員　西村　秀彦　君
　　　　(京都大学)

修士

環境
周囲環境を考慮した住宅の熱負荷シミュレーションに関する
研究

正会員　樋口　佳樹　君
　　　　(早稲田大学)

　　　　　　　分野別応募数（総応募数 195 編／49 大学）

構造系 計画系 環境系 合　　計

卒業論文 15 / 3 55 / 8 19 / 3 89 / 14
修士論文 24 / 3 70 / 10 12 / 2 106 / 15
合　　計 39 / 6 125 / 18 31 / 5 195 / 29

　　　　　　　　※　応募数／受賞数
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4．支部共通事業

4.1　講習会

ＪＡＳＳ８防水工事改定ならびに関連指針講習会
＜主　　催＞日本建築学会
＜後　　援＞建設省、開催地都道府県、都市基盤整備公団、日本建築家協会、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、全国防水工事
業協会、全日本プレハブ建築防水協会、全国アスファルト工事業協同組合連合会、外壁防水施
工団体協議会、東日本建設防水協同組合、西日本建設防水協同組合、日本シーリング工事業協
同組合連合会、アスファルトルーフィング工業会、トーチ工法ルーフィング工業会、合成高分
子ルーフィング工業会、日本ウレタン建材工業会、日本外壁防水材工業会、日本シーリング材
工業会、FRP防水材工業会、ケイ酸質系塗布防水材協議会、建築ガスケット工業会、成形伸縮
目地工業会

＜主　　旨＞「建築工事標準仕様書 JASS８防水工事」は 1993年に改定され、その後の防水工事に関わる技
術進歩・社会情勢の変化は著しく、改定が必要となった。主な改定点は以下のとおりである。
①メンブレン防水工事
　・仕様書に、保護・仕上げの工程を含めるともに、立ち上がり部施工の工程を独立した。
　・アスファルト防水には、新たに改質アスファルトルーフィングの仕様を加えた。
　・トーチ工法は仕様を整理し、シート防水工事は露出断熱工法の仕様を独立とした。
②ステンレス防水工事
　・チタンシートを追加した。
③その他の防水工事
　・近年使用実績が増大しているFRP防水、またシーリングは広く外壁接合部防水として重要

であり、それぞれの指針を作成した。
＜講　　師＞田中享二・山宮輝夫・土田恭義・長田雅夫・山田人司・清水市郎・岩井孝次・小野　正・寺内　伸・

大澤　悟
＜テキスト＞JASS8　防水工事（改定版）

FRP 防水工法施工指針（案）・同解説（新刊）
外壁接合部の水密設計指針（案）・同解説（新刊）

＜開催地等＞

支　部 開催地 期　　　日 会　　　　　場 参　加　者
北海道 札　幌 7 月 14 日 ホテルノースシティ 55 名
東　北 仙　台 7 月 13 日 ろうふく会館６Ｆ中会議室 46 名
関　東 東　京 7 月 5 日 建築会館ホール 317 名
東　海 名古屋 7 月 12 日 昭和ビル９Ｆホール 79 名
北陸 1 金　沢 7 月 18 日 メルパルク金沢 22 名
北陸 2 新　潟 7 月 6 日 新潟県自治会館別館ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ雪椿 36 名
近　畿 大　阪 7 月 11 日 大阪国際会議場１０F１００８号室 147 名
中　国 広　島 7 月 19 日 広島県民文化センター 41 名
四　国 高　松 7 月 26 日 讃岐会館 52 名
九　州 福　岡 7 月 7 日 福岡建設会館８Ｆ大ホール 66 名

合　　　　計 861 名
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4.2　設計競技

＜課　　題＞新世紀の田園居住
＜主　　催＞本会
＜協　　賛＞日本交通公社
＜主　　旨＞
２０世紀、人々は利便性を求め都市に集住した。その結果、数々の都市問題や深刻な都市病理に悩むことと
なった。人口の 80％が都市居住という現在、この問題とその背景にある地球環境問題を解決することは人類
の将来にとって最大の重要事である。
　一方、わが国ではこれまでの公共投資で高度交通体系をはじめ相当程度のインフラが完備するに到った。
程度の差はあるものの国土の隅々までが可住地域となっている。他方、IT 革命の著しい進行で SOHO型就労
なども一般化しつつあり、農山村地域での生活も容易になりつつある。
　離農、脱農村を目指して都市を志向した一世、二世とちがって、無機的人工的な都会で生まれ育った第三
世代の若者達の眼には、農山村は魅力あふれるワンダーランドとして映っているに違いない。自らの精神と
肉体をフルに生かして、生きている実感が得られる憧れの体験型生活環境であろう。そこで、生き物と共生
しつつ、循環型社会を試行できることは、巨大人工都市に生きる多くの人々の夢にさえなっている。
　いよいよ、その意味で 21 世紀は「多自然居住」「田園居住」の時代とならなればならない。イギリス貴族
のカントリーライフ、オルムステッドのリバーサイド（1869）、ハワードのガーデンシティ（1898）とは全く
ちがった 2000 年代「ガーデンアイランズ・日本」における新しい「田園居住スタイル」を構築して欲しい。
これこそ田園居住にふさわしい、という地域や場所を全国各地から発見してほしい。
  地方分権の考え方や新々都市計画法にもとづく市街化調整区域をもとり込んだ「地域性を生かしたまちづ
くり」を積極的に推進するような、そしてまた農村地域へＵＩＪターン新規参入を志向する若者たちのネオ・
ルーラリズム（新田園主義）に応えられるような新世紀の「田園居住イメージ」を、鮮明にする夢のあるプ
ランを提示して欲しいものである。

審査委員長　進士五十八

＜全国審査員＞　進士五十八・在塚礼子・北沢　猛・菊地成朋・木下　勇
　　　　　　　　小嶋一浩・南條洋雄・針生承一・元倉眞琴・森　　俊偉
＜全国入選者＞
　応募資格･･････個人会員（共同制作者は会員外でも可）
                                                                                           
全国入選順位 会員種別    氏　　　名            所　　　属  入選支部
  最優秀賞  正会員 ○村　上　　　明  九州大学大学院   九　州

  最優秀賞

 正会員 ○山　本　泰　裕
　吉　池　寿　顕
　牛　戸　陽　治
　本　田　　　亙

 神戸大学大学院
       〃
       〃
 フリー

  近　畿

  優 秀 賞
 正会員 ○藤　原　徹　平

　高　橋　元　氣
 横浜国立大学大学院
 フリー

  関　東

  優 秀 賞  正会員 ○畑　中　久美子  神戸芸術工科大学大学院   近　畿

  優 秀 賞
 正会員 ○齋　藤　篤　史

　富　田　祐　一
　嶋　田　泰　子

 竹中工務店
 アール・アイ・エー
 竹中工務店

  近　畿

  佳　　作

 正会員
 正会員

○大日方　宏　行
　菅　又　健　雄
　末　光　真　一
　中　島　光　平
　丸　山　徳　丈
　米　本　由　佳
　井　上　加奈子
　村　松　直　美

 東京工業大学大学院
         〃
         〃
         〃
         〃
         〃
         〃
         〃

  関　東

  佳　　作
 正会員 ○勝　野　幸　司

　上　西　真　哉
　前　田　光　夫

 三重大学大学院
 伊藤建築設計事務所
 地域計画設計

  東　海
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  佳　　作
（タジマ奨励賞）

 準会員 ○森　田　絢　子
　木　村　恭　子
　永　尾　達　也

 明石工業高等専門学校
       〃
       〃

  近　畿

  佳　　作
 正会員 ○多　田　正　治

　南　野　好　司
 大阪大学大学院
       〃

  近　畿

  佳　　作
 正会員
 正会員
 正会員

○瀧　口　浩　義
　日　高　隆　文
　森　永　武　男

 九州大学大学院
       〃
       〃

  九　州

  タジマ奨励賞  準会員 ○張　替　那　麻  東京理科大学   関　東

  タジマ奨励賞

 準会員 ○平　本　督太郎
　加曽利　千　草
　田　中　真美子
　三　上　哲　哉
　三　島　由　樹

 慶應義塾大学
       〃
       〃
       〃
       〃

  関　東

  タジマ奨励賞  準会員 ○花　井　奏　達  大同工業大学   東　海

  タジマ奨励賞
 準会員 ○新　田　一　真

　新　藤　太　一
　日　野　直　人

 金沢大学
    〃
    〃

  北　陸

  タジマ奨励賞  準会員 ○早　見　洋　平  信州大学   北　陸

  タジマ奨励賞
  

 準会員 ○岡　部　敏　明
　青　山　　　純
　斉　藤　洋　平
　秦　野　浩　司
　木　村　輝　之
　重　松　研　二
　岡　田　俊　博

 日本大学
     〃
     〃
     〃
     〃
     〃
     〃

  北　陸

  タジマ奨励賞
（佳作）

 準会員 ○森　田　絢　子
　木　村　恭　子
　永　尾　達　也

 明石工業高等専門学校
     〃
     〃

  近　畿

  タジマ奨励賞
 準会員
 準会員

○延　東　　　治
　松　森　一　行

 明石工業高等専門学校
     〃

  近　畿

  タジマ奨励賞

 準会員 ○田　中　雄一郎
　三　木　結　花
　横　山　　　藍
　石　田　計　志
　松　本　康　夫
　大久保　　　圭

 日本文理大学
     〃
     〃
     〃
     〃
     〃

  四　国

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 4 9 41 16 14 38 13 7 36 178
支部入選数 1 2 9 5 5  9 5 2 6 44

応　募　数：１７８作品、支部入選数：  ４４作品
全国入選数：  １０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 2001 年 4 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41回）

出展校　大学：114 校（学科）／短大：8 校／高専：14 校／能開大：2 校　　計138 校

開催支部 開催地 開催会場 開催期日 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24日（水）～26日（金） 270名
札　幌 北海道大学工学部建築都市学科Ｄ３１室  6月 1日（木）～ 4日（日） 540名
旭　川 北海道東海大学  6月 9日（金）～11日（日） 230名

北海道

釧　路 釧路工業高等専門学校製図室 11月13日（月）～17日（金） 200名
郡　山 日本大学工学部  9月 8日（金）～10日（日） 1,982名
仙　台 東北大学工学部建築学科製図室  9月26日（火）～29日（金） 108名
八　戸 八戸工業大学建築工学科 10月14日（土）～15日（日） 193名

東　北

山　形 東北芸術工科大学７Ｆギャラリー 11月13日（月）～18日（土） 400名
宇都宮 宇都宮大学工学部  7月 4日（火）～ 6日（木） 180名
東　京 東京電機大学工学部建築学科  9月18日（月）～20日（水） 400名
前　橋 前橋工科大学学生会館 10月24日（火）～27日（金） 320名

関　東

足　利 足利工業大学 11月 3日（金）～ 5日（日） 250名
三　重 三重大学三翠ホール  5月11日（木）～15日（月） 319名

東　海
名古屋 名古屋都市センター  9月19日（火）～24日（日） 452名
長　野 信州大学工学部社会開発工学科西棟  6月20日（火）～22日（木） 125名
新　潟 新潟大学工学部建築学講座５Ｆ製図室 10月 3日（火）～ 6日（金） 250名
福　井 福井県立美術館 11月30日（木）～12月3日（日） 225名

北　陸

石　川 金沢工業大学ライブラリーセンター 12月13日（水）～16日（土） 106名
大　阪 大阪府商工会館７Ｆ第１講堂 10月12日（木）～13日（金） 398名

近　畿
神　戸 神戸芸術工科大学本館１ＦKDUギャラリー  1月17日（水）～24日（水） 200名
米　子 米子工業高等専門学校製図室  9月 6日（水）～ 9日（土） 235名

中　国
広　島 広島県民文化センター 12月 4日（月）～10日（日） 550名
高　松 香川県社会福祉総合センター１Ｆ  5月24日（水）～26日（金） 300名
高　知 高知工科大学  7月24日（月）～27日（木） 113名四　国
徳　島 専門学校穴吹カレッジ  8月22日（火）～24日（木） 100名
沖　縄 琉球大学工学部２号館  5月10日（水）～13日（土） 220名
鹿児島 鹿児島県歴史資料センター黎明館  6月 2日（金）～ 4日（日） 380名
熊　本 熊本大学工学部共同製図室  6月 7日（水）～ 9日（金） 486名
大　分 大分市アートプラザ  6月20日（火）～23日（金） 318名
長　崎 長崎総合科学大学７号館２Ｆ製図室  6月29日（木）～7月2日（日） 334名
福　岡 九州芸術工科大学  7月15日（土）～18日（火） 244名

九　州

北九州 九州共立大学深耕館２Ｆ建築デッサン室 10月 3日（火）～ 6日（金） 161名
計 ３２会場 延べ参観者数 10,589 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 3 冊

　　　　総ページ数　2,960ページ

　　　　総発行部数　628,900部

　　　　2000年　４月号（第1453号）　土地問題の現在

　　　　　　　　５月号（第1454号）　｢建築」と「味」

　　　　　　　　６月号（第1455号）　民家再生のネットワーク

　　　　　　　　増　刊（第1456号）　日本建築学会技術報告集　第10号

　　　　　　　　７月号（第1457号）　コンクリートは21世紀の材料足りうるか

　　　　　　　　８月号（第1458号）　装置化する建築

　　　　　　　　９月号（第1459号）　人の空間・場所論

　　　　　　　　増　刊（第1460号）　建築年報2000

　　　　　　　　10月号（第1461号）　変容するコミュニティ

　　　　　　　　11月号（第1462号）　建設省の50年

　　　　　　　　12月号（第1463号）　行く世紀、来る世紀　1

　　　　　　　　増　刊（第1664号）　日本建築学会技術報告集　第11号

　　　　2001年　１月号（第1465号）　行く世紀、来る世紀　2

  　　　　      増　刊（第1466号）　日本建築学会技術報告集　第12号

　　　　　　　　２月号（第1467号）　子どもの居場所

  　　　　      増　刊（第1468号）　作品選集2001

  　　　　      ３月号（第1469号）　ビルメンテナンスからみる建築

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

10号 応募数* 11号 12号部門名 応募数

掲載数 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

      6
     19

      5

     12
      5

      1

     11
      2

      3

      0
      1

      2

      1

      5
     17

      5

     10
      3

      1

     11
      2

      3

      0
      1

      2

      1

     16
     29

      1

     22
      7

      0

     23
      6

      4

      0
      2

      2

      2

      9
     14

      0

     11
      1

      0

     11
      4

      3

      0
      0

      1

      1

      7
     14

      0

      9
      4

      0

      8
      1

      0

      0
      2

      1

      1

計   　 68      61   　114      55      47

  注）*2000年4月の応募数増に伴い、採択数が増となったため11号と12号の2回に分けて刊行した。
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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 題当たり 5 頁として下記各号に掲

載発行。

　　　(1) 発行回数および号数          12回　No.530～542

　　　(2) 掲　載　題　数              構造系論文集 304題

                                      計画系論文集 476題

　　　(3) 総 　 頁  　数              構造系論文集 2,302頁

                                      計画系論文集 3,542頁

      (4) 総 発 行 部 数              構造系論文集 56,800部

                                      計画系論文集 62,900部

      (5) 論文予約購読者（個人）　　　構造系論文集 3,105名

                                      計画系論文集 3,633名

                                      両系購読者  741名

      (6) 年決め会員（法人）        467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 題当たり 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） 3,120 部
        A-2（防火，海洋，情報システム技術） 3,120 部
        B-1（構造Ⅰ） 4,930 部
        B-2（構造Ⅱ） 4,950 部
        C-1（構造Ⅲ） 4,790 部
        C-2（構造Ⅳ） 4,780 部
        D-1（環境工学Ⅰ） 3,330 部
        D-2（環境工学Ⅱ） 3,330 部
        E-1（建築計画Ⅰ） 4,800 部
        E-2（建築計画Ⅱ，農村計画，教育） 4,790 部
        F-1（都市計画，建築経済・住宅問題） 4,560 部
　      F-2（建築歴史・意匠） 4,560 部
      ─────────────────────────────────────────────
                      計 51,060 部
      (2) 掲載題数
        A-1（材料施工）　　　　　　　　　　　　　　　　　　   541　題 ( 1,082頁）
        A-2（防火，海洋，情報システム技術）　　　　　　　　   230　題　  (  498頁）
        B-1（構造Ⅰ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 552　題  ( 1,104頁）
        B-2（構造Ⅱ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   574　題  ( 1,148頁）
        C-1（構造Ⅲ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   651　題 ( 1,302頁）
        C-2（構造Ⅳ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   539  題 ( 1,078頁）
        D-1（環境工学Ⅰ）                                     605　題   ( 1,224頁）
        D-2（環境工学Ⅱ）　　　　　　　　　　　　　　　　   　543　題   ( 1,096頁）
        E-1（建築計画Ⅰ）                                     571　題　 ( 1,142頁）
        E-2（建築計画Ⅱ，農村計画，教育）　　　　　　　　　   340　題　 (  680頁）
        F-1（都市計画，建築経済・住宅問題）　　　　　　　　   673　題 ( 1,346頁）
　      F-2（建築歴史・意匠）　　　　　　　　　　　　　　　   312　題  (  624頁）
      ─────────────────────────────────────────────
                      計　                                  6,131　題 （12,324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) 東アジア歴史的都市・住宅保存・開発総括研究

　　　　国際交流基金アジアセンター助成金               2,440,000 円

（2）2000 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
旧陸軍第7師団関連施設に関する研究 川　島　洋　一

（北海道東海大学）

20万円

東　北
東北地方の建築施工における環境負荷低減に関す

る調査研究

田　代　侃

（東北工業大学）

20万円

東　海
性能設計を実現するための解析技術と構造教育に

関する研究

立　川　剛

（名城大学）

20万円

北　陸
二方向加力における木造建築の柱傾斜復元力の定

式化に関する研究

木　下　達　哉

（金沢工業大学）

20万円

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

近　畿
シンポジウム「出雲大社の実像を探る」(近畿支部

建築史部会主催)の討議内容の再検討とその記録作
成

黒　田　龍　二

(神戸大学)

20万円

中　国
広島における建築物のエネルギー消費特性とその
有効活用に関する研究

村　川　三　郎
（広島大学）

20万円

四　国
日本におけるTMO（タウン・マネジメント・オーガ
ナイゼーション）方向―諸外国にみるTMO事例の比

較から―

大　谷　英　人
（高知工科大学）

20万円

九　州
九州における建設労働災害調査分析 松　藤　泰　典

（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
高強度コンクリートの若材齢における力学
特性および圧縮および引張クリープ特性に
関する研究

萩原　伸治
（宇都宮大学大学院）

50万

２
多層ラーメン架構の動的崩壊性状と最大地

震強さに関する研究

崔　恩　珠

（九州大学大学院）

50万

３

構　　造
異種構造部材で構成される合成柱の
耐震性能

岡本　昌泰

（大阪工業大学大学院）
50万
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４
太陽エネルギー利用のための全天型天空放
射輝度分布モデルの開発

長崎　慶人
（九州大学大学院）

50万

５
環境工学

蓄熱空調システムのシミュレーションによ
る省エネルギー運転

山口　弘雅
（京都大学大学院）

50万

６
痴呆性高齢者のグループホーム形態と空間
利用－日本・フィンランドの事例における行
動観察調査を通して

石井　　敏
（東京大学大学院）

50万

７

建築計画
個人をベースとしたハウジングに対
応した住宅計画に関する研究

安枝　英俊
（京都大学大学院）

50万

８
「都市パターンの評価方法～その数理的お
よび幾何学的指標に関する考察～」

加嶋　章博
（京都工芸繊維大学大

学院）

50万

９

都市計画
活断層近傍の防災対策に関する研究  照本　清峰

（東京都立大学大学院）
50万

10 建築歴史意匠
転用された歴史的建造物の改修方針と空間
構成変化

斉藤　哲也
（東京工業大学大学院）

50万

（4）その他の研究助成

  2000 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
建物構造躯体への石炭灰の有効利用に関する研
究－石炭灰を多量に混入した実大鉄筋コンクリ
ート柱の耐震性能－

荒　木　秀　夫
（広島大助教授）
他3名

254万円 新規採択

2
蒸暑地域における住居温熱環境の実態調査と環
境共生住宅の提案

鉾　井　修　一
（京都大教授）
他6名

300万円 新規採択

3
都市空間における環境評価のための水蒸気輸送
の計測

吉　田　篤　正
（岡山大助教授）

280万円 新規採択

4
深夜保育所の保育環境整備に関する研究－保育
内容からみた空間の機能分析による保育環境の
あり方－

北　浦　かほる
（大阪市立大教授）
他2名

200万円 新規採択

5
フランスにおける広告の規制による都市景観の
保全に関する研究

和　田　幸　信
（足利工大教授）

163万円 新規採択

6

北九州工業地帯におけるビオトープ図化の作成
に関する研究

デワンカー　バート
（早大理工学総合研究ｾﾝﾀｰ講
師）

他2名

268万円 新規採択

7
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

129万円 継続採択

8
戦前の灯台に関する技術史的研究 藤　岡　洋　保

（東京工業大学教授）
284万円 継続採択

9
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

100万円 継続採択

10
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

235万円 継続採択

（平成 13 年 3 月 26 日付鹿島財団より通知）
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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)

11 本会運営における重要事項の検討

建築教育連絡協議会
　　高梨　晃一君

　　　　　273 名

　　　　　（11）

24 （1）プログラムクライテリアの検討
（2）日本技術者教育認定機構（JABEE）活動への参加

と対応

（3）JABEE審査員の養成
（4）認定試行準備

（5）各支部 JABEE 報告会の実施

規準・仕様書のあり方検討委

員会

　　上谷　宏二君
            9 名

5 学会規準・仕様書のあり方検討委員会報告書（答申）作成

発表体系検討委員会
　　村上　周三君

           14 名

6 発表体系検討委員会報告書（答申）作成

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
          (WG，2)

6 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１２ヶ条」作成
・都市と建築講座ネットワークの検討
・ホームページ立ち上げ
 ＜ＷＧ＞

4 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）

6    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
　　福士　勝夫君

　　　　　　21 名

4 （1）1999 年度事業報告案

（2）1999 年度収支決算・財産目録および未処分金処分
案

（3）役員選考

（4）2001年度事業計画･収支予算編成上の基本方針案
（5）2001年度特別事業とそれに伴う予算申請

（6）技術報告集積み残し分の取り扱い

（7）2000年度内会館修繕工事(会館正面前歩道化改修工
事ならびに店舗側階段新設工事)

（8）信頼されるピアレビューシステム構築に向けた本会

の発表体系のあり方検討状況
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（9）発表体系検討委員会第１次中間報告ならびに 2001
年以降の予約購読制

（10）本会財政状況
（11）2001 年度事業計画･収支予算案

選挙管理委員会
　　瀬川　昌彌君
　　石山　祐二君
　　　　　  7 名

        3 （1）代議員半数(60 名)改選に伴う選挙執行

会員委員会
　　藤江　澄夫君
　　瀬川　昌彌君
　　　     14 名

        6 （1）会員に関する事項についての検討
（2）情報化を中心として会員との関係強化について
（3）アンケート調査と結果について
（4）倫理綱領行動規範について
（5）会友の公募および重任について
（6）会員の動向と会員増強活動について
（7）身体障害者会員への支援

国際交流委員会

　　福士　勝夫君
　　　　　　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

1 （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

1 （1）アジア建築交流団（「インドネシア建築・住居視察

団」）の派遣

会館委員会
    佐藤　親英君
  　林　　雄嗣君
　　　　　  13 名
　　　    （1）

4 （1）2000年度整備工事について
　・正面玄関前歩道改修工事
　・裏門店舗棟階段新設工事，他
（2）2001年度実施予定工事について
（3）中長期修繕計画について
（4）2000年度会館部門収支決算ならびに 2001年度収支

予算について
（5）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）2001 年各賞表彰業績候補の選考結果を理事会へ報
告

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

（2）2002 年各賞選考委員役職以外を選出し，理事会へ
報告

　・学会賞 2７名, 奨励賞 12 名,作品選奨 6 名
（3）表彰制度検討委員会報告書（答申）報告
　・学会賞（技術）制定について

表彰制度検討委員会（学会賞
業績部門を中心として）
　　福士　勝夫君
　　　　　　6 名

3 ・学会賞（技術）制定について検討
・表彰制度検討委員会報告書（答申）報告
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日本建築学会大賞
選考委員会
　　岡田　恒男君
　　　　　　10 名

1 2001年日本建築学会大賞３件の選考

日本建築学会賞
選考委員会
　　仙田　　満君
　　　　　　34 名

3 2001年日本建築学会賞候補業績 17 件（論文 10，作品 3，
業績 4）の選考

日本建築学会奨励賞
選考委員会
　　神田　　順君
　　服部　岑生君
           24 名

4 200１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 2001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 2001年日本建築学会文化賞 3 件の選考

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
　　仙田　　満君
　　　　  35 名
　　　　 （3）

14 （1）学術委員会・調査研究委員会の運営
　・調査研究委員会および特別研究委員会の予算配分
　・小委員会の廃止・設置承認
　・公募委員の承認
　・特別研究委員会設置承認
　・対外意見表明の承認
　・研究助成候補推薦
　・委託調査研究委員会の設置承認
（2）2000年度大会学術関係行事の企画・運営
　・学術講演会プログラム編成
　・研究集会等の運営
（3）2001年度大会
　・電子投稿・CD-ROM 梗概集の検討
　・大会統一テーマ・記念集会企画の検討
（4）委員会運営の IT 化の検討
（5）科学技術振興調整費による研究課題公募、ミレニア

ムプロジェクト課題公募に対する応募促進
（6）技術報告集の登載積み残し分の処理方法検討
（7）日本学術会議
　・第 18 期専門委員会委員候補の推薦
　・講演会・シンポジウム等への協力
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論文集委員会
　　和田　　章君
　　初見　　学君
　　　 　　 54 名

14 （1）論文集（構造系，計画系の 2 分冊）24 冊の刊行
（2）論文集の編集・企画
（3）論文集掲載論文の募集・審査

1） 委員会の役割（編集機能）について
2） 査読書の扱いについて
3） 異議申し立てについて
4） 連続する論文の扱いについて

（4）論文集委員会査読候補者の選定
技術報告集委員会
　　井上　一朗君
　　古瀬　　敏君
　　　　　　50 名

4 （1）技術報告集３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) 応募原稿査読要領の改正
2) カテゴリーの検討

（4）技術報告集委員会査読候補者の選定
（5）技術報告刊行継続の要望について

作品選集委員会
　　小倉　善明君
            89 名

3 （1）「作品選集 2001」掲載作品の応募と選考
　　　　応募 211 点、掲載 60 点

（2）調査研究関係

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

本委員会・運営委
員会・小委員会

事　　業　　概　　要

材料施工委員会
　　友澤　史紀君
 　　　  1,070 名
　　　　(83，WG を含む)

      392 （1）成案
  1) 仕様書
　・JASS 101・102・103電気設備工事一般共通事項　電

力設備工事　通信設備工事(改)
　・｢JASS 8 防水工事｣(改)
　2）指針
　・暑中コンクリートの施工指針・同解説
　・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技術指針

（案）
　3)資料・報告書
　・原子力発電所 RC 工事の品質管理の高度化に関する

研究最終報告書
　・JASS6　鉄骨工事運営委員会所属小委員会活動報告

書
　・「建築生産における工程計画管理は如何にあるべき
   か」
　・「建築施工自動化に関するワークショップ」
　・「兵庫県南部地震における屋根の震害調査報告書」
（2）建築雑誌への掲載
　・｢暑中コンクリートの施工指針・同解説｣改定の概要

　（建築雑誌 5 月号）
　・｢JASS 8 防水工事｣改定の概要 (建築雑誌 6 月号）
（3）研究協議会・パネルディスカッション
　・こらからの JASS（建築標準仕様書）のあり方
　・補強メ－ソンリ－構造の中層化と課題
　・鉄筋コンクリート造建築物と品質保証
（4）講習会・シンポジウム等の開催
 　   8 章参照
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（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）
　・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
　・木造建築物の解体工事施工指針（案）
（6）改定中
　・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
　・非構造部材の耐震設計・同解説および耐震設計施工

要領
　・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
　・高炉スラグ微粉末を使用するコンクリートの調合設

計・施工指針
　・高炉セメントを使用するコンクリートの調合設計・

施工指針
　・JASS5 鉄筋コンクリート工事
　・JASS5N 原子力発電所における鉄筋コンクリ－ト工

事
　・JASS5 英文

構造委員会
　　高梨　晃一君
　　　　　　1,800 名
　　　（136，WG を含む）

536 （1）成案
　1）刊行物
　・「地震荷重－内陸直下地震による強震動と建築物の

応答」(2000/6)
　・「建築物の減衰」(2000/10)
　・「空間構造の耐震設計と設計例」(2001/1)
　・「建築地盤アンカー設計施工指針」(2001/1)
　・「鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説」(2001/1)
　・「鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柱・鉄骨梁混合構造の設計と施工」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2001/1)
　・「応用力学シリーズ８：構造形態創生の理論と応用」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2001/3)
　2）講習会・シンポジウム等の開催
　　　8 章参照
　3）資料等作成
　・「杭基礎耐震性に関する諸問題」シンポジウム資料

　・「プレストレスト（鉄筋）コンクリート構造部材の設

計法―現状と将来―」シンポジウム資料
　・「限界状態設計指針案の活用」シンポジウム資料
　・「第 28 回地盤震動シンポジウム」資料
　・「第 9 回シェル・空間セミナー」資料
　・「第 2 回強震データの活用に関するシンポジウム」資

料
　・「第６回構造物と地盤の動的相互作用シンポジウム」

資料
①相互作用の過去・現在・未来、相互作用と性能設

計
②やさしい地盤と建物の動的相互作用解析プログラ
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ム
　・「構造工学論文集 Vol.47B」
　4）作成中
  ・「応用力学シリーズ９：建築における計算応用力学の

進展」（2001/4）
　・「鋼構造物の座屈に関する諸問題 2001（新）」
                                             (2001/7）
　・「鉄筋コンクリート構造計算資料集（新）」（2001/6）
　・「鋼構造限界状態設計　設計例（改）」（2001/08）
　・「建築基礎構造設計指針（改）」（2001/10）
　・「構造用金属系素材に関する技術資料（新）」

（2001/10）
　・「免震構造設計指針（改）」（2001/9）
　・「鋼構造接合部設計指針（新）」（2001/11）
　・「山留め設計施工指針（改）」（2001/9）
　・「連続繊維補強コンクリート系構造設計指針（新）」

（2002/2）
  ・「鋼管トラス構造設計施工指針」（2002/4）

　5）大会関係
　・パネルディスカッション

①「耐震技術－20 世紀にしてきたこと、21 世紀に
すべきこと」

②「これからの合成構造に何が求められているか」
③「プレキャストコンクリート構造の構造設計の問

題点」
④「木造住宅の構造性能評価はどこまで可能か」
⑤「20 世紀に空間構造は何をしたか－新しい世紀へ

の示唆を求めて」（開催のみ）
⑥「完成後の原子力コンクリート構造物の試験・検

査と設計」（開催のみ）
⑦「性能設計に向けて－温度荷重に対する設計の現

状と今後の方向」
⑧「建築基礎構造分野における 21 世紀への期待」
⑨「鉄骨の破断現象はどこまで解明されたか、当面

の対策技術」
⑩「21 世紀のプレストレストコンクリート－設計法

の新しい動向－」
⑪「構造設計と熟考、これらを支える実験と解析」
⑫「壁式構造建築物の構造性能評価に向けて」

　・研究資料
①「プレストレストコンクリート構造の設計」

（2）調査研究
シェル・空間構造、空間骨組構造、耐震性能、連続体構
造、構造設計、連成問題、空間構造における計算機応用、
テンション構造、基礎構造系振動、構造物の振動制御、
荷重信頼性理論応用、荷重係数に関する考え方の理論的
体系の構築、地震荷重評価法の構築に関する調査研究、
動的相互作用を考慮した耐震設計
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建築歴史・意匠委員会
　　鈴木　博之君
           215 名
　　　　 (18，WG 含む)

       41 （1）成果
　1）大会研究協議会・パネルディスカッション
　・家屋文鏡再読
　・歴史的建造物の保存に関する専門家の資格・資質を

めぐって
　・建築論・建築意匠から「環境」を考える
　2）資料
　・民家・町並ニュース(No.23))
　3）見学会・シンポジウム等の開催
      8 章参照
　4）歴史的建造物保存要望書
　・交詢社ビルディングの保存・活用に関する要望書
　・富士銀行横浜支店ビル保存に関する要望書
　・そごう百貨店の保存に関する要望書
　・「旧歩兵第三聯隊兵舎（東京大学生産技術研究所）」

の保存再生に関する要望書
（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
　・歴史的建造物保存・DOCOMOMO 対応・日本建築史・

西洋建築史・民家・近代建築史・建築論・建築意匠・
近代建築家資料整理・批評と理論・都市史

防火委員会
　　長谷見　雄二君
　　　　　　144名
　　　（10，WGを含む）

54 （1）成果
　１）大会
　・研究協議会「改正建築基準法による火災安全設計－

可能性と今後の課題」
　・オーガナイズドセッションの企画
（2）作成中
　・煙制御計画パンフレット
　・建築物の火災安全設計指針
（3）調査研究
・ISOTR11975（燃焼性試験結果の火災安全性評価への

応用）の翻訳
・火災を受ける高強度コンクリートの性状に関する文

献調査
・火災被害予測手法，都市防火手法の研究
・遷移歪を考慮したコンクリートの高温時構成則の定
式化並びに火災時部材の耐力評価

・平成 12 年告示予定の耐火試験方法での合成耐火被覆
試験のあり方についての検討

・性能的火災安全設計のケーススタディ
・ＲＣ造及びＳ造の火害診断及び補修法の再評価
・各種構造（主ににアルミ、木に力点を置く）の耐火性

に関する情報収集・整理
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建築経済委員会
　　江口　禎君
　 　　　　381 名
 　　(32，WG を含む )

139 （1）成果
　1）資料・報告書
　・第 16 回建築生産シンポジウム論文集
　・第 12 回建築生産パネルディスカッション報文集
　・第 12 回建築生産セミナー資料
　・第 2 回 PM ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ資料
　・自治省委託研究報告書｢非木造家屋係る再建築費評点

基準表等の改正に係わる基礎資料｣正率等の見直しに
係る調査研究｣

　・資産評価ｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ委託研究報告書｢プレハブ建物
の損耗の状況による減点補正率の算出方法等に関す
る調査研究｣

　2）大会研究協議会
　・21 世紀の都市居住－マンション問題とその可能性
　　（大会研究協議会資料）
　・大震災 5 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
住宅需要構造・住宅の地方性・住宅産業・集合住宅管理・
建築生産・生産管理・生産情報・建設労働・建築コスト・
建築企画・建築経営・固定資産評価・プロジェクトマネ
ージメント・ライフサイクルマネージメント

環境工学委員会
　　渡邊　俊行君
　　　　　 935 名
　（72，WG を含む）

347
（WG を含む）

（1）成果
・「設計者のための環境心理・調査手法ハンドブック」
　刊行
・「居住性能に関する環境振動評価の現状と規準」刊行
・「都市環境のクリマアトラス」刊行
・「大都市近郊居住の環境設計」刊行
・「電磁環境と建築設計」刊行
・「東南・東アジアの水」刊行
・「雨の建築学」刊行

（2）大会研究協議会
　・環境工学における職能の方向性と教育のあり方
・都市環境のクリマアトラス（地球環境委員会と共催）

（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」
　・「環境心理の実践的展開」
　・「建築環境心理生理研究の現状」
　・「電磁シールド材料と施工法」
　・「電磁環境と磁気シールド」
　・「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」

　・「室内空気質環境設計法」
・「電波吸収体とその応用」
・「建築・音響音源集成」
・「化学物質を取り扱う研究・実験施設の安全設計ガイ
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ドブック」
（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
        　  52 名
　    (6,WG を含む)

18 （1）成案
　・建築法規用教材 2001（改定）
　・建築法制史から見た建築基準法の問題と課題
　　－わが国における建築法制史研究の手引
（2）大会研究懇談会
　「改正建築基準法のうち、確認・検査にかかる制度の

現状と課題」
（3）講習会・シンポジウム等の開催
　　 8 章参照
（4）建築雑誌への掲載
　・2000 年度日本建築学会大会（東北）の概況
　・建築法制部門研究懇談会
　・「改正建築基準法のうち、確認・検査にかかる制度の

現状と課題」
                            （建築雑誌 2 月号）

建築教育委員会
　　志水　英樹君
　　　　　　86 名
　　　　　（5）

29 （1）大会研究懇談会
　・建築教育は何を残し、何を改革すべきか－女性からの

発言
（2）シンポジウム研修会
　　　　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
　　萩島　哲君
　　　　　　182 名
　　　（12，WG を含む）

39 （1） 大会研究協議会
　・「まちづくりのシナリオ･メイキング－「生活景」か

らの地域環境づくり」開催および資料
（2） 大会パネルディスカッション
　・「住環境整備の政策と戦略－非成長型都市のまちづ

くりシステム」開催および資料
（3） 大会研究懇談会
　・「特定非営利活動法人と地域の計画」開催および資料
（4） 大会研究資料
　・「成熟都市の住宅地改善－アメリカ・イギリス・フラ

ンス・ドイツ・ロシアそして日本」
（5） シンポジウム・研究会・展示会・見学会等の開催
　　8 章参照
（6） 調査研究
　・建築家国際資格および都市計画家国際資格との関連
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から、建築を核とした都市計画教育の在り方につい
て検討

　・次世紀型のキャンパス・施設の計画とマネジメント
の調査研究

　・住環境整備をめぐる政策動向に関する研究
　・地方都市型の都市計画に関する調査研究
　・都市防災に関する調査研究
　・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）
　・持続可能な都市構造・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関する調査研究
　・環境共生都市・地域計画に関する調査研究
　・計画論的議論・制度論的議論・手法的議論に関する

個別的・横断的研究
　・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
建築計画委員会
　　柏原　士郎　君
　　　　　　750 名
　　（63，WG を含む）

276 （1）成果
　・「空間演出」の刊行（2000.11）
（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
　・大会研究協議会「ストック型社会の建築計画」
　・大会ＰＤ「21 世紀超高齢社会における住まい・地

域・まちづくり」
　・大会研究懇談会「wayfinding 研究の展開とその計画

学的意味を探る」
（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」
　・「計画設計情報ハンドブック」
　・「性能から発想する建築計画」
（5）ニュース
　・建築計画ニュース No.41，42
（6）調査研究
集合住宅,高齢者居住,ノーマライゼーション環境,地域施
設,劇場ホール,医療施設,ワークプレイス研究,安全計画,
建築人間工学,空間研究,環境行動,設計方法,計画設計情
報,各部構法,木造建築構法,作品評価,国際化推進,集合住
宅における都心居住とライフスタイル・供給方法に関す
るあり方の検討，海外の集合住宅計画事例の収集，商品
化住宅・マンション供給動向とライフスタイル・住文化
からの検討，国内における介護保険制度，施設，実践の
変化・動向の整理と評価，在宅ケア環境と住宅改修動向
に関する現状把握および総合的・体系的な提案,ノーマラ
イゼーションの理論に基づいたまちづくりの在り方の総
合的・体系的な提案のための調査研究，公的介護保険制
度に伴う各自治体におけるグループホーム建設の動向の
把握，幼・小・中学校から生涯学習施設におよぶ教育施
設を対象とした教育施設計画・設計のあり方の検討，新
たな医療技術や病院管理技術の導入による施設計画条件
の検討，性能規定化の実例を通じた安全計画のあり方の
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，日本におけるワークプレイス革新事例の実態
調査及び海外事例との比較，構法教育の実状，構法教育
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教材の望ましいあり方，木造住宅構法の生産特性に関す
る調査・研究，建築作品の評価手法の検討，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，火葬場施設の建築計画と設計基準の提案を
目指す調査研究，建築設計におけるコラボレーションの
事例の分析デザインの方法論に関する理論的検討の推
進，オープンビルディングの工業化と新産業創出のため
の動向調査と産業形態モデルの立案

農村計画委員会
　　重村　　力君
　　　　　　129 名
　　 (7，WG 含む)

24 （1）大会
  1)大会研究協議会
　・「田園環境のエコライフと学習力」
  2)大会研究懇談会
　・「マージナルエリアの計画課題」
（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
　　　 　　110 名
  　 (10，WG 含む)

48 （1）大会研究協議会
　・「都市機能補完型海洋建築を考える」の実施
（2）シンポジウム・研究会の開催
 　   8 章参照
（3）調査研究
　・共通研究テーマ「都市機能補完型海洋建築」におけ

るリスク評価に基づいた設計方法およびそのシステ
ム化、自然共生、快適居住性実現のための建築計画、
社会経済性・法制度の整備に関する研究

文教施設委員会
　　谷口　汎邦君
            42 名
　　　　　 (3)

12 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
　　　　　　366 名
　　（29，WG を含む）

52 （1）成果
　1)刊行
　・新・建築コンピュータ入門
　2)大会
　・研究懇談会「建築設計（教育）と今日的なデジタル

環境」
（2）シンポジウム・セミナー・発表会
　　8 章参照
（3）作成中
　・刊行物「電子データ流通のガイドライン」
（4）調査研究
　・CAD レイヤ標準素案の策定
　・CALS 総プロ関連 ACT コード体系 Ver.3策定
　・CAD 利用実態調査
　・CAD データの受け渡しに際する共通ルールの検討
　・WebGIS を利用する自治体に関する調査
　・CIB+W78 等における研究交流を通じた国際研究ネ

ットワークの確立
　・3 次元知覚認識の携帯型技術の動向把握
　・知覚に関わる最新の情報と技術の研究，都市建築分

野への応用研究
　・VR，AR 技術による防災などの計画・設計への活用

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

する研究
　・ファシリティマネジメント支援情報技術の取りまと

め
　・大学高専における情報教育のアンケート調査
　・CAAD 教育技術の研究，普及，および教材開発
　・建築生産情報の標準化動向の把握
　・海外における情報システム技術の動向の把握
　・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）

4 （1）成果
　1)刊行
・ 1999年台湾（集集）地震災害調査報告および応急復

旧技術資料
　2)大会
・ 研究協議会「震災調査の意義と方法－変換と将来－」

（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
・ 鳥取県西部地震・芸予地震被害調査報告書

（4）調査研究
・ インターネットを活用した災害情報の交換システム

の構築に関する調査・研究
　・各種災害への対応

地球環境委員会
　　　秋山　宏　君
　　　　　　184 名
　　（14，WG を含む）

83 （1）成果
　・報告書「持続可能な社会を実現するための地球温暖化

防止および資源消費削減に係る今後の我が国の対応」
　・「地球環境・建築憲章」、「同運用指針」原案の作成
（2）大会研究協議会
　・大会 PD1「地球環境配慮は設計をどう変えていくの

か？」
　・大会 PD2「地球環境問題に対する建築構造の取り組

み」
（3）調査研究
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，「気候温暖化への建築分野での対応（会長声明：
1997.12）」定量評価課題の整理，都市・生活関連の排出
削減効果の定量評価・環境管理の基礎概念の検討と評価
手法の確立,環境負荷の観点からの資源循環モデルの構
築，建築物の廃棄とリサイクルの現状の定量的評価，建
築の耐久性向上と長寿命化の問題の検討，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，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，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



－ 48 －

（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
　　　　　　　180名
　　　（14，WG を含む）

34 （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
　　　　　　145 名
　　　  （4）

56 （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）大会総合研究協議会

「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」（2000.9.9）

（3）公開研究会
    （第７回）都市の地域性と防災都市づくり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2000.6.16)
　　（第８回）復興まちづくりへの支援組織と支援基金

－HAR基金の展開を中心に－ (2000.7.25)
　　（第９回）比較震災復興学－台湾から何を学び、阪

神から何を学ぶか－　(2000.10.25)
　　（第 10 回）「21 世紀の都市防災・復興方策へ　～阪
　　　　　　　神・淡路大震災を超えて～」(2001.3.27)
（4）公開シンポジウム
　　「総合的な耐震安全設計の実現をめざして」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2001.3.22)
（5）連続ミニシンポジウム
　　（第１回）自己責任による改善と社会による補完
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2000.11.1)
　　（第２回）「地震危険度の把握と改善のための活

用」（2001.1.22）
　　（第３回）「震災時の被災危険度低減策を地域のま

とまりで考える－火災延焼防止を中心に
－」（2001.3.12）

（6）地震防災総合研究特別研究委員会報告書作成
（7）地震防災総合研究特別研究委員会（継続）申請（第

Ⅲ期）　　（2001年 4 月～2004 年 3 月／3 年間）
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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)

　8 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と研究
　・木造解析法検討
（2）木造建築物の終局強度型構造設計指針（案）の提案
（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

第三世界歴史都市･住宅特別研
究委員会
　　佐々波　秀彦君
            　35 名
　　　(1，WG を含む)

20 （1）大会研究懇談会
　・「第三世界の歴史的地区・街並みの再生－都心地区の

復興・再生を目指して」開催および資料
（2）セミナーの開催
　　　8 章参照
（3）調査研究
　・国際協力による歴史的都市・住宅の保存および持続的

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
建築設計ブリーフ特別研究委
員会
友澤　史紀君
　　　　　32 名

5 （1）調査研究
　1)建築生産プロセスにおけるブリ－フィングのマネー

ジメント上の位置づけ
　2)我が国の建築分野におけるブリ－フィング運用の在

り方の明確化
　3)設計施工目標機能としてのブリーフ記載内容の選定

と記述方法設定
　4)ブリ－フィングに係る国際標準への我が国の対応方

向、課題の明確化
保険制度と危機管理調査研究
特別委員会
　　神田　順君

　７名

9 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．研究目的
　(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)地方自治体に対する提言
２．公開シンポジウム
　・「安全と安心について」神戸国際展示場会議室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2001.1.19)
　・「保険制度と危機管理調査研究特別委員会中間報告
　　書」作成
３．成果
　(1)自然災害低減のための危機管理と保険制度（提言

先：中央官庁 22 件，都道府県 47 件，各都市[人口 10
万都市以上]169 件，合計 238 件）

　(2)保険制度と危機管理調査研究特別委員会報告書
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（4）受託研究関係

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

本委員会・運営
委員会・小委員
会

事　　業　　概　　要

〔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 ・非木造家屋に係わる再建築費評点基準表等の改正に係
わる基礎資料の作成

・プレハブ建物の損耗の状況による減点補正率の算出方
法等に関する調査研究

〔文教施設委員会〕
文教施設の耐震性能等に関す
る調査研究小委員会
　　岡田　恒男君
　　　　　　10 名

2 ・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に関する
調査研究小委員会
　　篠塚　脩君
　　　　　　14 名

2 ・学校施設の維持管理に関する調査研究

非木造学校建物の耐力度調査
等に関する調査研究委員会
　　岡田　恒男君
             7 名

6 ・非木造学校建物の耐力度調査等に関する調査研究

〔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

58 ・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

8 ・「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

10 ・「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

10 ・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

高炉セメント・高炉スラグ微粉
末改定ＷＧ
    依田　彰彦君
　　　　　　10 名

       7 ・「高炉セメントを使用するコンクリートの調合設計・施
工指針」及び「高炉スラグ微粉末を使用するコンクリ
ートの調合設計・施工指針」に関する研究

〔構造委員会〕
免震構造小委員会
　　和田　章君
            57 名

      26 ・免震構造の設計体系の構築に関する調査研究

〔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
　　　　　　45 名

      56 ・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

・共通建築コードインデックス策定方策報告書作成
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〔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
            7 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
　　　　　　16 名

       8 ・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

〔特別委員会〕
建築技術史資料調査委員会
    鈴木　博之君
           12 名

3 ・我が国の建築技術発達に関する所在確認調査

〔特別委員会〕
郵便局庁舎基準検証研究会経
済性委員会
    古阪　秀三君
           13 名

8 ・郵便局舎性能基準制定に伴う検証方法等に関する調査
研究

　ｱ)経済性能についての検証方法調査

〔特別委員会〕
郵便局庁舎基準検証研究会安
全性防犯性委員会
    野城　智也君
           15 名

7 ・郵便局舎性能基準制定に伴う検証方法等に関する調査
研究

　ｨ)既存検証方法に関する文献調査及び資料分析
　ｩ)標準詳細図が有する性能の理論的検証



－ 52 －

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
　　村田麟太郎君
　　　　　 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）」による学生向け
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検討
（4）建築文化事業の実施

講習会等事業委員会
　　梅干野　晁君
　　　　 20名

10 （1）2000年度講習会事業報告
　1） 支部共通事業
　・｢JASS 8 防水工事改定ならびに関連指針」講習会
　2)委員会主催等講習会
　・「暑中コンクリートの施工指針」講習会
　・「建築地盤アンカー設計施工指針」改定講習会
　・「『建築物の減衰』の精度良い評価－性能設計へ向け

て－」講習会
　・「空間構造の耐震設計と設計例」講習会
　・「地震荷重－内陸直下地震による強振動と建築物の

応答－」講習会
　・「『鉄骨鉄筋コンクリート構造設計規準改定』ならび

に『柱ＲＣ梁Ｓ混合構造計算規準』」講習会
　・「居住性に関する『環境振動評価の現状と規準』」講

習会
　・「電磁環境と建築設計」講習会
（2）2000年度シンポジウム等報告
　（別項）

設計競技事業委員会
    小倉　善明君
         14名

6 （1）2000年度支部共通事業設計競技の実施
   課題「新世紀の田園居住」

　　　応募数       178
　　　支部入選      44
　　　全国入選      10
　　　タジマ奨励賞   9

全国審査部会（2000年度）
    進士五十八君
         11名

4 （2）1999年度支部共通事業設計競技
「住み続けられる“まち”の再生」全国･支部優

秀作品集刊行

全国審査部会（2001年度）
    大村　虔一君
          9名

（3）2001年度支部共通事業設計競技の企画
   課題「子どもの居場所」

審査部会（技術部門・2000）
    村上　周三君

    11名

3 （4）設計競技（技術部門）の実施(第２回試行)
   課題「『ヘルシーハウス』アイデアコンペティション
　　　　－室内化学物質空気汚染防止に配慮した住宅設

計－」
（5）第３回設計競技（技術部門）の企画(第２回試行)
   課題「LCCO2の30％削減、耐用年数の3倍延伸(100年

寿命)をめざす建築設計」
（6）設計競技（技術部門）定常化事業のための検討
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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2000開催
　・建築文化週間2001企画検討
（2）講演会
　1)2000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
　1)全国大学・高専卒業設計展示会
　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
　　梅干野　晁君
       26名

5 （1）2000年（第11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）2001年（第12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

　　　30名
   (3)

30 （1）「近代建築史図集」改定版執筆
（2）「ちからとかたちシリーズ」原稿の調整

（3）子ども向け建築書の企画

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
　　村上　周三君

            6 名

            (1)

1 （1）情報発信機構として基本方針の検討
（2）大会電子投稿システムの検討

図書委員会

　　高橋　康夫君
　　　　　123 名

　　　　　（10）

28 （1）図書館の運営

　・「新しい図書館のイメージ」構想の作成
　・学会図書館の整備

　・図書館蔵書目録電子化デ－タベ－スの作成

　・文献資料の収集・整理・閲覧
（2）会誌の寄贈・交換

　・会誌の内外機関との寄贈・交換

（3）情報サービス
　・「建築雑誌」掲載による文献情報サービス

　“図書館受入図書”“文献抄録”（毎月）の掲載。

　・建築史・意匠・建築論関係文献目録（1995-1996）
データの電子化とホームページ公開

　・文献抄録(構造)のホームページ公開

　・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(館内・郵送)
　・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
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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 2001の刊行

・技術報告集第 10 号，第 11 号，第 12 号の刊行

刊行委員会

　　小澤紀美子君
　　　　　　10 名

 2 ・ 2001，2002 年度刊行企画ならびに計画の検討・承

認

情報ネットワーク委員会
　　高橋　康夫君

              1 名

適宜 ・インターネットを利用した情報通信ネットワークの
管理運営

建築設計資料集成委員会

　　高橋　鷹志君

            52 名
             (9)

78 ・「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

 1 ・「総覧日本の建築」奈良・和歌山編の刊行につき編集
作業

・「総覧日本の建築」大阪・兵庫編の刊行につき編集作

業

学術用語標準化委員会

　　　 　　188 名
　　　　  （24）

1 ・「建築学用語辞典 第 2 版」の見直し

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・WG 数 会合開催数 委員・専門委員数
会　　務 12 15 83 451 名

会務関係
表　　彰 7 0 16 105 名
学　　術 4 3 35 228 名
調査研究 16 501 2,094 6,491 名
特別研究 6 23 132 481 名

研究関係

受託研究 16 0 224 329 名
教育関係 6 7 72 159 名
情報関係 8 44 123 444 名

計 75 593 2,779 8,688 名
前　年　度 67 587 2,657 7,829 名
前　年　比 +8 +6 +122 +859 名
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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　司法支援建築会議（1回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
第１回講演会「建築紛争の現状と課題」 2000.12.1 建築会館ホール 田中 信義

他 1 名
260 名

合　計 260名

8.2　調査研究委員会主催

（1）材料施工委員会（6 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
建築生産における工程計画管理は如何に
あるべきか

2000.4.21 東京・建築会館ホール 福岡 和弥
他 6 名

69 名

「暑中コンクリートの施工指針」改定

講習会

9.19

9.21

9.29

東京・建築会館ホール

大阪・科学技術センター

会議室

福岡・福岡建設会館会議室

松藤 泰典

他 3 名

毛見 虎雄
他 3 名

松藤 泰典

他 3 名

116名

63 名

95 名

鉄骨工事運営委員会「所属小委員会の

活動成果」報告会

11.11 東京・建築会館ホール 橋本 篤秀

他 5 名

163 名

21 世紀の自動化施工－ロボット化施工・
自動化施工の新たな展開

2001.1.26 建築会館会議室 三浦 延恭
他 5 名

   27 名

合　計 533名

（2）構造委員会（25 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
シンポジウム「杭基礎の耐震性に関する

諸問題」
2000.4.18 東京・建築会館ホール 近藤　豊史

他7名
108 名

5.11 大阪・大阪建設交流館グリ

ーンホール

小林 克巳

他7名
52 名

「プレストレスト（鉄筋）コンクリート
構造部材の設計法―現状と将来―」に

関するシンポジウム

4.20

4.25

東京・建築会館ホール

大阪・大阪科学技術センタ

ー

荒金 勝
他10名

材寄 勉
他10名

102 名

77 名

講習会「地震荷重―内陸直下地震による

強震動と建築物の応答」
7.6

7.18

東京・建築会館ホール

大阪・大阪市立大学文化交

流センター

太田 外氣晴

他4名
太田 外氣晴

他4名

155 名

75 名

講習会「建築物の減衰」の精度良い評価

－性能設計へ向けて－
10.3

10.6

10.13

東京・建築会館ホール

名古屋・名古屋昭和ビル

大阪・大阪科学技術センタ

ー

大熊 武司

他7名
田村 幸雄

他7名
横田 治彦

他7名

222 名

60 名

72 名

「限界状態設計指針案の活用」シンポジ

ウム
10.31 東京・建築会館ホール 神田 順

他7名
132 名
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第 28 回地盤震動シンポジウム「震源近

傍の強震動と設計用入力地震動－トル

コ・コジャエリ地震、台湾・集集地震の
経験をふまえて」

11.2 東京・建築会館ホール 萩尾 堅治

他13名
163 名

「第 9 回シェル・空間セミナー」 11.17 東京・建築会館会議室 大森 博司
他4名

62 名

第2 回強震データの活用に関するシンポ
ジウム「建物の耐震性能設計を目指した

強震観測」

12.1 東京・建築会館会議室 北川 良和
他11名

70 名

「ＳＲＣ構造計算規準」「ＲＣ柱・Ｓ梁

混合構造の設計・施工」講習会
2001.1.18

1.22

1.26

1.29

1.31

2.2

東京・建築会館ホール

名古屋・名古屋栄ビル

福岡・福岡建設会館８階大

ホール
広島・広島商工会議所

札幌・ホテルノースシティ

大阪・大阪科学技術センタ

ー

南 宏一

他3名
福知 保長

他4名
松井 千秋

他3名
南 宏一

他3名
立花 正彦

他3名
三谷 勲

他2名

333 名

91 名

85 名

95 名

43 名

179 名

講習会「空間構造の耐震設計と設計例」 1.22

1.30

東京・建築会館ホール

大阪・大阪市立大学文化交

流センター

坂 壽二

他11名
加藤 史郎

他11名

124 名

60 名

「建築地盤アンカー設計施工指針」改定

講習会
1.24

2.1

東京・建築会館ホール

大阪・大阪科学技術センタ
ー

榎並 昭
他6名

桂 豊
他6名

84 名

45 名

「構造形態創生の理論と応用」シンポジ
ウム

3.2 東京・建築会館会議室 大森 博司
他13名

35 名

第６回構造物と地盤の動的相互作用シ
ンポジウム「相互作用の過去・現在・未

来、相互作用と性能設計」

3.5 東京・建築会館ホール 西川 孝夫
他9名

194 名

合　計　2,718 名

（3）建築歴史・意匠委員会（7 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場  講　　師 参加者数
フィリップ・ニス氏講演会「建築・庭園・
風景をめぐって」

2000.9.22 東京・建築会館会議室 フィリップ・
ニス

   25 名

公開シンポジウム「近代建築の保存・再
生の新たな展開を考える」

11.24 東京・建築会館ホール 初田　亨
　 他 9 名

88 名

第 1 回「批評と理論」シンポジウム 11.28 東京・建築会館ホール 田中　純
　 他 6 名

139 名

講演会「ニューヨークの都市住宅史」 12.18 東京・建築会館会議室 リチャード・
ブランツ

他 1 名

25 名

第 2 回「批評と理論」シンポジウム 2001.1.23 東京・建築会館ホール 五味　文彦
　他 6 名

91 名

第 4 回「海外における文化遺産の調査と

保存に関する」円卓会議

2.17 東京・建築会館会議室 岡田　保良

　他 1 名

22 名
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第 3 回「批評と理論」シンポジウム 3.2 東京大学　工学部１号館 浅田　彰

　他 5 名

　133名

合　計 523名

（4）建築経済委員会（4 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数

第 12 回建築生産セミナー 2000.5.11 東京・建築会館会議室 嘉納　成男

　他7名

78 名

第 16 回建築生産シンポジウム 7.27

～28

京都・京大会館会議室 野城　智也

発表者39名

113 名

第 2 回ＰＭワークショップ 11.30 東京・建築会館ホール 齋藤　隆司

他7名

70 名

第12回建築生産パネルディスカッション 2001.3.2 東京・建築会館ホール 磯部　正

他14名

77 名

合　計 338名

（5）環境工学委員会（25 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数

講習会「電磁環境と建築設計」（東京会

場）

2000.4.17 東京・建築会館ホール 安岡  正人

　　 他 7 名

147 名

見学会「静岡県コンベンションアーツセ

ンター（グランシップ）」

4.20 静岡・静岡県コンベンシ

ョンアーツセンター

本杉  省三

　　 他４名

36 名

シンポジウム「都市気候研究からの都

市・建築計画への提言」（地球環境委員会

と合同）

6.30 東京・建築会館会議室 森山　正和

　　他 6 名

48 名

シンポジウム「熱環境測定法（風速測定

法）」

7.15 大阪・日本カノマックス 梶井　宏修

    他 7 名

68 名

講習会「居住性能に関する振動環境評価

の現状と規準」（東京会場）

7.27 東京・建築会館ホール 石川　孝重

　　他 8 名

94 名

シンポジウム「外周部材の遮音設計方法

と設計目標値」

7.28 東京・建築会館ホール 縄岡  好人

　　 他 7 名

76 名

講習会「電磁環境と建築設計」（大阪会

場）

10.2 大阪・大阪科学技術セン

ター

安岡　正人

　　 他 7 名

34 名

講習会「居住性能に関する環境振動評価

の現状と規準」（大阪会場）

10.6 大阪・大阪科学技術セン

ター

石川　孝重

　　 他 6 名

54 名

「第 30 回熱シンポジウム」 10.13～14 東京・建築会館ホール 宇田川 光弘

　 　他 6 名

83 名

シンポジウム「環境共生集合住宅の現状

と今後の展開」

10.23 東京・建築会館会議室 村上　公哉

　　 他 6 名

62 名

シンポジウム「CFD の防火安全設計法へ

の適用と今後の諸問題」

11.16 東京・建築会館会議室 山田　常圭

　   他 8 名

38 名

「第 4 回電磁環境シンポジウム」 11.21 東京・建築会館ホール 安岡　正人

　　 他 8 名

58 名

第 25 回水環境シンポジウム「雨水循環を

育む建築づくり・まちづくり」

11.25 東京・建築会館ホール 鈴木　信宏

 　　他 9 名

128 名

シンポジウム「室内音響：音場の拡散を

めぐって」

11.28 東京・建築会館会議室 森本　政之

　　 他 8 名

53 名

シンポジウム「実務に活用　視環境評価

の研究－方法と展望」

11.30 東京・建築会館会議室 岩田　利枝

　   他 7 名

35 名
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シンポジウム「心理・生理研究から見た

建築デザインの評価」

12.9 東京・建築会館会議室 垣鍔　　直

　　他 11 名

30 名

「第 4 回環境心理生理・環境行動研究小

委員会」（建築計画小委員会と合同）

12.13 東京・建築会館会議室 稲本　淳平

　　 他 6 名

28 名

「第 19 回環境振動シンポジウム－多様化

する環境振動 2001」
2001.1.22 東京・建築会館会議室 塩田　正純

　　 他 8 名

46 名

「第 4 回環境工学シンポジウム－建築環

境工学における 21 世紀の研究展望」

1.29 東京・建築会館会議室 渡邊　俊行

    他 13 名

55 名

シンポジウム「建物内振動伝搬予測手法

の現状と今後の課題」

2.21 東京・建築会館ホール 井上　勝夫

　　他 9 名

77 名

シンポジウム「21 世紀のリモートセンシ

ング」

2.23 東京・機械会館会議室 依田　浩敏

　　他 9 名

29 名

「都市環境クリマアトラスの建築・都市

計画への活用を目指したワークショッ

プ」

3.5 兵庫・神戸市生涯学習セ

ンター

足永　靖信

　　他 6 名

40 名

シンポジウム「オフィス照明の質とは何

か」（照明学会と共催）

3.9 東京・建築会館会議室 中村　芳樹

　　他 6 名

38 名

シンポジウム「ガラス建築の意匠と設備

／技術」

3.14 東京・建築会館会議室 佐野　武仁

　　他 10 名

44 名

見学会「国立オリンピック記念青少年総

合センター」

3.20 東京・国立オリンピック

記念青少年総合センター

川上　福司

　　他 3 名

27 名

合　計　1,428 名
（6）建築法制委員会（2 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
建築基準法制定後 50 年の歩みと今後の
方向づけについての連続討議　第 1 回

2000.11. 6 東京・建築会館会議室 蓑原　敬
他 2 名

24 名

建築基準法制定後 50 年の歩みと今後の
方向づけについての連続討議　第 2 回

2001. 3.17 東京・建築会館会議室 藤本　昌也
他 2 名

23 名

合　計　47 名

（7）建築教育委員会（2 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数

第 31 回工業高校建築教育研修会 2000.8.3～
4
東京･建築会館ホール
東京・池上本門寺

上野　淳
　　 他 2 名

 54 名

「建築教育シンポジウム 2000」 12.9 東京・建築会館会議室 志水　英樹
　 　他 11 名

   49 名

合　計　103名

（8）都市計画委員会（7 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数

第 10 回都市景観ルックイン：
景観デザインワークショップ 2000－会津

坂下町

2000.8.1～
3
福島県河沼郡会津坂下町 小林　敬一

他
30 名

第 10 回都市景観ルックイン：

景観見学会「三春町」

9.7 福島県田村郡三春町 佐久間 保一

他

30 名

「景観デザインワークショップ」パネル

展

9.8～10 日本大学工学部体育館 450 名

「あなたの手によるまちづくり」市民講

座

11.21 北九州市立総合保険福祉

センター「アシスト 21」
２階講堂

三村 浩史

他 2 名

82 名
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公開研究会「都市の形成と再編」 12.2 建築会館会議室 瀬口　哲夫

他 2 名

13 名

公開研究会「欧米との比較からみた日本

の近代都市計画」

2001.3.8 サンシャイン５ビル６階

会議室

石田　頼房

　　　他 4 名

60 名

地震防災システム公開研究会「地震防災

システムの地域性を考える－鳥取県西部

地震を中心として」

3.28 建築会館会議室 熊谷　良雄

他 5 名

40 名

合　計　705名
（9）建築計画委員会（24 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
第 16 回外壁構法シンポジウム「なにわの
海上ガラスドーム」

2000.4.13 建築会館ホール 小松　幸夫

　　他 3 名

83 名

シンポジウム「これからの医療環境評
価」

4.15 東京大学山上会館 古谷　誠章

　　　他 4 名

141 名

シンポジウム「音楽ホールのデザイン
を考える」

4.27 建築会館会議室 淺石　優

　　　他 4 名

80 名

第 5 回計画設計情報研究会「計画・設計
プロセス情報と建築アーカイブ」

5.8 建築会館会議室 竺　覚暁

　　　他 1 名

22 名

第 8 回比較居住文化小フォーラム　「東
アジアの居住文化と空間の魅力」

6.23 建築会館会議室 西垣安比古

　　　他 4 名

53 名

第 45 回空間研究小委員会研究会「講座と
対談：オギュスタン・ベルクと宇波彰－
日本の建築・都市空間における空間・場
所をめぐって－」

7.4 建築会館ホール 宇波　彰

　　　他 1 名

87 名

春季学術研究会「施設型の可能性を開
く」

7.7～7.8 宮城県立図書館他 原　広司

　　他 10 名

264 名

第 18 回地域施設計画研究シンポジウム 7.13～
7.14

建築会館会議室 渡邉　昭彦

　　他 49 名

70 名

第 4 回設計方法シンポジウム「コラボレ
ーションによる創発的なデザインの展開
―ネットワーク時代のものづくりの方法
論―」

9.22 建築会館ホール 両角　光男

　　　他 6 名

71 名

第 46 回空間研究小委員会研究会「デイヴ
ィド・カンターが語る環境心理学の発展」

9.12 建築会館ホール デイヴィド・

カンター
　　　他 1 名

119名

劇場・ホール小委員会研究会「劇場・ホ
ールの地域計画はいかに可能か」

9.28 建築会館会議室 川口　和英
　　　他 4 名

31 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 3　次世日本型集

合住宅とは」

10.25 建築会館会議室 石倉　健彦
　　　他 4 名

43 名

第 17 回外壁構法シンポジウム「せんだい
メディアテークの外装」

11.29 建築会館ホール 伊東豊雄

　　　他 3 名

121 名

第 38 回建築人間工学小委員会研究会
「学校トイレの人間工学」

12.6 世田谷区立新星中学校他 上野　義雪

　　　他 3 名

22 名

環境行動研究小委員会／環境心理・生理
小委員会「合同研究会」

12.3 建築会館会議室 古賀　紀江

　　　他 5 名

28 名

都営大江戸線駅舎完成記念シンポジウム
「交通空間のデザインの未来 -都営地下鉄
大江戸線駅およびパブリックアートをめ
ぐって」

12.16 東京大学（本郷） 中村　良夫

　　他 10 名

167 名
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高齢者居住をめぐる計画視点（4）
「高齢者居住を支える地域の質」

2001.1.12 建築会館会議室 古賀　紀江

　　　他 4 名
31 名

第 10 回比較居住文化研究小フォーラム
「東南アジアの居住文化と空間の魅力」

1.12 芝浦工業大学（田町） 田上　健一
　　　他 3 名

28 名

第 47 回空間研究小委員会研究会
「都市空間における立地と行動」

1.19 建築会館会議室 関根　智子
　　　他 2 名

41 名

劇場・ホールシンポジウム「都市資源と
しての公共ホール」

2.26 建築会館会議室 清水　裕之
　　　他 3 名

24 名

「バリアフリー・ユニバーサルデザイン
教育シンポジウム」

2.27 建築会館ホール 高橋　儀平
　　　他14名

98 名

第１回在宅ケア環境研究会「介護保険法
施行後の住宅改造の実状と課題　その１
－ケアマネジャーの関わる現場から」

3.3 国立公衆衛生院 鈴木　晃
　　　他 3 名

27 名

シンポジウム「グループホームの現状と
今後の方向」

3.9 建築会館会議室 中　祐一郎
　　　他 3 名

38 名

第 3 回持続型居住ミニシンポジウ
ム「歴史の系－居住における歴史継
承の意味と実践」

3.10 早稲田大学 初見　学
　　　他 5 名

61 名

合　計 1,750 名
（10）農村計画委員会（4 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
第1 回エコシステム公開研究会「ﾊﾞｵﾋﾞﾛｷﾞ

ｰとﾊﾞｵｴｺﾛｼﾞｰのｴｺﾃﾞｻﾞｲﾝ論」
2000.4.24 東京・建築学会会議室 糸永　浩司

他 1 名

35 名

公開研究会「水と暮らす知恵」 5.13 佐賀大学 金澤　成保

他 3 名

23 名

2000年度農村計画委員会春季学術研究会

「集住の遺伝子とその未来」
6.10 東京・建築学会会議室 伊藤　庸一

他 8 名

38 名

公開研究会「集住のこころ」 11.25 琉球大学 福島　駿介

他 3 名

18 名

合　計　114 名

（11）情報システム技術委員会（5 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数

トランスネットワークシティサバイバル

ミーティング#1
2000.5.9 東京・建築会館ホール 沖塩　荘一郎

　他 6 名

85 名

第 3 回研究会「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

5.19 東京・日本大学理工学部

駿河台校舎

衣袋　洋一

他　7 名

48 名

シンポジウム「インターネット時代の都市

計画情報交流の現状と課題」

9.25 東京・建築会館会議室 小林　隆

     他 8 名

33 名

第 7 回建築設計および生産情報の流れシン

ポジウム

11.1 東京・建築会館ホール 椎野　潤

他 4 名

125 名

第 23 回情報・システム・技術・利用シン

ポジウム

12.14～
15

東京・建築会館ホール・

会議室

発表者:61 名

  
202 名

合　計　493名

（12）地球環境委員会（1 回）

名　　　　称 期　　日 会　　場 講　　師 参加者数
シンポジウム「都市気候研究からの都市・
建築計画への提言」

2000.6.30 建築会館会議室 成田　健一

　　　他 4 名

58 名

合　計　 58 名
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（13）災害委員会（1 回）

名　　　　称 期　　日 会　　場 講　　師 参加者数

鳥取県西部地震被害調査報告会 2000.10.26 広島工業大学広島校舎

会議場

南　宏一

　他 6 名

129 名

合　計　129名

8.3　特別研究委員会主催

（1）地震防災総合研究特別研究委員会（9 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
公開研究会（第７回）都市の地域性と防

災都市づくり
2000.6.16 建築学会会議室 星  卓志

他5名
70名

公開研究会（第８回）復興まちづくりへ

の支援組織と支援基金－HAR基金の展開
を中心に－

7.25 建築学会会議室 中林 一樹

他6名
40名

大会総合研究協議会
「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」

9.9 日本大学工学部 西川 孝夫
他6名

300名

公開研究会（第９回）比較震災復興学

－台湾から何を学び、阪神から何を学ぶ
か－

10.25 建築学会会議室 陳　亮　全

他2名
35名

連続ミニシンポジウム（第１回）
自己責任による改善と社会による補完

11.1 建築学会会議室 山田　稔
他3名

15名

連続ミニシンポジウム（第２回）
「地震危険度の把握と改善のための活用

2001.1.22 建築学会会議室 翠川 三郎
他5名

40名

連続ミニシンポジウム（第３回）
「震災時の被災危険度低減策を地域のま

とまりで考える－火災延焼防止を中心に

－

3.12 建築学会会議室 室崎 益輝
他3名

20名

公開シンポジウム

「総合的な耐震安全設計の実現をめざし
て」

3.22 建築学会会議室 濱田 信義

他5名
80名

公開研究会（第10回）「21世紀の都市防
災・復興方策へ　～阪神・淡路大震災を

超えて～」

　　 3.27 建築学会会議室 糸井川 栄一
他9名

40名

合　計 640名

（2）京都の都市景観特別研究委員会（1 回）

名　　　　称 期　　日 会　　場 講　　師 参加者数
第 3 回京都の都市景観シンポジウム「京
町家と都市景観―生活と技術がつくる
都市景観―」

2000.5.27 京都会館会議場 岡崎　甚幸

　　他 11 名

157 名

合　計　157名
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（3）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

Regional Expert Group Meetings on
Training Guidelines for Conservation
and Regeneration of Historic Cities（東
南アジアの歴史的都市の保存と再生に
関する地域セミナー）

2001.1.8
～10

タイ・チュラロンコーン
大学

佐々波　秀彦
他 15 名

80 名

Regional Expert Group Meetings on
Training Guidelines for Conservation
and Regeneration of Historic Cities（北
東アジアの歴史的都市の保存と再生に
関する地域セミナー）

2.6～8 建築会館会議室 佐々波　秀彦
他 14 名

90 名

合　計　170名
（4）木構造と木造文化の再構築特別研究委員会（1 回）

名　　　　称 期　　日 会　　場 講　　師 参加者数
シンポジウム「木構造と木造文化の再構
築」（近畿支部共催）

2001.3.1 大阪・建設交流館 鈴木　祥之
他 13 名

195 名

合　計　195名

（5）保険制度と危機管理特別委員会（１回）

名　　　　称 期　　日 会　　場 講　　師 参加者数
安全と安心のためにシンポジウム
－保険制度と危機管理に関する提言に向
けて－特別委員会中間報告

2001.1.19 神戸国際展示場会議室 神田　順
　　他 6 名

50 名

合　計　50 名
（6）室内化学物質空気汚染調査研究委員会（5 回）

名　　　　称 期　　日 会　　場 講　　師 参加者数
平成11年度研究成果中間報告会 2000.7.26

8. 1

建築会館ホール

大阪・建設交流館

村上周三
他10名

村上周三
他10名

200名

110名

Japan-Denmark Workshop on Indoor
Air Chemical Pollution and Indoor
Environment　JD2000

10.30
,31

東京大学生産技術研究所 P.O.Fanger
他12名

35名

有機化学物質による室内汚染の現状とヘ
ルシーハウス実現のための国際シンポジ
ウム

2001.1.12
,13

建築会館ホール J. Spengler
他15名

210名

シックハウス対策のための化学物質放散
量の測定と評価に関するシンポジウム
「定量的な測定と評価方法に関する最新
研究・技術開発成果の報告」

3.27 建築会館ホール 田辺新一
他11名

250名

合　計　805名

8.4　情報関係委員会主催

（1）図書委員会（1 回）

名　　　　称 期　　日 会　　場 講　　師 参加者数
建築情報の上手な管理と活用セミナー 2000.10.6 建築会館会議室 菊岡  倶也

      他 2 名
 15 名

合　計 15 名
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8.5　本会・他学協会共催（6 回）

名　　　　称 共催学協会 期　　日 会　　場
第 46 回構造工学シンポジウム 日本学術会議　メカニ

クス・構造研究連絡委
員会、土木学会

2000.4.4～5 日本学術会議

第 30 回安全工学シンポジウム 日本学術会議人間と工
学研究連絡委員会

　　7.13～14 東京・建築会館ホー
ル・会議室

第 44 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

9.13～14 京大会館

第 16 回風工学シンポジウム 日本学術会議　自然災
害工学専門委員会、日
本気象学会、日本風工
学会、電気学会、日本
鋼構造協会、土木学会

11.29～12.1 日本学術会議

第 16 回環境工学連合講演会 日本学術会議他 2001.1.16～17 日本学術会議
第 50 回「理論応用力学講演会」 日本学術会議　メカニ

クス・構造研究連絡委
員会、日本流体学会他

1.23～25 日本学術会議

8.6　建築教育連絡協議会・各支部共催

JABEE 報告会

期　　日 会　　場 講　　師 参加者数

東　北支部 2001.3.23 東北支部会議室 島田　良一 11 名
関　東支部 2001.3.12 建築会館ホール 島田　良一 31 名

東　海支部 2001.3.14 東海支部会議室 島田　良一 22 名

北　陸支部 2001.3.9 金沢勤労者プラザ 島田　良一 12 名

近　畿支部 2001.3.7 大阪市立大学文化交流センターホール 島田　良一 35 名

中　国支部 2001.3.5 広島工業大学広島校舎 高梨　晃一 20 名

四　国支部 2001.3.28 高知工科大学 安岡　正人 7 名

九　州支部 2001.3.3 福岡建設会館 高梨　晃一 49 名

合　計　187名

8.7　開催数・参加者数

主催・企画 委員会数 開催数 参加者数
司法支援建築会議 － 1 260 名
調査研究委員会 13 113 8,939 名
特別研究委員会 6 19 2,017 名

情報関係委員会 1 1 15 名

本会・他学協会共催 － 6 －
建築教育連絡協議会・各
支部共催

－ 8 187 名

合　　計 20 148 11,418 名
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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 2000＞
（主催）本会
（協賛）㈱大林組、鹿島建設㈱、㈱熊谷組、佐藤工業㈱、

清水建設㈱、大成建設㈱、㈱竹中工務店、鉄建建
設㈱、戸田建設㈱、飛島建設㈱、西松建設㈱、前
田建設工業㈱、東京ガス㈱（13 社）

建築夜楽校　「建築家のメッセージ」

6.2 第一夜「負の都市遺産」再生
パネリスト：川村純一＋城戸崎博孝＋堀越英嗣＋松岡拓

公雄(アーキテクトファイブ)
コーディネーター：今村雅樹(今村雅樹アーキテクツ)

ＦＩＶＥ／
建築会館ホール

55 名
110 名

6.6 第二夜「ＲＣと木造」
パネリスト：村上　徹(村上徹建築設計事務所)
コーディネーター：中谷正人(中谷ネットワークス）

鶴学園八千代校舎
カンパネルラの館
/広島工業大学広島
校舎 501 教室

42 名

100 名

6.9 第三夜「都市施設からの戦略」
パネリスト：新居千秋(新居千秋都市建築設計)

大江匡(プランテック総合計画事務所)
コーディネーター：中谷正人(前掲)

パサージュガーデ
ン「エースファース
トビル」/
建築会館ホール

35 名

80 名

東京ウォッチング

6.10 「日本のカルチェ・ラタンを歩く
　～お茶の水、神田神保町～」

コース：湯島聖堂→神田明神→サン・マルコ→ニコライ堂
→アテネフランセ→文化学院→明治大学リバティ
ータワー

解　説：井上　明久（作家、早稲田大学講師）
　　　　卯月　盛夫（都市計画家、早稲田大学教授）
　　　　鈴木　了二（建築家、早稲田大学教授）
　　　　藪野　　健（画家、早稲田大学教授）
         建築学科の学生

80 名
(申込み

120 名)

２１世紀建築会議
「建築という職業」

＜ユニット・ゲスト＞
1.建設業界

中島昌信（三菱地所顧問）
林　昌二（建築家・日建設計名誉顧問）

2.もの・身体感覚
堀井義博（建築家）

3.構造とデザイン
池田昌弘（建築構造家）

4.情報空間とひと
西村佳哲（プランニング･ディレクター）

5.エコロジー
難波和彦（建築家・難波和彦＋界工作舎主宰）

建築会館ホール、会
議室

パネラー
100名

オ ー デ ィ
エンス
延 300 名
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6.建築とアート
ＰＨスタジオ

7.アジア的都市再生
  村松　伸（建築史家・東京大学生産研究所助手）

6.17 講師(ゲスト)による会議／各ユニットの会議
6.18 各ユニットの会議

6.19 各ユニットの会議／総括（各ユニットのプレゼンテーシ
ョン）

建築文化週間 2000支部開催事業
＜北海道支部＞

6.24 「こどもとおとながともに考え・つくる緑環境」
見学先：札幌市新琴似･屯田地区の防風林の見学、石狩市

遮断緑地の人工林の見学、石狩市花川南地区の防
風林

ワークショップ･講演会:
東　三郎(森づくり研究家･森林空間研究所主宰･北海

道大学名誉教授)

80 名

6.24 見学会「札幌市における歴史的建築物
　　　　　－開拓使時代からの建築の流れをたどる－」
コース：①郊外コース(バス利用)
　　　　②中心市街地コース（徒歩）
        (小中学生や家族連れの参加を歓迎する)
講　師：本会北海道支部歴史意匠専門委員会委員

63 名

＜東北支部＞

6.24 「建築を思う環境講座」
プログラム：
        住まいづくり講演会「建てたい家はどんな家」
          講師　福島県建築士事務所協会会員
　　　　住宅性能表示制度の説明
          講師　ふくしま建築住宅センター職員
        模型による設計主旨説明
          講師　福島県設計協同組合会員
　　　　建築模型講座
          講師　模型制作専門家

福島市民会館 120名

＜関東支部＞

6.14 見学会「東京オペラシティ」
見学先：東京オペラシティ街区、ガレリア、新国立劇場(オ

ペラ劇場・中劇場・小劇場・リハーサル室・楽
屋ほか)、東京オペラシティビル(コンサートホ
ール・リサイタルホール・アトリウム・サンク
ンガーデン・アートギャラリー・NTTインター
コミュニケーション･センター(ICC))

講　師：柳澤孝彦（TAK建築･都市計画研究所）
        小池正也（NTTファシリティーズ）

30名

6.16 見学会「みなとみらい２１と関内周辺の建物今昔」
見学先：パシフィコ横浜、横浜美術館、横浜ランドマー

クタワー、汽車道、新港埠頭煉瓦倉庫、横浜開
港資料館、横浜情報文化センター、横浜市開港
記念会館、横浜三井物産ビル、横浜銀行協会、
神奈川県立博物館(旧横浜正金銀行)、日本火災
横浜ビル

講　師：吉田鋼市（横浜国立大学）

26 名
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＜東海支部＞
6.17 建築ウォッチング「体験！健康空間」

見学先：あいち健康プラザ（健康開発館、健康情報館、
健康科学館、健康宿泊館）

講　師：水谷愼次（愛知県建設部公共建築課）
　　　　山口哲司（愛知県健康づくり振興事業団）
　　　　櫛原照正（愛知県健康づくり振興事業団）

67 名

＜北陸支部＞

6.24 建築探訪「黒部の自然と建築－自然と立ち向かう建築－」
見学先：黒部市、入善町、黒部川第二発電所、発電所美

術館、河口原生林の杉沢杉

33 名

＜近畿支部＞

6.16～17 第１１回設計図面作品展示会
展示作品：
  ①平成１１年度 支部主催卒業設計競技応募作品
  ②１９９９年度 支部共通事業設計競技支部および全

国入選作品
  ③「作品選集２０００」支部推薦作品

大阪工業技術専門
学校１号館

400 名

＜中国支部＞
6.17 「誇れる広島の景観づくり

－都市景観の可能性を考える－」
1) 基調講演
    「世界遺産・宮島を取り巻く景観形成」
        講師　佐藤俊雄(中国地方総合研究センター)
    「世界遺産・原爆ドームを取り巻く景観形成」
        講師　宇高雄志(広島大学工学部助手)
2)パネルディスカッション
  パネリスト：山本哲生

(広島市都市計画局デザイン室長)
              今井信博(現代計画研究所広島事務所長)
　　　　　　　石田邦夫(コイン通り街づくり委員会

花倶楽部委員長)
              塚本俊明(都市環境研究所広島事務所長)
　コーディネーター：
              花輪　恒(花輪環境デザイン事務所長)
総合司会　大森豊裕(近畿大学工学部助教授)

広島工業大学広島
校舎５０１教室

105 名

＜四国支部＞

6.3 「時空の詩－イサム・ノグチの彫刻／空間をたずねて－」
　見学先：イサム・ノグチ庭園美術館
　解説者：益田美保子

（財団法人イサム・ノグチ日本財団学芸員）

56 名

＜九州支部＞
6.17 建築ウォッチング ＩＮ 宮崎

　「木が育む文学、そして建築」
見学先：西郷村(①石峠レイクランド、②林業総合センタ

ー)、南郷村(③百済の館:南郷茶屋、④神門神社・
西の正倉院)、東郷村(⑤牧水生家・牧水公園内諸
施設、⑥宮崎ウッドテクノ工場・東郷道の駅)

講　師：海野洋光（日向木の芽会）／早川浩二／鈴木素
直（詩人）／亀沢克憲（民族評論）／西郷村役場
－藤本茂（企画課長）、池田(企画統計主査)、永
野学（技師）／南郷村役場－原田須見雄（企画環
境課長）／東郷村役場　－矢野昌明（企画財政課
長）、一政昭彦（工場長）、黒木孝利（企画財課課
長補佐）、那須文美（教育委員会次長)

87 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

2000 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」
（主催）日本建築学会・東海支部・四国支部
（協賛）日本板硝子㈱・東京ガス株式会社
（受賞作品）
      ビッグパレットふくしま
            北川原温（北川原温建築都市研究所代表）
      曼月居
            齋藤　裕（齋藤裕建築研究所代表）

（開催会場）
7.5 東京会場

　講　師：北川原温（前掲）
          齋藤　裕（前掲）

建築会館ホール 250 名

7.11 高知会場(四国支部)
　講　師：北川原温（前掲）
          齋藤　裕（前掲）
  

高新文化ホール 210 名

7.14 名古屋会場（東海支部）
　講　師：北川原温（前掲）
          齋藤　裕（前掲）

今池ガスホール 300 名

＜親と子の都市と建築講座2000＞
（主催）本会・国立科学博物館

8.4～5 第１回  シティサファリ－超高層を探検しよう－
講  師：及部克人（武蔵野美術大学教授）
　　　　卯月盛夫（早稲田大学教授）
　　　　ファシリテーター（大学生）

角筈区民センター
新宿パークタワー
国立科学博物新宿
分館研究研修館

58 名

8.12～13 第２回  木とあそぼう－木にもいろいろあるけれど－
講　師：巽登志夫（木材研究家）
　　　　柳川貴司（造形作家）

国立科学博物館新
宿分館 研修研究
館

128 名

＜親と子の建築講座＞
（共催）本会・東北支部・関東支部・東海支部・北陸支部・

近畿支部・中国支部・四国支部・九州支部
＜東北支部＞

8.6 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）

郡山市児童文化会
館

40 名

9.19 青森会場
テーマ：「弘前を知る－文化遺産の建物を訪ねて－」
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

52 名

10.28 岩手会場
テーマ：「CAD を用いた夢の空間設計体験」
講  師：近谷　進（岩手県立産業技術短期大学校教授）

岩手県立産業技術
短期大学校

24 名
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11.24 仙台会場
テーマ：「宮町たんけんショップ」
講  師：渋谷セツコ

仙台市立東六番丁
小学校

53 名

＜関東支部＞

1.21 埼玉会場
テーマ：親子折り紙建築教室
講  師：茶谷正洋（静岡文化芸術大学教授）
　　　　簣　亞矢（オリガミック・アーキテクチャー）

大宮ソニックシテ
ィ

38 名

＜東海支部＞

10.14 愛知会場
講座１
テーマ：建築の工事現場の探検とコンクリートでピカソ
講  師：山本俊彦(大同工業大学)
　　　　植松栄作(大成建設株式会社)
　　　　黒川善幸(名古屋大学）
共　催：大同工業大学社会交流センター

大同工業大学工学
部および同校舎建
設現場

48 名

10.28 愛知会場
講座２
テーマ：明治村見学とステンドグラス制作
講　師：西尾雅敏（博物館明治村　建造物担当部長）

金田美世（工房我羅　主宰）

博物館明治村 40 名
（親子
20 組）

＜北陸支部＞

9.23 新潟会場
講座１
テーマ：「カメラをもって新発田を歩こう」
講　師：田中　新一（新潟工業高校）

新発田生涯学習セ
ンター

41 名

10.28 新潟会場
講座２
テーマ：「コンクリートであそぶ」
講　師：久田　真(新潟大学)

新潟大学工学部 39 名

11.11 新潟会場
講座３
テーマ：「木であそぶ」
講　師：巽　登志夫（木材研究家）

長岡市厚生会館 48 名

＜近畿支部＞

住まいと暮らしのワークショップ「楽しく学ぶ世界の住文化」
共　催：大阪市立住まい情報センター
協　力：国立民族学博物館

3.17 大阪会場
第 1 回
テーマ：みんなでモンゴルの住まい・ゲルを組み立てよう
講　師：オルトナスト氏（モンゴル人留学生）
指導者：大阪府建築士会青年委員会

（佐藤達喜氏、中村伸二氏、北村茂章氏、新城昌氏、
山本民生氏）

大阪市立住まい情
報センター３階ホ
ール

26名

3.18 大阪会場
第２回
テーマ：ゲルでモンゴルの住文化を学ぶ
講　師：ボリガ氏（モンゴル人留学生）
　　　　林　響氏（狩野建築研究所）
指導者：大阪府建築士会青年委員会

（水谷敢氏、佐藤達喜氏、中村伸二氏、北村茂章氏、
新城昌氏、山本民生氏）

大阪市立住まい情
報センター３階ホ
ール

26名
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3.25 大阪会場
第３回
テーマ：江戸時代の大阪のまちを探検しよう
講  師：松本　正巳（建築事務所主宰）
指導者：大阪府建築士会青年委員会
　　　　（佐藤達喜氏、中村伸二氏、新城昌氏、山本民生氏）

大阪市立住まい情
報センター３階ホ
ール

47 名

＜中国支部＞

10.29 広島会場
「ドームを作ろう」
　講　師：雨野　忍（広島平和記念資料館）

南　宏一（福山大学）
原田洋臣（福山工業高校）
福原安洋（呉工業高等専門学校）

広島工業大学広島
校舎

46 名

＜四国支部＞

　
10.26
10.29

高知会場
親と子の建築講座 in 奈半利 2000
テーマ：親と子で町並み探偵団
講  師：：三浦　要一
講演
見学会
見学場所：奈半利の町並み

奈半利小学校 15 名

11.11 香川会場
親と子の建築講座 in 寒川 2000
テーマ：－あかり－自然の中で「原始の火」をつくり遊ぼう！
講  師：古谷誠章（建築家・早稲田大学教授）
　　　　他２名
（10.19 にサポーター学習会32名）

カメリア温泉門入
の郷コアフィール
ド

72 名

＜九州支部＞

10.23 福岡会場
テーマ：私たちのまちづくり「南当仁小学校区の未来」
講  師：鮎川　透・石川泰智・加藤武弘・斎藤政雄・

田中康裕・廣瀬正人・水野　宏

福岡市立南当仁小
学校

84 名

10.26～29 福岡会場
子ども達の創作品の展示

ソラリアプラザ

（２）展覧会

期　日 催　し　物　名　称 会　　場 参加者
2001

1.29～2.9
支部共通事業設計競技全国入選者展示会
課題：新世紀の田園居住
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＞｢ヘルシーハウス」アイデアコンペティション
　　　　　　－室内化学物質空気汚染防止に配慮した住宅設計－

＜主　　催＞日本建築学会

＜主　　旨＞
　近年、高断熱・高気密化技術などの利用で住宅の居住環境は、以前に比べて大いに改善されました。し
かし、利便性・快適性向上の反面、居住者における化学物質過敏症（シックハウス症候群）が問題となっ
ております。これは住宅内の建材、施工材、生活用品などから放散する揮発性有機化合物（VOC など）が
原因の一つとされております。
　こうした化学物質による室内空気汚染に対し、我が国でもここ数年健康住宅の研究をはじめ、産・官・
学が一体となってこの問題の解決に取り組んでおります。本会でも科学技術庁から助成を得て、室内化学
物質空気汚染を解明するための研究「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」が 1998
年度から 3 か年間の予定で開始されており、本年度は最終年度になります。この研究は建築学の他に化学、
医学、社会科学分野の研究者で構成された学際的な共同研究であり、生活者に還元される成果が求められ
ております。
　そこで、昨年度に引き続き第２回目の設計競技事業（技術部門）として、室内化学物質空気汚染防止に
配慮した住宅の空間計画、設備、構法上のアイデアを募集し公表することによって快適な住環境の実現に
貢献することを目的とする設計競技を開催することにいたしました。
　会員各位には本研究成果をご参照のうえ奮って応募されるようご案内いたします。

                                                                             
＜審 査 員＞村上周三・石川　哲・尾島俊雄・加藤信介・見城美枝子・妹島和世・田辺新一・

藤森照信・坊垣和明・峰政克義・吉野　博

戸建住宅部門

＜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
最優秀賞 ○高　偉俊、大藪和大郎、許　雷、中島裕輔、

　八木　崇
早稲田大学

最優秀賞 ○梅干野晁、田中稲子、円井基史 東京工業大学
佳  　作 ○瀧澤　理、鹿島雅彦、平久美子*、鷹野智子、

　保坂　肖子、松原清美**
デザインインテルシステム
*カナリーコーポレーション
**ビーユー設計

佳  　作 ○出口清孝、三田拓遂、越沼直彦、金田正夫 法政大学
佳  　作 ○鷹羽良明、池田育郎、坂井いづみ、外島　毅、

　中山孝人*、村山隆英**、藪　達彦***、
　米村年広

三井建設
*長谷工コーポレーション
**生命文化研究所
***三井物産

  
　＊戸建住宅の優秀賞に関しては「該当作なし」とした。
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集合住宅部門

〈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
優秀賞 ○和田義昭、荒井良延、岩井孝次、大坂　泰、

権藤　尚、寒河江昭夫、武廣絵里子、
箱崎英男、三好功一、本吉文雄、涌井　健

鹿島建設

優秀賞 ○関口　豊、新井　勘、大脇雅直、久保博道、
坂本博登、佐々木静郎、佐野芳典、高島誠也、
吉松賢二、渡辺英彦

熊谷組

佳　作 ○竹内真幸、市原裕之、稲村健一、奥山博康、
黒田健一、坂本高之、芝沼　安、新　武康、
新藤祥司、高木啓司、根岸健一、野部達夫、
長谷川隆弘、矢川明弘、山口　一

清水建設

佳　作 ○薬師寺博治、大畑充史、坂井いづみ、
笹淵美穂子、中西雅行、前田政則、眞鍋耕次、
村山直樹、湯村真琴

三井建設

佳　作 ○須藤俊彦、鈴木　昭、湯　懐鵬、
浜崎はつこ、三上秀人

新菱冷熱工業

　＊集合住宅の最優秀賞に関しては「該当作なし」とした。
　　応募総数：２７点

9.4　教育・文化事業参加者数

事　　　業　　　内　　　容 参加者数

建築文化週間 本　　部   902 名
支　　部 1,067 名

講演会 学会賞受賞者記念講演会 760 名
親と子の都市と建築講座 本　　部 186 名

支　　部 739 名
展示会 設計競技全国入選者展示会 1,000 名

合　　　計 4,654 名
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10．国際交流事業

10.1　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　 930,000円

　　　　　下期配分額           970,000円

　　　　　　合　計　 1,900,000円

　申請 8 件，採択7 件

期 事業名 申請者 実施時期 援助額

上期
国際ワークショップ： 中国における住宅の
室内環境とエネルギー消費量

東北支部 2000.8.23 590,000円

 〃 第2回都市史小委員会シンポジウム 建築歴史意匠委員会 2000.11.6～7 180,000円

 〃 RILEM 54th年次総会およびCC 材料施工委員会 2000.9.12/14 200,000円

下期
鋼構造建築物に対する信頼性耐震設計の構
築に関する日米共同研究交流会

近畿支部 2000.11/25～12/1 130,000円

 〃
第25回水環境シンポジウム 環境工学委員会 2000.11/24～26 200,000円

 〃
有機化学物質による室内汚染の現状と健康

住宅実現のための国際シンポジウム

室内化学物質空気汚染

調査研究委員会
2001.1/12,13 300,000円

 〃
東アジア国際セミナー 第三世界歴史都市・住

宅特別研究委員会

2001.1/8～10 300,000円

合　　　計 1,900,000円

10.2　渉外関係

（1）大韓建築学会鄭在哲会長，申範植総務理事，金眞一日本建築学会名誉会員，中国建築学会竇以徳秘書長，

張百平国際部主任を総会に招聘（2000年 5 月）

（2）上谷副会長が大韓建築学会のAIK Special Lecture Series 2000に招聘され講演（2000年9月）

（3）仙田副会長がソウルで開催された国際環境デザイン会議に招聘され講演，日中韓建築学会の昼食会へ出

席（2000年11月）

（4）RILEM 54th年次総会およびCCに委員1名を派遣（2000年9月）

（5）UIA（国際建築家連合）のPPC（職能実務委員会）カイロ会議に委員1名を派遣（2000年11月）

（6）ASCE（アメリカシビルエンジニア協会）と協力協定を改定した。（2000年12月）

（7）バンコックで開催された東アジア国際セミナー2000に委員8名を派遣（2001年1月）

（8）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。

（9）ACSA（アメリカ建築大学協会），ASCE（アメリカシビルエンジニア協会），中国建築学会，大韓建築

学会，中華民国建築学会と通信による連絡を行った。

10.3　海外視察

（1） インドネシア建築・住居視察団

1） 期  間  2001年3月3日～13日
2） コース  デンパサール→スラパヤ→ジョグジャカルタ→ジャカルタ

3） 団  長  布野修司君（京都大学助教授）

4） 参加者  12名
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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
インド 2001.3.4～13 村上ひろみ君　他3名 (1) 建物被害調査

(2) 簡易MSK震度調査
(3) アンケート震度調査
(4) 建物全戸調査
(5) 地盤及び建物の微動観測
(6) ルーキー大学やインド政府機関への訪問

10.5　外国人来会者

2000. 5.30 大韓建築学会鄭在哲会長，申範植総務理事，金眞一日本建築学会名誉会員
中国建築学会竇以徳秘書長，張百平国際部主任を総会に招聘

2000.11.6～7 アメリカ合衆国コロンビア大学リチャード・プランツ教授
建築歴史意匠委員会主催シンポジウム出席のため

2000.11.24～26 ドイツ雨水利用循環協会クラウス・ケーニッヒ理事
環境工学委員会会主催シンポジウム出席のため

2000.11.29 韓国教育施設学会（金震均会長，他 15 名）
東京都，千葉県，千葉市の教育施設見学と懇親のため

2001.1.12～13 アメリカ合衆国ハーバード大学ジョン・スペングラー教授ほか 7 名
室内化学物質空気汚染調査研究委員会主催シンポジウム出席のため

2001. 2.6～8 マカオ建築家協会のフランシスコ・ビゼウ・ピンヘイロ氏ほか 5 名
第三世界歴史都市・住宅特別研究委員会主催セミナー出席のため

2001. 3. 29 中華民国建築学会「日本建築学会賞受賞作品参訪団」表敬訪問－王紀鯤会長，陸金雄
国際委員長ほか 14 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。

地域 国 都市 会場 期間
(A) 中南米 アルゼンチン ブエノス・アイレス 国立文化展示センター 2000.10.12－10.29
(A) 中年米 パナマ パナマ パナマ運河博物館 2000.8.10－8.25
(A) 中南米 コロンビア サンタフェ・デ・ボ

ゴタ
レオポルド・ラーサー建築博物館 2000.9.11－9.29

(A) 中年米 ウルグアイ モンテビデオ 共和国大学建築学部 2000.7.13－7.25
(A) 中南米 ニカラグア マナグア 国立文化宮殿 2000.11.6－11.30
(A) ヨーロッパ 英国 サウス･ヨークシャーデザインセンター 2001.1.15－3.28
(B) 中南米 エクアドル キト エクアドル・カトリカ大学文化セ

ンター
2000.8.8－8.18

(B) 北米 米国 ロス・アンジェルス ドイザキ・ギャラリー 2000.7.1－7.23
(B) 北米 米国 フロリダ州ペンサコ

ーラ
西フロリダ大学 2000.9.14－9.27

(B) 北米 米国 ワシントンD.C. 在米日本大使館広報センター 2000.11.13－12.12
(B) 北米 米国 ノース・カロライナ

州シャーロット
ノース・カロライナ大学シャーロ
ット校

2001.2.1－2.25

(B) 北米 カナダ トロント デザイン・エクスチェンジ 2001.3.14－5.17
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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

1,111 冊
47 冊

1,158 冊
677 種  3,171 冊
119 種    954 冊
796 種  4,125 冊

累計  36,624 冊
12,143 冊

　48,767 冊
1,004 種
160 種

1,164 種

（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
　　（ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ
　　　を含む）　　　　　　計

2,388 冊
2,286 冊

9,034 件
31 種 3,224 冊
12 種   961 冊

9 件
13 件

－
－
－

計　17,915

累計　29,229 冊
 5,167 冊

22,797 件
923 種   10,143 冊
162 種    3,255 冊

508 件
83 件

181 件
118 件
782 件

72,263 件
     

　 ・総目録検索データ

     1976 年 1 月～2001 年 3 月までに発表された雑誌・論文の目次データ                152,539 件

　  

  ・NACSIS-ELS 電子図書館公開

　　　建築雑誌（明治 20 年－昭和60 年）    1,213 冊

　　　論文集（昭和11 年－昭和 19 年）　　　   33 冊

　　　研究報告（昭和 22 年－昭和36 年）　　　 46 冊

（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6,131 題，論文集784 題、支部研究報告2,115 題、シンポジウム 282 題、技術報

告集 165 題、作品選集 56 題

　　　2000 年度登録件数9,562 題　　　総登録件数 86,187 題(1990～2000 年度）
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（６）NACSIS-IR、NACSIS-ELS 利用登録状況

　　　2000 年度登録者73 人

　　　総登録者数 299 人（1994～2000 年度）

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 1　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 44 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

和　書 47 27 0 0 810 2,312 658 21 253 36 62 10 4,236
洋　書 10 485 26 0 37 261 172 1 1 － 0 0 993

計 57 512 26 0 847 2,573 830 22 254 36 62 10 5,229

11.4　利用者数

・2000 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

2000 年 4 月 495 44 61 41 641
   　   5月 521 53 74 70 718

6 月 499 70 98 92 759
7 月 518 52 72 85 727
8 月 447 55 43 70 615
9 月 454 36 64 63 617

10 月 469 65 81 85 700
11 月 469 61 71 73 674
12 月 372 46 55 45 518

2001 年 1 月 421 28 81 41 571
2 月 366 14 60 28 468
3 月 409 11 77 38 535

計 5,440 535 837 731 7,543

・利用者昨年比17％（1,533 人）減

・開館日数　　　239 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

2000. 4.10 国際基準に適合する建築設計者資格具体化の検討について
（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，日本建築家協会，本会 の 5 団体）

建設省住宅局長

5.8, 5.15

6.23

10.2

11.8

11.9

建築基準法関連省令・告示の制定・改正に関する意見

（建築計画委員会他）

建築基準法関連省令・告示の制定・改正に関する意見
（免震構造物）（振動運営委員会）

建築基準法関連省令・告示の制定・改正に関する意見

（鉄筋コンクリート組積造）（壁式構造運営委員会）

建築基準法関連省令・告示の制定・改正に関する意見

（地盤及びくいの支持力等）（基礎構造運営委員会）

建築基準法関連省令・告示の制定・改正に関する意見
（地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力関連）

（壁式構造運営委員会）

建設省住宅局建築指導課

5.23 交詢社ビルディングの保存・活用に関する要望書 (財)交詢社理事長

6. 1 地球環境・建築憲章
（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，日本建築家協会，本会の 5 団体）

6.20 地球温暖化防止に向けての我が国の建築分野における当

面の対策

（地球環境委員会）

7.11 同潤会青山アパートメントハウスの保存活用に関する要

望書

青山アパート団地管理組合理事長

森ビル(株)代表取締役社長

9.12 日本のホーリスティックな建築教育の改革について 国際建築家連合職能実務委員会委

員長

9.29 地球環境・建築憲章運用指針

10.17 そごう百貨店大阪店の保存に関する要望書 そごう百貨店特別顧問

11. 6 「旧歩兵第三聯隊兵舎 (東京大学生産技術研究所・東京大
学物性研究所)」の保存再生に関する要望書

文化庁長官
東京大学総長

12.19 富士銀行横浜支店ビル保存に関する要望書 (株)富士銀行代表取締役頭取

12.19 子どものための建築・都市 12 ヶ条－子どもと家族のため

の建築・都市環境づくりガイドライン－
（子どもと高齢者に向けた学会行動計画推進特別委員会）

2001. 1.16 JR 奈良駅舎の保存に関する要望書 奈良県知事
奈良市市長

西日本旅客鉄道(株)代表取締役
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13．刊行図書

13.1 直営出版物

（1）新刊・改定（訂）版

 1.地震荷重－内陸直下地震による強震動と建築物の応答　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５００部

 2.建築物の減衰　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５００部

 3.鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５００部

 4.鉄筋コンクリート柱・鉄骨梁混合構造の設計と施工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５００部

 5.建築地盤アンカー設計施工指針・同解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５００部

 6.空間構造の耐震設計と設計例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

 7.応用力学シリーズ　８　構造形態創生の理論と応用　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００部

 8.建築工事標準仕様書・同解説　　ＪＡＳＳ　　８　防水工事　　　　　　　　　　　　　　　２，０００部

 9.建築工事標準仕様書　ＪＡＳＳ１０１・１０２・１０３電気設備工事一般共通事項・電力設備

工事・通信設備工事　　　　　　　　　　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

10.ＦＲＰ防水工事施工指針（案）・同解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５００部

11.外壁接合部の水密設計および施工に関する技術指針（案）・同解説　　　　　　　　　　　　１，５００部

12.暑中コンクリートの施工指針・同解説　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　１，５００部

13.阪神・淡路大震災調査報告　建築編－５　非構造部材　材料施工　　　　　　　　　　　　　１，０００部

14.１９９９年台湾・集集地震災害調査報告および応急復旧技術資料

第Ⅰ編　災害調査報告　第Ⅱ編　鉄筋コンクリート造学校校舎の応急復旧技術資料　        　　６００部

15.東南・東アジアの水－建築・都市の水利用環境と文化－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００部

16.大都市近郊居住の環境設計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００部

17.電磁環境と建築設計　－はじめての設計者のために－　　 　　　　　 　　　　　　　　　　１，０００部

18.居住性能に関する環境振動評価の現状と規準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００部

19.新・建築コンピュータ利用入門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

20.建築法規用教材　２００１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，５００部

21.建築基準法令集　平成１３年版 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　７，０００部

22.大学（建築関係学科）名簿２００１年版　   　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　８００部

23.総目録　１９７６－１９９８　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　２５０部

　　　　　 　　　　　　　　合計　　　　　　　23点　　　　　　　       　　　　　　　　３６,１５０部

（2）重版

 1.建築物荷重指針・同解説　 　　　　　　　　　　　　　　                               ２，０００部

 2.小規模建築物基礎設計の手引き　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　２，０００部

 3.建築基礎設計のための地盤調査計画指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

 4.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

 5.塔状鋼構造設計指針・同解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００部

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

 7.鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０００部

 8.建築耐震設計における保有耐力と変形性能（１９９０）　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

 9.建築工事標準仕様書・同解説　　ＪＡＳＳ　　２　仮設工事　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

10.建築工事標準仕様書・同解説　　ＪＡＳＳ　　５　鉄筋コンクリート工事　　　　　　　　　５，０００部

11.建築工事標準仕様書　　　　　　ＪＡＳＳ　　６　鉄骨工事　   　　　　　　　　　　　 　４，０００部

12.建築工事標準仕様書・同解説 　 ＪＡＳＳ　　８　防水工事 　　　　　　　　　　　　　　 １，５００部

13.建築工事標準仕様書・同解説　　ＪＡＳＳ　　９　張り石工事　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

14.建築工事標準仕様書・同解説　　ＪＡＳＳ　１０　プレキャストコンクリート工事　　　　　１，０００部

15.建築工事標準仕様書・同解説　　ＪＡＳＳ　１４　カーテンウォール工事　　　　　　　　　１，０００部
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16.建築工事標準仕様書・同解説　　ＪＡＳＳ　１５　左官工事　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

17.建築工事標準仕様書・同解説　　ＪＡＳＳ　１６　建具工事　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

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

19.建築工事標準仕様書・同解説　　ＪＡＳＳ　１９　陶磁器質タイル張り工事　　　　　  　　１，０００部

20.型枠の設計・施工指針案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

21.鉄筋コンクリート造建築物の耐久性調査・診断および補修指針（案）同解説　   　　　　 　１，０００部

22.鉄骨工事技術指針・工場製作編　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０００部

23.鉄骨工事技術指針・工事現場施工編　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０００部

24.ＦＲＰ防水工事施工指針（案）・同解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

25.阪神・淡路大震災調査報告　建築編－１　鉄筋コンクリート造建築物　 　　　　　  　 　　　　１００部

26.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～　　　　　   　　　３００部

27.構造用教材　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　１３，０００部

28.建築材料用教材　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　３，５００部

29.建築材料実験用教材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，０００部

30.建築環境工学用教材－環境編－ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　２，０００部

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

32.建築材料用ビデオ教材　２　防水材料編     　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　３０部

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　33点　　　　　　　 　　　６８，９６０部

13.2　委託出版物

（1）新刊・改定（訂）版

 1.都市環境のクリマアトラス　気候情報を活かした都市づくり　　　　　　　　　　　　　　　１，７００部

 2.建築企画事典　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，５００部

 3.よりよい環境創造のための環境心理調査手法入門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

 4.雨の建築学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，５００部

 5.空間演出　世界の建築・都市デザイン　　 　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　４，０００部

 6.住み続けられる“まち”の再生（１９９９年度日本建築学会設計競技優秀作品集）      　　３，０００部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　6点　　　 　　　　　 　　１５，７００部

（2）重版

 1.建築設計資料集成　１　環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００部

 2.建築設計資料集成　２　物品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００部

 3.建築設計資料集成　４　単位空間Ⅱ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００部

 4.建築設計資料集成コンパクト＜住居＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，５５０部

 5.第２版　コンパクト建築設計資料集成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６，０９０部

 6.第２版　建築学便覧　Ⅱ　構造　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００部

 7.西洋建築史図集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，０００部

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

 9.建築人間工学事典　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

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

11.建築設計資料・空間ＳＥＲＩＥＳ　住まいの空間　独立住宅　　　　　　　　　　　　　　　１，０００部

12.建築物の遮音性能基準と設計指針（第二版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００部

13.総覧日本の建築　第１巻　北海道・東北　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，０００部

14.総覧日本の建築　第６－Ⅰ巻　滋賀・京都　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，０００部

15.人間環境学　よりよい環境デザインへ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　３００部

16.建築学用語辞典　第２版 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　１，０２１部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　16点　　　　　　　　 　　　４０，８６１部
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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 23 36,150部

直営出版物
重　　　版 33 68,960部
新版および改定(訂)版 6 15,700部

委託出版物
重　　　版 16 40,861部

合計 78 161,671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  　   　3，052㎡
        建築面積　　　　2，473㎡

        延べ床面積  　 10，522㎡
        鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造

        地下　1階　　　地上　7階

　（2）使用状況（専有床面積）

        本会使用分　　　3,518㎡

        賃貸借契約部分  4,107㎡
  （3）テナント

　　　1)建築関係団体（19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，NPO緑の列島ネットワーク

      2)民間（8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，（株）日本パーツセンター

　　　3)店舗（7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），テイボンフードシステム（株）

（4）建物賃貸借契約の新規契約および解除

　　1) （株）オーエムソーラー協会2000年4月1日付をもって一部契約

　　2) （社）建築研究振興協会2000年7月31日付をもって一部契約解除

　　3) （株）日本パーツセンター2000年9月1日付をもって契約

　　4) 建設業労働災害防止協会2000年9月30日付をもって契約解除

　　5) テイボンフードシステム（株）2000年10月1日付をもって契約

　　6) 建築専門工法推進研究センター2000年10月31日付をもって契約解除

　　7) （株）オーエムソーラー協会2000年10月31日付をもって一部契約解除

　　8) NPO緑の列島ネットワーク2000年11月1日付をもって契約

9) ジローレストランシステム（株）2001年3月31日付をもって契約解除

14.2　建築会館ホール利用状況
数字は利用回数

      年　月
内　訳

2000年
　　  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2001年
1月 2月 3月 合　計

学会委員会等 7 2 7 10 2 3 5 11 4 9 3 10 73
会　員 10 14 18 10 13 11 15 23 9 9 11 9 152
一　般 2 1 1 3 2 3 2 1 1 0 1 2 19
計 19 17 26 23 17 17 22 35 14 18 15 21 244
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14.3　建築会館会議室利用状況
数字は利用回数

      年　月
内　訳

2000年
　　  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2001年
1月 2月 3月 合　計

学会委員会等 285 283 330 332 183 279 306 277 254 264 217 332 3342
一般貸会議室 27 21 33 36 26 28 32 48 31 39 41 36 398

計 312 304 363 368 209 307 338 325 285 303 258 368 3740

14.4　展示コーナー利用状況

　　期　　　日 　　　　　　　　　展　　示　　名　　称

 2000
　　　 3.27～  4. 7

　　　 4.10～  4.21

　　　 5.15～  5.30

　　　 5.31～  6. 9

  　 　6.12～  6.23

       7.10～  7.21

　　　 7.24～  8. 4

　 　   9.29～  9.30

　　　10.16～10.27

　 　  10.30～11.10

　　　11.27～12. 8

　 　  12. 11～12.22

2001
1.15～ 1.26

1.29～ 2. 9

2.13～ 2.23

2.26～ 3. 9

3.26～ 4. 6

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」

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」
2000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「アートパラダイス展」

東京都建築士事務所協会「東京建築賞第26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1999受賞作品展」

文教施設協会「公立学校優良施設表彰作品展」

芝浦工業大学建築研究会「2000建築展」

展覧会「協動会館～華やかなりし花柳界の面影を伝える近代和風建築～」

日本建築美術工芸協会「オン・ザ・パレット展」

日本電気硝子「第7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12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」

第35回セントラル硝子国際建築設計競技入賞作品展

2000年度支部共通事業日本建築学会設計競技入賞作品展　課題「新世紀の田園居住」

第27回日新工業建築設計競技入賞作品展　課題「水と生きる」

第12回タキロン・国際デザインコンペティション2000入賞作品展

東京ガス「第14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

2000年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2001年
1月 2月 3月 合　計

会　員 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1名
一　般 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1名
計 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2名

火山噴火活動により2000年9月より閉鎖中
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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

35,883
36,105
▲222

1,406
1,455
▲49

2,326
2,379
▲ 53

37,289
37,560
▲271

732
722
 10

341
341
  0

383
383
  0

38,362
38,623
▲ 261

入　　　会
資 格 変 更     
転　　　格
除名退会復活

3,100
11

450
207

44 44 3,144
11

450
207

529
5

9 9 3,682
16

450
207

死亡・退会
資 格 変 更     
転　　　挌
除　　　名

2,379
11

1,600

 93  97 2,472
11

1,600

37
7

450
30

 9  9 2,518
18

450
1,630

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 1,020 81 108 1,101 4 6 8 1,111
東　北 1,420 109 159 1,529 30 15 24 1,574
関　東 20,675 516   968 21,191 416 192 220 21,799

東　海 2,439 154 196 2,593 52 23 23 2,668
北　陸 1,165 105 122 1,270 19 28 30 1,317
近　畿 5,127 151 406 5,278 45 34 35 5,357
中　国 1,119 48 91 1,167 62 11 11 1,240
四　国 531 110 115 641  10 12 12 663
九　州 2,095 131 160 2,226 93 18 18 2,337
国　外 292 1 1 293 1 2 2 296

合　計 35,883 1,406 2,326 37,289 732 341 383 38,362

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。

　本年度は，推挙者なし。

　　逝去者　　　関野　　克　君　2001 年 1 月 25 日逝去

　　　〃　　　　塚本　猛次　君　2001 年 2 月 23 日逝去

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在総数　52 名
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15.4　終身正会員

定款により 2000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 97 名。

年度中資格変更・退会者・逝去者等 57 名。

2000年 4月　　9名

　兼平　五郎　君（東北）　柴田　　茂　君（関東）　松林　重好　君（関東）　中村　好澄　君（関東）
　高野　　隆　君（関東）　高野　孝次　君（関東）　渡辺　三郎　君（北陸）　武藤　倫男　君（近畿）

　石野　　治　君（九州）

2000年 5月　 12名
　高橋　　敏　君（東北）　浦　　良一　君（関東）　緒形　昭義　君（関東）　島津　静雄　君（関東）

　小林　一男　君（関東）　田村　尹行　君（関東）　稲垣　栄三　君（関東）　岡田　隆男　君（関東）

　榊原　常隆　君（東海）　鈴木　成文　君（近畿）　廣井　正廣　君（近畿）　松下　静祐　君（九州）
2000年 6月　　5名

　清水　順一　君（関東）　矢野　克巳　君（関東）　松木　和彦　君（関東）　高木　幹祐　君（近畿）

　橋本　知道　君（九州）
2000年 7月　　8名

　筧　　和夫　君（東北）　伊藤　　誠　君（関東）　西嶋　泰親　君（関東）　斎藤　　光  君（関東）

　川崎　廣司　君（関東）　西山　礼太郎君（関東）　小谷　喬之助君（関東）　藤田　藤行　君（九州）
2000年 8月　　2名

　北林　照助　君（東北）　坂庭　吉宏　君（関東）

2000年 9月　　5名
　堀川　昭夫　君（関東）　鶴巻　昭二　君（関東）　小幡　隆二　君（関東）　上原　　勉　君（東海）

　門田　　務　君（九州）

2000年10月　 16名
　小堀　好之　君（東北）　尾崎　一雄　君（関東）　大久保欽之助君（関東）　近藤　基樹　君（関東）

　石川　忠志　君（関東）　青木　　實　君（関東）　濱田　昭二　君（関東）　長沢　光一　君（関東）

　森　　光作　君（関東）　須藤　福三　君（関東）　梅村　彰三　君（近畿）　中森　　修　君（近畿）
　六車　　煕　君（近畿）　金谷　英一　君（近畿）　井上　泰治　君（中国）　高井　　亮　君（中国）

2000年11月　  6名

　神谷　宏治　君（関東）　小川　成海　君（関東）　藤井　秀也　君（関東）　上田　康太郎君（関東）
　須摩　喜三郎君（近畿）　岡本　行善　君（近畿）

2000年12月 　 7名

　花井　志夫　君（北海道）山谷憲太郎　君（北海道）定方　　啓　君（関東）　三上　清一　君（関東）
　笠井　芳夫　君（関東）　池島　邦生　君（関東）　本田　隆明　君（関東）

2001年 1月    5名

　小久保勘太郎君（関東）　樋口　　清  君（関東）　生田　義昭　君（関東）　松岡　進一　君（関東）
　尭天　義久　君（近畿

2001年 2月    9名

　山川　文二郎君（北海道）菅谷　久保　君（関東）　武井　正昭　君（関東）　成沢　昭一　君（東海）
　岡部　貞雄　君（北陸）　郡山　嘉二郎君（近畿）　佐竹　鐵也　君（近畿）　丸川　大祐　君（中国）

　米井　顕一　君（九州）

2001年 3月　 13名
　高橋　運七　君（東北）　大竹　　博　君（関東）　山田　喜一　君（関東）　宮坂　修吉　君（関東）

　伊藤　　博　君（関東）　青木　志郎　君（関東）　羽倉　弘人　君（関東）　板垣　健一　君（関東）

　古田　喜之　君（東海）　治部　陸郎　君（近畿）　佐伯　萬平　君（四国）　牧野　　稔　君（九州）
　佐藤　　可　君（九州）

現在総数　932 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

2000年5月末日をもって任期満了の理事16名の後任として新任の
理事村上副会長ほか14名の就任登記（2名は重任）

2000年6月１日 東京法務局港出張所

16.2　監事監査会に関する事項

実施年月日 監　査　項　目 実施場所
2000.4.27 1) 1999年度事業報告案について

2) 1999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)｢情報化時代に則した情報化技術、通信技術を利用した学会運営活動｣の

状況について
ﾛ)「旅費支給のあり方」について
ﾊ)本部・支部預金通帳の監査
ﾆ)本部・支部決算書の監査

本会会議室

16.3　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) 運営基金

      ①  篠崎  輝子様 (正会員 故篠崎茂太郎君令夫人)
      ②（社）文教施設協会    　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　

           計

       総  合  計

　　　 6,000,000円
4,000,000円

10,000,000円

       
           20,000円

100,000円
120,000円

       
10,120,000円
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16.4　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

2000. 4.19 (1)高炉セメントを使用するコンクリート

並びに高炉スラグ微粉末を使用するコン
クリートに関する調査研究

2000年4月1日～2001年3月31日(4.19)

鐵鋼スラグ協会 材料施工委員会

2000. 4. 1 (2)JIS原案「建物部位の熱抵抗及び熱貫流

率の計算法」作成

2000年4月1日～2001年3月31日(5.17)

(財)日本規格協会 環境工学委員会

2000. 6.12 (3)プレハブ建物の損耗の状況による減点

補正率の算出方法等に関する調査研究
2000年6月12日～2001年1月15日(5.17)

(財)資産評価システム研究

センター

建築経済委員会

2000. 6.30 (4)非木造家屋に係る再建築費評点基準表
等の改正に係る基礎資料の作成について

2000年6月30日～2001年3月31日(6.20)

自治省税務局資産評価室 建築経済委員会

2000. 6.23 (5)郵便局舎性能基準制定に伴う検証方法

等に関する調査研究

2000年6月23日～2001年3月15日(7.11)

郵政大臣官房施設部 建築経済委員会

2000. 8. 8 (6)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

2000年8月9日～2001年3月16日(10.17)

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

2000. 8.10 (7)非木造学校建物の耐力度調査等に関す

る調査研究

2000年6月22日～2001年3月30日(10.17)

文部省教育助成局 文教施設委員会

2000.10.18 (8)免震構造の設計体系の構築に関する調

査研究
2000年10月18日～2001年9月30日(10.17)

耐震工学研究会 構造委員会

2000.10.27 (9)我が国の建築技術発達に関する資料の
所在調査

2000年10月30日～2001年3月15日(10.17)

国立科学博物館 建築歴史・意匠委
員会

2001. 2.28 (10)学校施設の維持管理に関する調査研究

2001年2月21日～2001年3月30日(3.13)
文部科学省大臣官房文教施

設部

文教施設委員会

2001. 2.28 (11)文教施設の耐震性能等に関する調査研

究

2001年2月21日～2001年3月30日(3.13)

文部科学省大臣官房文教施

設部

文教施設委員会



- 87 -

17．役　員　等

17.1　民法上の役員
2000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 仙田　　満 1999年1月1日 研　究 なし 東京工業大学教授

　同 福士　勝夫 1999年1月1日 会　務 なし 大成建設㈱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 村上　周三 2000年6月1日 情　報 なし 東京大学生産技術研究所教授

　同 村田麟太郎 2000年6月1日 教　育 なし ㈱山下設計副社長

理　事 西川　孝夫 1999年1月1日 総　務 なし 東京都立大学教授

　同 山木　　茂 2000年6月1日 　同 なし 大成建設㈱設計本部シニアアーキ

テクト

　同 遠山　幸三 1999年1月1日 会　計 なし 鹿島建設㈱技術研究所常務取締役

所長

　同 平舘　孝雄 2000年6月1日 　同 なし ㈱日本設計取締役

　同 瀬川　昌彌 1999年4月1日 会　員 なし (財)建設業振興基金理事

　同 石山　祐二 2000年6月1日 　同 なし 北海道大学教授

　同 関沢　勝一 1999年1月1日 学　術 なし 日本大学教授

　同 平居　孝之 1999年1月1日 　同 なし 日本文理大学教授

　同 吉野　　博 2000年6月1日 　同 なし 東北大学教授

　同 若山　　滋 1999年1月1日 図　書 なし 名古屋工業大学教授

　同 高橋　康夫 2000年6月1日 　同 なし 京都大学教授

　同 小倉　善明 1999年1月1日 事　業 なし ㈱日建設計常務取締役

　同 神田　　孜 1999年1月1日 　同 なし ㈱竹中工務店取締役

　同 小澤紀美子 1999年1月1日 　同 なし 東京学芸大学教授

　同 梅干野　晁 2000年6月1日 　同 東京工業大学教授

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

表アーキテクト

　同 西野　敬史 2000年6月1日 　同 なし クレスタ代表取締役

　同 斎藤　賢吉 2000年6月1日 専　務 なし 日本建築学会事務局長

　同 千葉　　純 2000年6月1日 北海道支部長 なし 北海道自治政策研修センター所長

　同 岩﨑　　博 2000年6月1日 東北支部長 なし 日本大学教授

　同 嘉納　成男 2000年6月1日 関東支部長 なし 早稲田大学教授

　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 永田　忠彦 2000年6月1日 北陸支部長 なし 福井大学教授

　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 中田　慎介 2000年6月1日 四国支部長 なし 高知工科大学教授

　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 和田　　章 1999年1月1日 なし 東京工業大学教授

　同 小野　徹郎 2000年6月1日 なし 名古屋工業大学教授

*  1999年1月就任　任期:1999年1月1日～2001年5月31日

** 2000年6月就任　任期:2000年6月1日～2002年5月31日
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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　支所長

支    部 支    所 支  所  長 所属・職名

　東北支部

　青森支所

　秋田支所

　岩手支所

　山形支所

　福島支所

松　代　　　真

呉　  祐 一 郎
鍋　倉　孝　行

渡　邉　道　明

宗　像　武　久

　青森県土木部営繕課長

　秋田県建設交通部建築住宅課長

　岩手県土木部建築住宅課建築指導監

　山形県土木部住宅課長

　福島県土木部参事

　関東支部

　茨城支所

　栃木支所

　群馬支所

　埼玉支所

　千葉支所

　神奈川支所

　山梨支所

三　上　清　一

岩　本　太　郎

蜂  巣      進

植　原　　　弘

明　智　克　夫

戸　塚    　学

小　池　舜　一

　三上建築事務所代表取締役

　栃木県土木部住宅課長

　（有）蜂巣建築研究所長

　植原設計事務所所長

　榎本建築設計事務所会長

　神奈川県建築士会理事

　山梨県建築士会常任相談役

　東海支部

　静岡支所

　三重支所

　岐阜支所

西　尾　靖　男

中　　　祐一郎

高　橋　宏　之

　静岡県都市住宅部営繕企画室長

　名古屋女子大学家政学部教授

　岐阜県立岐阜総合学園高校

　北陸支部

　新潟支所

　富山支所

　石川支所

　福井支所

　長野支所

樋　口　忠　彦

秦　　　正　徳

久　保　猛  志

松　本　芳　紀

笹　川      明

　新潟大学教授

　高岡短期大学教授

　金沢工業大学教授

　福井大学助教授

　信州大学教授

　中国支部

　鳥取支所

　島根支所

　岡山支所

　山口支所

成  藤  宣　昌

礪　波　　　匡

長谷川　知　弘

田　中　　　充

　鳥取県土木部建築課長

　島根県土木部建築課長

　岡山県土木部建築課長

　山口県土木建築部建築課長

　四国支部

　香川支所

　徳島支所

  高知支所

　愛媛支所

波　多　　　等

林　　　隆　弘

後　藤　孝　一

北　村　重　治

　香川県建築士会専務理事

　徳島県土木部住宅課長

　高知県土木部建築課主任

　愛媛県土木部道路都市局建築住宅課長

　九州支部

　佐賀支所

　長崎支所

　熊本支所

　大分支所

　宮崎支所

　鹿児島支所

　沖縄支所

丹　羽　和　彦

宮　原　和　明

牧　野　雄　二

井　上　正　文

日　高　安　徳

友　清　貴　和

福　島　駿　介

　佐賀大学教授

　長崎総合科学大学教授

　熊本大学教授

　大分大学教授

　（株）宮崎設計代表取締役

　鹿児島大学教授

　琉球大学教授
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17.5　職　　員
2000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 1988年6月1日 総　　括

担当部長 工藤　光悦 2000年4月1日 局長補佐・総務担当

　〃

部　長

鴫原　　毅

奥津　昌哉

2000年4月1日

2000年4月1日

局長補佐・事業担当

総　　務

担当部長 柴田　和広 2000年4月1日 　〃

副主幹 鈴木　幸代 1994年4月1日 　〃

　〃 森山　一之 1997年4月1日 　〃

　〃 山口　成人 2000年4月1日 　〃

係主任 芳沢ひとみ 1994年4月1日 　〃

係　員 酒井　正純 1990年12月1日 　〃

　〃 須藤　智宏 1993年4月1日 　〃

　〃 栗原いず美 1997年4月1日 　〃

部　長 春名　司雄 2000年4月1日 財　　務

係主任 山口　英樹 1995年4月1日 　〃

　〃 森脇　　博 1998年4月1日 　〃

係　員 小出　直子 1990年4月1日 　〃

  〃 鈴木　大介 1993年1月6日 　〃

部　長 真木　康守 2000年4月1日 研究事業

副主幹 森田　　進 1989年4月1日 　〃

　〃 浜田　政治 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 　〃

係　員 伏見　朋枝 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 　〃

部　長 川田　昭朗 2000年4月1日 情報事業

担当部長 斎藤　喜平 2000年4月1日 　〃

副主幹 中村　幹久 1987年4月1日 　〃

  〃 峯浦　　敏 1988年4月1日   〃

  〃 今井　　浩 1997年4月1日 　〃

  〃 三島　　隆 1997年4月1日 　〃

係主任 小野寺　篤 1996年4月1日 　〃

　〃 三枝ゆりえ 1999年4月1日 　〃

係　員 片寄　　尚 1993年4月1日   〃

  〃 天野　真澄 2000年10月1日   〃


