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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

2001.5.30
建築会館ホール

 1．2000 年度事業報告案を承認議決
 2．2000 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
 3．2000 年度支部事業報告，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名の選任，正会員の中から会長指名
の 2名を承認議決

2002.3.20
建築会館ホール

 1．2002 度事業計画案を承認議決
 2．2002 度収支予算案を承認議決
 3. 新名誉会員 12 名を承認

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
2001.4.17
本会会議室

 1．2001年日本建築学会大賞 3件，学会賞論文10件，作品 3件，業績 4件，日本建築学会
奨励賞15件，日本建築学会作品選奨12件の表彰業績を承認可決

 2．会費長期滞納会員，正会員（個人）1,947名，準会員3名，合計1,950名を除名するこ
とについて，下記の議決条件で6月理事会の議決を経て除名することを承認可決
[議決条件：2001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]

 3．総会時の役員の担当について承認
 4．2002年度大会を下記の通り開催することを承認
会場：金沢工業大学（石川県石川郡野々市町扇ヶ丘7-1）
期間：2002年8月2日(金)～4日(日)の3日間

 5．学術レビュー委員会（仮称）の設置に伴う関係規程として組織規程，学術委員会運営
規程，論文集委員会運営規程，技術報告集委員会運営規程の一部改正を承認可決
あわせて，「学術レビュー委員会」を正式名称とすることを承認可決

 6．専務理事の給与等に関する内規の改正を承認可決
 7．規準・仕様書のあり方検討委員会報告(答申)を承認
 8．「自然災害低減のための危機管理と保険制度に関する提言－危機管理と保険制度に関
する地方自治体に向けての３つの提言」を，委員会からの意見表明として公表するこ
とを承認

 9．共催・後援・協賛の名義使用承認
（1）共　催
イ）日本燃焼学会主催，「第39回燃焼シンポジウム」

（2）後　援
イ）（財）神戸国際観光コンベンション協会，（財）神戸市防災安全公社主催，「第6回『震
災対策技術展2002』」

ロ）（社）日本ガス協会，東京ガス主催，「都市エネルギー・産業エネルギーフェア'01
（仮称）」

ハ）東京ガス主催，「第15回建築環境デザインコンペティション／建築と設備のトータル
な調和を求めて」

ニ）全米林産物製紙協会主催，「第2回American Wood Design Awards」
ホ）建築再生デザイン会議主催「第3回建築再生デザイン会議」

（3）協　賛
イ）（社）日本騒音制御工学会主催，「平成13年度 第45回騒音・振動技術講習会」
ロ）（社）日本機械学会主催，「第6回『運動と振動の制御』国際会議（MOVIC2002）」
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ハ）（社）日本機械学会主催，「第 11 回環境工学総合シンポジウム 2001」
ニ）日本複合材料学会主催，「2001 年度研究発表講演会」
ホ）（財）日本建築センター主催，「免震建築物の技術基準解説及び計算例とその解説」
ヘ）（社）腐食防食協会主催，「第 26 回技術セミナー／腐食を理解するための電気化学入

門」
ト）（社）腐食防食協会主催，「第 48 回材料と環境討論会」
チ）（社）腐食防食協会主催，「第 131 回腐食防食シンポジウム／住宅環境における表面

処理鉄板の耐久性と評価手法」
リ）（社）腐食防食協会主催，「第 132 回腐食防食シンポジウム／ミニマムメンテナンス

橋構想実現へのさびサイエンス新展開」
ヌ）日本ファジィ学会主催，「第 17 回ファジィシステムシンポジウム／科学技術と自然

の調和を目指して」
ル）（社）日本溶接協会主催，「2002 国際ウエルディングショー」
ヲ）（社）日本材料学会主催，「コンクリート構造物の補修，補強，アップグレードシン

ポジウム」
ワ）（社）土木学会主催，「第 7回地下空間シンポジウム」
カ）ヒューマンインタフェース学会主催，「ヒューマンインタフェースシンポジウム

2001」
ヨ）ESR 応用計測研究会主催，「『ESR 放射線量計測と年代測定の新戦略』国際シンポジウ

ム」
タ）安全工学協会，APSS2001 実行委員会主催，「アジア太平洋安全シンポジウム

APSS2001」
レ）日本実験力学会主催，「日本実験力学会 研究発表講演会」
ソ）（財）ヒートポンプ・蓄熱センター主催，「平成 13 年度『氷蓄熱式空調システム普及

促進セミナー』，『蓄熱技術研修会』」
ツ）（財）ヒートポンプ・蓄熱センター主催，「蓄熱月間」

 [報告・懇談事項］
 1．第 2 期代議員選挙結果について
 2．JABEE 認定試行の実施について
 3．谷資信文庫の図書購入について
 4．日本工学会における CPD 関連の動向と土木学会の継続教育制度について
 5．2001 年度支部共通事業日本建築学会設計競技課題報告
 6．鹿島学術振興財団研究助成候補推薦結果報告
　

5月理事会
2001.5.15
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）2000 年度事業報告案
（2）2000 年度収支決算，財産目録および未処分金処分案
（3）2000 年度各支部事業報告，収支決算ならびに財産目録案
（4）役員の選任
（5）選挙管理委員会委員の選出
2．2001 年内部的監査報告があり，指摘された事項については，今後関係委員会・支部
に検討方を依頼

3．2001 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．代議員の選挙地区別定数の見直しについて答申があり，代議員の選挙地区別定数は
今後 5年間は現行通りとすることを承認可決

5．「学術委員会」の名称を「学術推進委員会」と変更し，関連規程中の名称変更を承認
可決

6．英文論文集の名称ならびに応募規定を承認可決
名称「Journal of Asian Architecture and Building Engineering (JAABE)」

7．日本工学会「技術者能力開発システムについての提言」を追認
8．委託研究の受託承認
（1）㈱長谷工コーポレーション，㈱長谷工設計委託，近畿支部へ「兵庫県宝塚市での

高層建物建設に伴う風加重および風環境に関する風洞実験調査」
（2）総務省自治税務局資産評価室委託，「木造家屋，プレハブ方式構造建物及び丸太組
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構法建物に係わる再建築費評点基準表等の改正に関する基礎資料の作成につい
て」

 9．後援・協賛の名義使用承認
（1）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）（社）建築設備総合協会主催，「第 80 回建築設備綜合ゼミナール／建築環境の総合的
検証・性能評価とリスクマネジメント」

ハ）カナダ大使館主催，「セミナー／世界に駆けるカナダの建築家－モリヤマ＆テシマ」
ニ）小海町高原美術館主催，「企画展／ブルーノ・ムナーリ展」
ホ）全国町並みゼミ小樽大会実行委員会主催，「全国町並みゼミ小樽大会／21 世紀・新
しいまちづくりの手法と展望」

へ）東海大学，慶應義塾大学，ゲント大学主催，「ベルギー建築展『近代に住む』」
ト）建築リフォーム＆リニューアル展組織委員会主催，「第 7回建築リフォーム＆リニュ
ーアル展」

チ）世界震災復興映像キャラバン実行委員会主催，「世界震災復興映像キャラバン」
リ）歴史・文化のまちづくり研究会主催，「第 10 回歴史・文化のまちづくりセミナー／
藤森照信建築学会賞受賞記念講演会」

ヌ）（社）建築・設備維持保全推進協会主催，「平成 13 年度『建築仕上診断技術者』講習」
ル）（社）建築・設備維持保全推進協会主催，「『エンジニアリング・レポートガイドライ
ン』セミナー」

ヲ）美術館連絡協議会，神奈川県立近代美術館，愛知県美術館，ワタリウム美術館主催，
「バックミンスター・フラー展」

（2）協　賛
イ）（社）公共建築協会主催，「技術者のための衛星テレビセミナー」
ロ）（社）日本鉄鋼協会主催，「異業種交流セミナー『材料と設計シリーズ』－鋼とコン
クリートの使われ方」

ハ）（社）全国住宅宅地協会連合会，（社）日本宅地開発協会主催，「国土交通省令に基づ
く『宅地造成技術講習会・宅地開発技術講習会』」

ニ）（社）日本基礎建設協会主催，「場所打ちコンクリート杭に関する技術講習会」
ホ）（社）日本ロボット学会主催，「第 62 回講習会 ロボット用ソフトウェアの作り方」
へ）（社）日本音響学会主催，「第 18 回国際音響学会議」

[報告・懇談事項］
 1．役員選挙方法の見直しを次期理事会に申し送ることについて了承
 2．会友の推薦について
 3．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
　　生に関する要望書の回答報告
　　「旧善通寺偕行社」が重要文化財指定の答申をうけたことの連絡報告
 4．2001 年度大会の学術講演発表申込題数報告（5,783 題，うち電子投稿 4,508 題）
 5．学生サマーセミナー高知の開催結果報告
 6．2001 年度上期国際交流振興基金の援助事業・援助額報告
 7．新旧理事懇談会について
　

6月理事会
2001.6.12
本会会議室

 1. 理事会運営について，主要な事項について確認
 2. 会長職務代行者（副会長）の順序ならびに職務分担について，仙田会長から以下のよ
うに指名
第１順位　　研究担当　   　　　　　 村上　周三君
第２順位　　会務担当　　　　　　　　村田　麟太郎君
第３順位　　支部・学術レビュー担当　松藤　泰典君
第４順位　　情報担当　　　　　　    友澤　史紀君
第５順位　　教育担当　　　　　　　　佐野　幸夫君

 3. 組織機構と理事の職務分担ならびに事務局担当者について確認
 4. 理事会の今期の活動方針について承認
 5．会費長期滞納会員（正会員（個人）1,758 名，準会員 3 名）合計 1,761 名の除名を承
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認可決
 6．英文論文集編集委員会運営規程を承認可決
 7．四国支部規程の一部改正を承認可決
 8．2001～2002 年主要行事日程を承認
 9．委託研究の受託承認
（1）長野市委託，北陸支部へ「既存市営住宅ストック改善事業基礎調査」
（2）（財）資産評価システム研究センターから，「在来構法家屋の資材等のプレハブ化に

関する調査研究」
 10．共催・後援・協賛の名義使用承認
（1）共　催
イ）日本学術会議第 5部 社会環境工学研究連絡委員会 環境工学専門委員会主催，「第17
回環境工学連合講演会」

ロ）（社）文教施設協会主催，「平成 13 年度既存非木造学校建物の耐力度測定方法実
務講習会」

（2）後　援
イ）東北大学工学部建築学科主催，「東北大学工学部建築学科創立 50 周年記念パネルデ

ィスカッション／建築の『性能』をめぐって」
ロ）可視化技術シンポジウム 2001 実行委員会主催，「可視化技術シンポジウム 2001」
ハ）東京インナーシティープロジェクト－2001 実行委員会主催，「東京インナーシティ

ープロジェクト－2001」

（3）協　賛
イ）日本材料学会主催，「日本材料学会 腐食防食部門委員会 第 223 回例会」
ロ）日本睡眠環境学会主催，「第 17 回睡眠環境シンポジウム」
ハ）（社）日本機械学会主催，「第 44 回自動制御連合講演会」
ニ）アルミニウム建築構造協議会主催，「第 7回設計セミナー」，「第 8回設計セミナー」
ホ）日本熱物性学会主催，「第 22 回日本熱物性学会シンポジウム」
へ）（財）高度情報科学技術研究機構主催，「第 3回 Geo FEM セミナー」
ト）日本医療福祉設備協会，（社）日本能率協会主催，「第 30 回日本医療福祉設備学会併
設『HOSPEX JAPAN 2001』」

チ）（社）日本エネルギー学会主催，「第 10 回日本エネルギー学会大会」
リ）（社）日本音響学会主催，「日本音響学会第 70 回技術講習会『音の評価のための心理
学的測定法』講習会」

ヌ）（財）建築保全センター「『グリーン診断・改修計画指針及び同解説』講習会」
ル）（社）日本高圧力技術協会主催，「HPI 技術セミナー／第 2回 続発する最近の破壊事
故に学ぶ」

ヲ）（社）計測自動制御学会主催，「システムインテグレーション部門学術講演会
(SI2001)」

[報告・懇談事項］
 1．会長事務引継ぎ報告

7月理事会
2001.7.10
本会会議室

 1. 2002 年度大会（北陸）の大会委員会・実行委員会委員委嘱を承認可決
 2. 会友規程ならびに会友推挙にあたっての申し合わせの一部改正を承認可決
 3. 「建築市場・建築産業の現状と将来展望特別委員会」，「建築会館高度利用特別委員会
（新建築博物館構想）」の設置を承認可決

 4. 日本建築学会大賞選考委員会委員選任を承認可決
 5. 旧中央三井信託銀行ビル（旧名古屋銀行本店）の保存に関する要望書の提出を承認
可決

 6. 日本建築学会賞賞牌レプリカ作製を承認
 7. 委託研究の受託承認
（1）㈱長谷工コーポレーション，㈱長谷工設計委託，近畿支部へ「風環境対策におけ

る植栽の低減効果および付属外装材の風荷重に関する調査」
（2）鐵鋼スラグ協会から，「電気炉酸化スラグ骨材を用いた建築用コンクリートに関

する調査研究」
 8．共催・後援・協賛の名義使用承認
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（1）共　催
イ）日本学術会議 社会環境工学研究連絡委員会 自然災害工学専門委員会主催，「第 17

回風工学シンポジウム」
ロ）日本ファジィ学会主催，「第 17 回ファジィ・ワークショップ／ソフトコンピュ

ーティングの応用はどこまで可能か」

（2）後　援
イ）建築耐震設計者連合（JARAC）主催，「JARAC 総会・シンポジウム」
ロ）SEWC2002（世界構造技術者会議）協会主催，「SEWC2002（世界構造技術者会議）」
ハ）（社）日本コンクリート工学協会主催，「第 34 回コンクリート技術講習会」
ニ）A/E/C SYSTEMS JAPAN 2001 組織委員会主催，「建築新技術展／国際セミナー
　　A/E/C SYSTEMS JAPAN 2001」
ホ）（社）建築・設備維持保全推進協会主催，「平成 13 年度建築・設備総合管理技術者講
習」

ヘ）（社）鋼材倶楽部主催，シンポジウム「サステナブル建築とスチール」
ト）（社）建築業協会主催，「第 11 回 BCS・建築セミナー」

（3）協　賛
イ）日本材料学会主催，「第 4回日本材料学会方式腐食防食実験講習会」
ロ）日本材料学会主催，「コンクリート構造物の診断技術」
ハ）日本材料学会主催，「第 18 回材料・構造信頼性シンポジウム」
ニ）日本材料学会主催，「フラクトグラフィ講習会」
ホ）（社）空気調和・衛生工学会主催，「中堅技術者のための研修会（設計編）」
ヘ）日本数値流体力学会主催，「第 15 回数値流体力学シンポジウム」
ト）（社）日本ロボット学会主催，「第 11 回シンポジウム  生き物に学ぶ：生態機能を生
かしたロボット研究の最先端」

チ）（社）強化プラスチック協会主催，「46th FRP CON-EX 2001 講演会」
リ）日本複合材料学会主催，「第 26 回複合材料シンポジウム」
ヌ）（財）スガウェザリング技術振興財団主催，「第 33・34 回スガウェザリング学術講演
会」

ル）日本感性工学会主催，「第 3回日本感性工学会総会講演会」
 9．8 月理事会を休会とすることを承認

[報告・懇談事項］
1．学協会を巡る環境の変化と果たすべき役割，「展望する建築学会」事業計画取組み
　 方針について
 2．関係学協会会長懇談会の開催について
 3．2001 年度大会（関東）における理事の役割分担，大会準備状況ならびに職員の休日出

勤に伴う代休について
 4．建築雑誌臨時増刊号の配布希望の有無アンケート結果報告
 5．国土交通省「建設技術研究開発助成制度」について
 6．2001 年度優秀卒業論文賞・優秀修士論文賞審査結果報告
 7．第 40 回竹中育英会建築研究助成金交付者報告
 8．2001 年度建築文化週間開催結果報告

9月担当理事会
2001.9.14
本会会議室

 1．委託研究の受託承認
（1）郵政事業庁施設情報部長から，「郵便局舎性能基準制定に伴う検証方法等に関す

る調査研究の委託（その２）」
（2）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）から，「技術者教育の外部認定制度導

入に関する調査（建築）」
（3）北海道野幌森林公園事務所から北海道支部へ，「塔内外の諸部位の状態を把握す

る総合的な調査　平成 11 年度の改修工事後の検証，工事報告書に述べられている
今後の指摘事項の対応」

（4）カトリック北 1条教会から北海道支部へ，「カトリック北 1条教会司祭館を信徒会館
に改修するに伴い当該建物の現況と沿革調査，改修工事に伴う構造耐力度調査，補強
方法の提案などについての調査」

（5）日本鋼管㈱，鋼管計測㈱から近畿支部へ，「超高層ビルの風制振に関する研究」
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（6）㈱安井建築設計事務所，JR高槻駅北地区第1種市街地再開発組合から近畿支部へ，「JR
高槻駅北地区第 1種市街地再開発事業に関する風圧力および風環境風洞実験調査」

（7）東京電力㈱から，「住宅内のエネルギー消費に関する調査」
 2．共催・後援・協賛の名義使用承認
（1）共　催
イ）（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」

ロ）（社）日本ロボット工業会，建設ロボット研究連絡協議会主催，「第 9 回建設ロボッ
トシンポジウム」

（2）後　援
イ）新田園都市国際会議実行委員会主催，「新田園都市国際会議 2001」
ロ）（社）日本免震構造協会主催，「第 8 回免震フォーラム／地震活動期における免震建
築物を考える」

ハ）イタリア文化会館主催，「ローマ大学建築学部教授エンツォ・トゥリアコ講演会」
ニ）（財）日本建築防災協会主催，「講習会／震災建築物の『被災度区分判定基準および
復旧技術指針』」

ホ）（財）日本建築防災協会主催，「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・耐
震改修設計指針（2001 年改訂版）講習会」

ヘ）（社）日本建築美術工芸協会主催，「第 13 回 2001 高山 aaca 景観シンポジウム」
ト）（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靱性設計手法に関す
るシンポジウム」

チ）（社）建築設備綜合協会主催，「第 81 回建築設備綜合ゼミナール」
リ）カナダ林産業審議会（COFI）主催，「カナダ グリーン デザイン賞」
ヌ）都市環境デザイン会議 関西ブロック主催，「第 10 回都市環境デザインフォーラ
ム・関西／都心の遺伝子」

ル）東京電力主催，「第 6回 TEPCO 快適住宅コンテスト」
ヲ）（財）国際花と緑の博覧会記念協会主催，「2001 年花の万博記念「コスモス国際
賞」受賞記念講演会・シンポジウム」

ワ）新エネルギー・産業技術総合開発機構主催，「新エネルギーキャラバン 2001」
（3）協　賛
イ）耐震工学研究会主催，「シンポジウム／建築基準法の改正を斬る！」
ロ）（社）空気調和・衛生工学会主催，「平成 13 年度講習会／環境問題への他分野におけ
るアプローチ」

ハ）システム制御情報学会主催，「システム制御情報学会 2001 年度セミナー／スマート
ハウスの現状と将来－21 世紀 家庭はこうなる－」

ニ）人間－生活環境系会議主催，「第 25 回　人間－生活環境系シンポジウム」
ホ）（社）日本機械学会主催，「第 2回ダンピングシンポジウム」
へ）（社）計測自動制御学会「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－」
ト）ランドスケープフロンティア国際シンポジウム 2002 組織委員会主催，「ランドスケ

ープフロンティア国際シンポジウム 2002」
チ）（社）腐食防食協会主催，「第 27 回腐食防食入門講習会」
リ）（社）腐食防食協会主催，「第 27 回技術セミナー」
ヌ）（社）腐食防食協会主催，「第 28 回技術セミナー」
ル）（社）可視化情報学会主催，「第 10 回流れの可視化国際シンポジウム」
ヲ）（財）日本建築センター主催，「日本住宅性能表示基準及び評価方法基準講習会

／住宅の品質確保の促進等に関する法律」
ワ）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

2001（第 17 回）」
カ）（社）日本溶接協会主催，「講習会／すぐ役立つやさしい溶接技術」
ヨ）日本学術会議 材料工学研究連絡委員会，化学研究連絡委員会主催，「第 8 回界面シ
ンポジウム／光エネルギー利用法の新しい展開」

タ）（社）日本住宅設備システム協会，（社）日本能率協会主催，「Japan Home Show 2001」
レ）日本ファジィ学会主催，「知能システムワークショップ」
ソ）（財）建築環境・省エネルギー機構主催，「第 9回環境・省エネルギー建築賞」
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ツ）（社）日本材料学会主催，「第 31 回 FRP シンポジウム」
ネ）（社）日本材料学会主催，「第 8 回機械・構造物の強度設計，安全性評価に関するシ

ンポジウム」
ナ）（社）自動車技術会主催，「シンポジウム／バーチャル開発はどこまで可能か？」
ラ）（社）日本鋼構造協会主催，「SRC・CFT 造建築物の性能評価手法講習会」
ム）ISO/TC146/SC6 国内対策委員会，（財）建材試験センター主催，「シックハウス問題
に関わる政策動向と JIS 化の現状」

ウ）独立行政法人　物質・材料研究機構主催，「第 1回超鉄鋼国際会議及び第 6回超鉄鋼
ワークショップ」

 [報告・懇談事項］
 1．2001 年度検討課題への取組み方針に対するアンケート結果報告および会員数の動

向について
 2．2001 年度日本建築学会設計競技（技術部門）報告
 3．日産科学振興財団第 28 回学術研究助成候補推薦報告

10 月理事会
2001.10.9
本会会議室

 1．下記 3 名を会友として委嘱することを承認可決
　　泉　　眞也氏（環境デザイナー）
　　中川　志郎氏（茨城県自然博物館館長）
　　山本　良一氏（東京大学生産技術研究所教授）
 2．特別調査委員会運営規程の新設および特別研究委員会運営規程の一部改正を承認可
決

 3．共催・後援・協賛の名義使用承認
（1）共　催
イ）第 40 回原子力総合シンポジウム運営委員会事務局主催，「第 40 回原子力総合シンポ
ジウム」

（2）後　援
イ）日本地震工学会主催，「講演会／兵庫県南部地震以降の地震防災」
ロ）日中建築技術交流会主催，「講演会／中国における四合院住宅の平面構成基本単位に

関する研究」
ハ）Columbia University 主催，「Workshop on the technical implication of the failure

of World Trade Center in recent terrorist attack」

（3）協　賛
イ）（社）日本材料学会主催，「第 38 回 X 線材料強度に関する討論会」
ロ）（財）日本地域冷暖房協会主催，「第 8回 DHC シンポジウム」
ハ）（社）日本非破壊検査協会主催，「表面探傷・サーモグラフィ合同シンポジウム」
ニ）（社）日本機械学会主催，「JSME/ASME International Conference on Materials and

Processing  2002」
ホ） 日本経済新聞社主催，「建築・建材展 2002」
ヘ）（社）日本騒音制御工学会主催，「平成 13 年度 第 46 回騒音・振動技術講習会」
ト）第 2 回日中韓構造及び機械システムの最適化シンポジウム日本側組織委員会主催，

「第 2 回日中韓構造及び機械システムの最適化シンポジウム（CJK-OSM2）」
チ）システム制御情報学会主催，「第 51 回講習会／定量化が困難な情報の取扱い－経

験・感覚・感性－」
リ）（社）日本機械学会主催，「No.01-35 第 11 回設計工学・システム部門講演会」
 4．2002 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，1 月 7
日（月）14 時から建築会館ホールにおいて開催することを承認

[報告・懇談事項］
 1．2001 年度検討課題への取組み方針に対するアンケート結果報告
 2．新たな時代に向けての活動理念ならびに「21 世紀建築宣言」「21 世紀建築夢憲章」
について意見交換

 3．事業計画・収支予算編成上の基本方針案（2002 年）ならびに基本方針に沿った新規・
継続事業の見直し検討項目について了承

 4．継続教育への取組み方針案についての報告ならびに継続教育検討特別調査委員会の設
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置を承認
 5．建築会館高度利用特別委員会中間報告
 6．学術レビュー委員会中間報告
 7．2001 年度日本建築学会大会（関東）概要報告
 8．大会電子投稿アンケート調査結果報告

11 月担当理事
会
2001.11.13
本会会議室

 1．旧横須賀製鉄所副首長官舎（ティボディエ邸）の保存・活用ならびに旧同潤会大塚ア
パートメントハウスの保存・再生に関する要望書提出を承認可決

 2．委託研究の受託承認
（1） ㈱ジオトップ，武智産商㈱委託，近畿支部へ「摩擦杭に関する技術研究」
（2）西日本環境エネルギー㈱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）福岡市建築局委託，九州支部へ「市営住宅劣化診断に関する総合的判断基準作成等

業務」
 3．共催・後援・協賛の名義使用承認
（1）共　催
イ）日本学術会議 人間と工学研究連絡委員会主催，「第 32 回安全工学シンポジウム」
ロ）日本学術会議 第 5 部生活環境設計専門委員会主催，「生活環境設計シンポジウム／
21 世紀・都市と生活の環境設計」

ハ）（社）日本工学教育協会主催，「平成 14 年度「工学教育」連合講演会」
ニ）（社）日本アイソトープ協会主催，「第 39 回理工学における同位元素・放射線研究発
表会」

（2）後　援
イ）（社）日本建築家協会主催，「第 2回アジア建築教育会議」
ロ）日本トイレ協会主催，「第 17 回全国トイレシンポジウム」
ハ）（社）情報処理学会主催，「データベースと Web 情報システムに関するシンポジウム
（DBWeb2001）」

ニ）（社）日本建築士事務所協会連合会主催，「知っておきたい鉄骨造建築物の工事監理
講習会」

ホ）第 5回国際土壌・地下水環境ワークショップ実行委員会主催，「第 5回国際土壌・地
下水環境ワークショップ」

へ）早稲田大学芸術学校主催，「吉阪隆正全スケッチ展」
ト）（社）プレストレストコンクリート技術協会主催，「第 30 回プレストレストコンクリ
ート技術講習会」

チ）（財）震災予防協会主催，「第 17 回講演会 東海地震を考える」
（3）協　賛
イ）（社）日本鋼構造協会主催，「鉄骨造建築の耐久性設計ガイドブック講習会」
ロ）（社）日本騒音制御工学会主催，「第 47 回騒音・振動技術講習会」
ハ）東京工業大学 建築物理研究センター主催，「パッシブ制振構造シンポジウム 2001」

 [報告・懇談事項］
 1．九州支部の対外的意見表明「波佐見町中央小学校講堂兼公会堂の保存に関する要望書」
の提出報告

 2．2001 年度下期国際交流基金の援助事業・援助額報告

12 月理事会
2001.12.11
本会会議室

 1．2002 年度事業計画・収支予算両案ならびに 2001 年度事業報告・収支決算両案の作成
を承認

 2．財政計画基本方針案ならびに 2002 年度事業計画概要と各種基金の活用した特別事業
を承認可決

 3．「会館修繕積立金」ならびに「会館運営積立金」運営内規案を承認可決
 4．建築会館高度利用計画について，大屋根架構を中心とした会館増築第 1期工事の実施
を承認

 5．「WTC 崩壊特別調査委員会」の設置を承認可決
 6．12 名の名誉会員を通常総会に付議することを承認可決
 7．総合論文誌委員会運営規程について，刊行物のタイトルについては今後議論すること
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とし，承認可決
 8．2003 年度大会開催担当支部について，東海支部地域に開催することの検討方を依頼
 9．日本建築学会優秀卒業論文賞メダルレプリカ作製を承認
10．委託研究の受託承認
（1）㈱浅沼組技術研究所，㈱浅沼組大阪本店一級建築士事務所から，近畿支部へ
　　「超高層建物の風外力による時刻歴応答解析に関する実験的研究」
11．共催・後援・協賛の名義使用承認
（1）共　催
イ）（社）日本伝熱学会主催，「第 39 回日本伝熱シンポジウム」
ロ）ISO/TC163 断熱国内審議会主催，「第 15 回 ISO 断熱規格シンポジウム」
（2）後　援
イ）日本学術会議主催，「ノーベル賞 100 周年記念国際フォーラム」
ロ）日本地震工学会主催，「国土セイフティネットシンポジウム」
ハ）（社）日本コンクリート工学協会主催，「ポーラスコンクリートの設計・施工法と最
近の適用例に関するシンポジウム／広域リアルタイム地震ネット構築へ向けて」

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火災安全性に関する
シンポジウム」

ホ）（社）日本鉄鋼協会主催，「異業種交流セミナー／材料と機能シリーズ」
ヘ）（社）セメント協会主催，「第 287 回コンクリートセミナー」
ト）東京ガス主催，「ユニバーサルデザイン展 2002」
（3）協　賛
イ）（社）日本空気清浄協会主催，「第 20 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）日本ロボット学会主催，「ロボット工学セミナー／第 12 回シンポジウム」
ハ）（社）日本非破壊検査協会主催，「第 9回超音波による非破壊評価シンポジウム」
ニ）（社）日本非破壊検査協会主催，「第 33 回応力・ひずみ測定と強度評価シンポジウ
ム」

ホ）（社）日本防錆技術協会主催，「第 22 回防錆防食技術発表大会」
へ）（社）日本エネルギー学会主催，「リサイクル部会セミナー」
ト）（社）建築設備技術者協会，（社）日本能率協会主催，「第 34 回'02 建築設備技術会
議」

チ）テクノオーシャン・ネットワーク主催，「第 9回テクノオーシャン 2002」
リ）マテリアルライフ学会主催，「マテリアルライフ学会見学会／建材のマテリアルライ
フ」

ヌ）アルヴァロ・シザ展実行委員会主催，「アルヴァロ・シザ展」

[報告・懇談事項］
 1．京都の都市景観の再生に関する提言（素案）について
 2．役員選挙広報について，候補者の「略歴ならびに所信」によって構成する選挙広報の

作成を承認
 3．学術レビュー委員会中間報告
 4．研究と技術開発の方向検討特別調査委員会中間報告
 5．継続教育検討特別調査委員会中間報告
 6．通常総会議事と役員分担について承認
 7．2001 年度大会（関東）会計報告
 8．2002 年度特色ある支部活動企画選考結果報告
 9．2001 年度支部共通事業日本建築学会設計競技「子どもの居場所」報告
10．2002 年度支部共通事業日本建築学会設計競技課題「外国人と暮らすまち」報告
11．平成 13 年度鹿島学術財団助成候補推薦報告

1月担当理事会
2002.1.22
本会会議室

 1．委託研究の受託承認
（1）（財）建築経済研究所委託，「欧米諸国等における維持補修分野に関する調査業

務」
（2）文部科学省委託，「学校施設における化学物質による室内空気汚染防止対策に関する

調査研究」
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 2．共催・後援・協賛の名義使用承認
（1）共　催
イ）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 46 回材料研究連合講演会」

ロ）日本学術会議 人工物設計・生産研究連絡委員会設計工学専門委員会主催，「21 世紀
のデザイン・ビジョン」

ハ）（社）文教施設協会主催，「平成 13 年度第 2 回既存非木造学校建物の耐力度測定方法
実務講習会」

ニ）第 7回国際産業換気シンポジウム組織委員会主催，「第 7回国際産業換気シンポジウ
ム」

（2）後　援
イ）（社）日本塑性加工学会主催，「平成 14 年度（第 33 回）塑性加工春季講演会（技術
フォーラム）」

ロ）（社）東京都建築士事務所協会主催，「知っておきたい鉄骨造建築物の工事監理講習
会」

ハ）（社）日本鉄鋼連盟主催，「建築用鋼材とその利用技術講習会」
ニ）（社）建築研究振興協会主催，「建築技術研究フォーラム 2002」
ホ）（社）日本鋼構造協会主催，「日米鉄骨シンポジウム『品質・生産性を考慮した鉄骨
の設計・施工技術』」

ヘ）（社）国際海洋科学技術協会主催，「海洋科学技術に関する太平洋会議（PACON2002）」
ト）（社）地盤工学会主催，「地盤工学会基準『杭の鉛直載荷試験方法・同解説』講習会」
チ）日本学術会議 第 5 部社会環境工学研究連絡委員会 都市地域計画専門委員会主催，
「都心再生と大深度地下インフラシンポジウム」

リ）日本学術会議 社会環境工学研究連絡委員会計画工学専門委員会主催，「シンポジウ
ム／地域資源の評価と活用」

ヌ）（社）東京都建築士事務所協会主催，「住まいと環境展」
ル）（社）建築設備総合協会主催，「第 82 回建築設備綜合ゼミナール」
ヲ）イタリア建築フォーラム日本実行委員会主催，「ピアッツア：日伊国際デザインコン
ペおよび作品展『イタリア建築展』」

（3）協　賛
イ）（社）日本機械学会主催，「ロボティクス・メカトロニクス講演会 2002」
ロ）（社）日本機械学会主催，「第 1回経営と技術移転に関する国際会議(ICBTT2002)」
ハ）（社）日本機械学会主催，「第 5回最適化シンポジウム 2002（OPTIS2002）」
ニ）（社）日本機械学会主催，「Dynamics and Design Conference 2002」
ホ）（社）可視化情報学会主催，「第 30 回可視化情報シンポジウム」
ヘ）（社）可視化情報学会主催，「可視化情報学会講習会／ウェーブレット解析の産業界
への応用可能性」

ト）（社）日本能率協会主催，「2002 エネルギー対策技術シンポジウム」
チ）（社）日本流体力学会主催，「日本流体力学会 年会 2002」
リ）（財）建築環境・省エネルギー機構主催，「第 22 回建築環境・省エネルギーフォーラ
ム」

ヌ）（財）地域開発研究所主催，「平成 14 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」

ル）日本シミュレーション学会主催，「第 21 回日本シミュレーション学会大会」
ヲ）日本実験力学会主催，「日本実験力学会 年次講演会」
ワ）複合材料界面シンポジウム実行委員会主催，「複合材料界面シンポジウム第 10 回記
念大会」

カ）早稲田大学アジア太平洋研究センター主催，「ロジスティクス国際研究大会」
 3．職員の退職について承認

[報告・懇談事項］
 1．近畿支部の対外的意見表明「豊郷小学校校舎の保存に関する要望書」の提出報告
 2．文部科学省から，総務省「公益法人会計基準の見直しに関する論点の整理（中間報告）」
についての意見書提出報告
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2月担当理事会
2002.2.19
本会会議室

 1．旧井上房一郎邸の保存に関する要望書提出を承認可決
 2．委託研究の受託承認
（1）新大阪設計事務所，吹田市委託，近畿支部へ「吹田市中層集合住宅立替工事完了後

における風環境調査」
（2）那須電機鉄工㈱，興和設計㈱委託，近畿支部へ「同調質量型磁性ダンパーを有する

鉄塔の耐風設計に関する研究」
（3）大阪府住宅供給公社委託，近畿支部へ「西田辺－２団地建替に関する風環境調査」
 3．共催・後援・協賛の名義使用承認
（1）共　催
イ）日本学術会議 応用物理学研究連絡委員会主催，「特別講演会／アート＆サイエンス
－芸術と科学技術の接点を探る」

（2）後　援
イ）（社）日本溶接協会主催，「第 10 回溶接の研究講習会」
ロ）（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応答制御技術に関す
る研究委員会報告会」

ハ）（社）建築・設備維持保全推進協会主催，「平成 14 年度建築設備診断技術者講習」
ニ）（社）地盤工学会主催，「構造物基礎入門講習会」
ホ）（社）東京都建築士事務所協会主催，「建築構造設計指針説明会」
ヘ）大阪市住宅供給公社主催，「開館 1 周年記念企画展／モダン都市大阪－近代の中之
島・船場」

ト）東京都現代美術館主催，「ルイス・バラガン 静かなる革命展」
チ）日本福祉のまちづくり学会主催，「日本福祉のまちづくり学会 第 5 回全国大会」
リ）リニューアブルエネルギー有効利用・普及促進機構主催，「シンポジウム／建築と太
陽光発電の融合に向けて」

（3）協　賛
イ）20（社）日本鋼構造協会主催，「第 10 回鋼構造シンポジウム」
ロ）（社）日本鉄鋼協会主催，「第 49・50 回白石記念講座／競合素材の最近の進歩と開発
動向」

ハ）（社）日本ロボット学会主催，「ロボット工学セミナー 第 13 回シンポジウム／ウェ
アラブル・ロボティクスの現状と将来」

ニ）（社）日本ロボット学会主催，「ロボット工学セミナー 第 14 回シンポジウム／ロボ
ットの作り方－ハードウェア編」

ホ）（社）日本機械学会主催「2003 年動力エネルギー国際会議神戸大会」
ヘ）（社）建築・設備維持保全推進協会主催，「不動産証券化時代の建物管理のあり方を
考える」

ト）（社）日本材料学会主催，「第 32 回初心者のための有限要素法講習会」
チ）（社）空気調和・衛生工学会主催，「平成 14 年初級技術者のための研修会」
リ）（社）空気調和・冷凍連合講演会主催，「第 36 回空気調和・冷凍連合講演会」
ヌ）日本材料強度学会主催，「材料強度と破壊総合シンポジウム」
ル）日本計算工学会主催，「第 7回日本計算工学会講演会」
ヲ）日本接着学会主催，「第 40 回日本接着学会年次大会」
ワ）東京電機大学主催，「平成 14 年 第 10 回可視化情報講座」
カ）全国町並み保存連盟主催，「町並みづくり・あったらもんシンポジュウム」
ヨ）日刊工業新聞社主催，「第 2回環境未来都市 EXPO 02」

[報告・懇談事項］
 1．建築・土木学会正副会長会議ならびに建築・土木・造園・日本都市計画学会長懇談会
報告

3月理事会
2002.3.13
本会会議室

 1．3 月の通常総会に下記議案および報告・懇談事項を付議することを承認可決
（1）2002 年度事業計画案
（2）2002 年度収支予算案
（3）名誉会員の推挙
（4）報告・懇談事項
 2．京都の都市景観の再生に関する提言の提出を承認可決
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 3．環境省「新・生物多様性国家戦略中間とりまとめ案」への意見提出を承認可決
 4．日本建築学会大賞選考委員会運営規程の一部改正を承認可決
 5．調査研究関係専門委員会運営に関する共通規程の一部改正案を承認可決
 6．2002 年度日本建築学会大会（北陸）の参加費を以下の通り承認可決
　　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
 7．2002 年度支部研究補助費交付を承認
 8．委託研究の受託承認
（1）国土交通省国土技術政策総合研究所委託，「室内化学汚染評価資料の作成」
（2）国土交通省委託，「建築分野の技術研究開発に関する調査業務」
（3）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」
（4）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」
 9．共催・後援・協賛の名義使用承認
（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 52 回理論応用力学講演会」
ロ）日本燃焼学会主催，「第 40 回燃焼シンポジウム」
（2）後　援
イ）（社）プレストレストコンクリート技術協会，（社）プレストレストコンクリート建
設業協会主催，「第 10 回プレストレストコンクリート建築技術講習会」

ロ）学生建築設計優秀作品展組織委員会主催，「第 25回学生建築設計優秀作品展」，「第8
回学生 CAAD 教育の現場展」

（3）協　賛
イ）（社）溶接学会主催，「平成 14 年度溶接技術基礎講座」
ロ）（社）日本鉄鋼協会主催，「異業種交流セミナー『材料と機能シリーズ』」
ハ）（社）日本材料学会主催，「第 5回日本材料学会方式腐食防食実験講習会」
ニ）（社）日本材料学会主催，「第 25 回材料講習会」
ホ）（社）溶接学会主催，「溶接構造シンポジウム 2002／『環境とものづくり』のための
技術革新」

ヘ）（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
アル講習会」

ト）（社）日本生物工学会主催，「創立 80 周年記念事業／懸賞論文『バイオインターハ
イ』」

チ）日本複合材料学会主催，「2002 年度研究発表講演会」
リ）耐震工学研究会主催，「シンポジウム／建築基準法の改正を斬る！－建築規制と資格
制度のあるべき姿」

ヌ）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 2002／ロボッ
ト制御の新たな展開－メカニカルシステムの制御理論を基礎として」

ル）（社）日本騒音制御工学会主催，「第 48 回騒音・振動技術講習会」
ヲ）（社）計測自動制御学会主催，「第 45 回自動制御連合講演会開催について」
ワ）ヒューマンインタフェース学会主催，「ヒューマンインタフェースシンポジウム
2002」

[報告・懇談事項］
 1．2002 年内部監査項目について
 2．研究と技術開発の方向特別調査委員会中間報告
 3．継続教育検討特別調査委員会答申「建築分野の継続能力開発に果たすべき役割」を了
承

 4．インターネットを活用した情報発信として，委員会資料の公開ならびにメールに
よる情報発信システム「メールサービス」の実施報告

 5．建築会館の高度利用計画報告
 6．ペイオフに対する本会の対応報告
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1.3　支部長会議

開催年月日
場　所

主　要　議　事　と　そ　の　処　理

2001.7.10
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）支部内部留保金とその対応について
（3）特色ある支部活動企画の募集について

2001.10.9
本会会議室

（1）支部の財政問題について
（2）支部研究報告集の電子投稿化について
（3）文部科学省からの連絡事項について

2001.11.13
本会会議室

[特色ある支部活動企画選考委員会]
（1）特色ある支部活動企画(2002)の選考

2002.3.13
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）支部別会員数の動向について
（3）会員増強に関する提案について
（4）支部研究報告集の電子投稿化について

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

　本年は開催せず

1.5　協力委員会議

開催年月日
場　所

主　要　議　事　と　そ　の　処　理

　本年は開催せず

1.6　歴代会長・副会長懇談会

開催年月日
場　所

主　要　議　事　と　そ　の　処　理

2001.12.5
本会会議室

（1）21 世紀を展望する学会活動について

2001.12.7
本会会議室

（1）21 世紀を展望する学会活動について

1.7　関係学協会会長懇談会

開催年月日
場　所

主　要　議　事　と　そ　の　処　理

2001.7.30
本会会議室

（1）各学協会の重点課題について
（2）学協会が社会に果たす役割について
（出席学協会：空気調和・衛生工学会，地盤工学会，土木学会，日本コンクリート工学協
　会，日本造園学会，日本都市計画学会，日本建築学会）
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1.8　土木学会・日本建築学会正副会長懇談会

開催年月日
場　所

主　要　議　事　と　そ　の　処　理

2002.2.5
ホテルエドモン
ト

（1）両学会の最近の活動報告について

1.9　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

岡田　恒男君
仙田　　満君
　　　  44 名
         (5)

28 (1) 第２回講演会　８章参照
(2) 研究会　８章参照
(3) 大会記念行事パネルディカッション「建築紛争は減

らせるか」
(4) 裁判所への鑑定人・調停委員推薦
(5) 支援会議登録と会員証の発行
(6) 裁判所との合同研究会（８回）
(7) 支援会議会報第１号，２号発行
(8) 建築雑誌に建築学会の司法支援について連続掲載

（４回）
(9) 建築紛争における判例事例，技術の現状，調停事例，
建築事件のデ－タ－ベ－ス作成企画
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2．大　　会

2.1　概　　要

１．期日　　　　　　２００１年９月1８日（火）～２４日（月）

２．会場　　　　　　東京大学本郷キャンパス・建築会館ホール

３．大会統一テーマ　『建築２１世紀 ―地球・地域・建築・生命の新たな関係―』

４．学術講演発表題数　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　５，７８１題

５．内容

1)大会記念行事（市民等の参加者）
(1)建築紛争は減らせるか―司法支援建築会議の役割―（９月１８日）　　　　 ３４０名
(2)日本大都市はどこまで安全か―都市の安全・安心を考える―（９月１９日） ２８０名
(3)建築は地球を救えるか―地球環境と建築界―（９月２０日）　　　　　　　 ３２０名

　(4)講演「建築２１世紀」・鼎談「東京を語る」（９月２１日）　　　　　 １，２００名
　(5)２１人の建築家連続講演会―（９月２２日～２４日）　　　　　　　　 ２，８２２名
　(6)建築ツアー―歴史的建造物特別公開見学会―　（９月２２日～２３日） 　　２２９名
　(7)三井倶楽部見学会（９月２２日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ７０名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計 　５，２６１名

2)学術講演会・研究協議会・研究懇談会・ＰＤ・緊急報告会の参加者
　(1)学術講演会(5,781題)
　(2)研究協議会等
　　・研究協議会（14主題）
　　・研究懇談会（3主題）
　　・パネルディスカッション（10主題）
　　・ポスターセッション（基礎構造・建築計画・都市計画・農村計画）
  (3)緊急報告会（世界貿易センタービル600名・新宿ビル火災200名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  計　１６，４１１名

3)建築作品展（建築会館ホール・東京大学工学部１号館）
  (1)２００１年日本建築学会賞（作品・業績）・作品選奨
  (2)２００１年優秀卒業論文・優秀修士論文賞受賞論文
  (3)２００１年設計競技全国入選作品展
  (4)２００１年設計競技（技術部門）
  (5)２００１年度支部共通事業　全国大学・高専卒業設計展示会
  (6)伊東忠太特別展
  (7)東京大学工学部建築学科所蔵品展示
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              計　９５４名

4)大会懇親会（綱町三井倶楽部） 　　　　　　　 　　　　　　　　  　　  計　２５０名

5)その他参加者数
　　　　開会式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ８８名
　　　　閉会式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  １６７名
　　　　表彰式（奨励賞贈呈式、卒論・修論表彰式）　　　　　　　　　　　　　  ８０名
　　　　大会記者会見（１６社）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  １９名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  計　３５４名
　　参加者数（延べ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　  合　計　　２３，２３０名

６．2001年度日本建築学会大会（関東）大会参加登録者
□有料登録者　　　　　　　　　　　　　　　　　    （事前登録者）（当日登録者）
　　１）会　員（一般）　　　　　      ５，５７３名  　（2,154）　     (3,419)
　　２）会　員（大学院生）　　    　  ２，１３８名    （  954）       (1,184)
　　３）会員外（一般）　　　　    　　  　３１４名    （　 35）  　   (  279)
　　４）会員外（大学院生）　　　  　　  　１４８名    （　 17）　     (  131)
　　　　　　計　　　　　　　　　　    ８，１７３名  　（3,160） 　    (5,013)

□無料登録者（総合受付登録）
　　５）準会員・学部学生・市民　  　  　　５１４名

　　　　合　計　　                　  ８，６８７名                          



－ 16 －

７．大会学術関係                        発表題数

　　１．材料施工　　　　　　　　　　　　４５０

　　２．構造　　　　　　　　　　　　２，０８２

　　３．防火　　　　　　　　　　　　　　１１０

　　４．海洋　　　　　　　　　　　　　　　４４

　　５．情報システム　　　　　　　　　　　６２

　　６．環境工学　　　　　　　　　　１，１４３

　　７．建築計画　　　　　　　　　　　　８３６

　　８．農村計画　　　　　　　　　　　　　９８

　　９．都市計画　　　　　　　　　　　　４９２

　　10．建築経済　　　　　　　　　　　　１１７

　　11．歴史意匠　　　　　　　　　　　　３２８

　　12．教育　　　　　　　　　　　　　　　１９

　　　　合計　　　　　　　　　　　　５，７８１題

８．開会式　　　　　　　９月２２日（土）東京大学工学部８号館教授会室

　　　　　司会　　　　　長澤　泰　（大会総務部会長）

　　　　　開会の辞　　　鈴木博之　（大会副委員長・大会実行委員長）

　　　　　歓迎の辞　　　嘉納成男　（大会委員長）

　　      挨拶　         仙田　満　（日本建築学会会長）

　　　　　参加者　　　　１５０名

９．懇親会             ９月２２日（土）綱町三井倶楽部

          司会　　　　　見城美枝子（青森大学教授）

　　　　  開会の辞　　　嘉納成男　（大会委員長）

　　　　　挨拶          仙田　満　（日本建築学会会長）

　　　　　祝辞　　　　　小宮山宏　（東京大学工学部長）

　　　　　　　　　　　　藤森照信　（東京大学生産技術研究所教授）

　　　　　乾杯　　　　　志賀敏男　（日本建築学会名誉会員）

　　　　　開会の辞　　　鈴木博之　（大会副委員長・大会実行委員長）

　　　　　参加者　　　　３００名

１０．閉会式　　　　　　　　９月２４日（月）東京大学安田講堂

　　　　　司会　　　　　　　長澤　泰　（大会総務部会長）

　　　　　閉会の辞　　　　　鈴木博之　（大会副委員長・大会実行委員長）

　　　　　閉会の挨拶　　　　村上周三　（日本建築学会副会長）

　　　　　学会旗の手渡し　　嘉納成男　（大会委員長）

　　　　　　　　　　　　　　永田忠彦　（次期大会開催支部長）

　　　　　次期大会開催挨拶　永田忠彦　（次期大会開催支部長）

　　　　　参加者　　　　２００名
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2.2　学術講演会

9/19(水) 9/20(木) 9/21(金) 備考

号館
教室

（定員）
室名 主用途 午前 午後 午後 午後 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

ホール
(300)

司法支援講演会 340 340

ホール
(300)

都市防災講演会 280 280

ホール
(300)

地球環境講演会 320 320

講堂(900) 記念講演
鼎談

1200 1200

講堂(900)
21人の建築家連続
講演会

600 500 328 452 540 402 2822

都内 見学会
旧岩崎邸
東京音楽学校奏楽

229

建築会館 会議室(30)
会議室
３０１室

記者会見 16社
19名

19

工学部
８号館

教授会室
(290)

教授会室 開会式 88 88

安田講堂 講堂(900) 講堂 閉会式 167 167

工学部
１号館・製

図室

ポスター
セッション

都市計画
建築計画
農村計画
構造基礎

都市
計画
　66

建築計
画
　56

農村計
画
　50
構造基
礎
169 ,
121

462

工学部
１号館

３階多目的
演習室

東京大学工学部
建築学科所蔵品展

81 100 72 80 54 148 535

表彰式 80 80
大会懇親会 250 250
見学会（三井倶楽
部）

70 70

工学部２号
館

大講堂 表彰式
設計競技（技術部
門）

60 111 171

建築会館
ホール

建築会館
ホール

建築作品展示会
　・作品・作品選奨
　・卒業設計
　・設計競技
　・伊東忠太蔵書

419

工学部
２号館

大講堂
(440)

大講堂 協議会・ＰＤ 600
トレード
セン
ター緊
急報告
会

260
構造
荷重
ＰＤ

220
構造基
礎
ＰＤ

160
建築計
画
研協

105
地球環
境
研協

1345

教授会室
(290)

協議会・
ＰＤ

協議会・ＰＤ 70
ﾌﾞﾘｰﾌｨ
ﾝｸﾞ
研協

208
材料
施工
研協

153
歴史意
匠
研協

216
環境工
学
研協

232
構造応
力
ＰＤ

155
材料施
工
ＰＤ

1034

83号講義
室(220)

協議会・
ＰＤ

協議会・ＰＤ 115
教育連
絡連協

65
情報ｼ
ｽﾃﾑ
ＰＤ

61
建築教
育
研懇

113
建築経
済
研協

87
京都景
観
研協

110
構造鋼
Ｃ ＰＤ

551

農学部
１号館

第８講義室
(220)

協議会・
ＰＤ

協議会・ＰＤ 75
農村
計画
研協

38
建築法
制
研懇

173
都市計
画
研協

103
災害
ＰＤ

62
都市・
計画
ＰＤ

451

理学部
４号館

講義室
(190)

協議会・
ＰＤ

協議会・ＰＤ 70
建築
計画
ＰＤ

75
材料施
工 ＰＤ

142
防火
研協

91
環境工
学研協

98
都市・
農村
研懇

476

11号講義
室(70)

歴史１ 28 30 42 45 35 180

12号講義
室(80)

歴史２ 38 37 54 44 65 238

13号講義
室(60)

歴史３ 20 60 38 38 156

14号講義
室(70)

計画１ 60 58 40 55 52 265

15号講義
室(113)

計画２ 48 52 29 35 30 194

１．期　日：2001年9月18日（火）～24日（月）
２．会　場：東京大学本郷キャンパス（東京都文京区本郷7-3-1）
　　　　　　　建築会館ホール（東京都港区芝5-26-20）
　　　　　　　三井倶楽部（東京都港区三田2-3-7）

9/18(火) 9/22(土) 9/23(日) 9/24(月)

建築会館
ホール

２００１年度
関東大会記

念事業
建築２１世

紀
－地球・地
域・建築・生
命の新たな

関係－
安田講堂

旧岩崎邸
137

東京音楽学校
92

学外行事 綱町三井倶
楽部

参加者　115名 参加者　98名 参加者　206名

工学部
８号館

工学部１号
館



－ 18 －

9/19(水) 9/20(木) 9/21(金) 備考

号館
教室

（定員） 室名 主用途 午前 午後 午後 午後 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

21号講義
室(113)

構造１ 67 89 120 94 48 418

25号講義
室(80)

構造２ 22 45 85 80 80 312

26号講義
室(123)

構造３ 62 50 65 58 68 303

31号講義
室(160)

構造４ 56 42　構
造１３

83 97 48 32 358

32号講義
室(77)

構造５ 40 90　構
造１４

42 78 60 53 363

33号講義
室(60)

構造６ 46 49 58 65 76 294

34号講義
室(77)

構造７ 38 46 42 44 54 224

36号講義
室(51)

構造８ 50 52 66 62 230

37号講義
室(72)

構造９ 47 80 78 74 279

43号講義
室(80)

情報
経済１

26 45 36 35 142

45号講義
室(49)

経済２ 35 70 49 43 197

51号講義
室(190)

構造１０ 37 70 35 76 40 42 300

52号講義
室(140)

構造１１ 33 59 43 61 41 34 271

53号講義
室(71)

構造１２ 32 34 58 35 55 60 274

54号講義
室(47)

構造１３ 32 42 74

55号講義
室(47)

構造１４ 80 90 170

72号講義
室(60)

防火１ 59 53 49 51 212

73号講義
室(60)

防火２
海洋

25 42 37 22 126

74号講義
室(54)

環境１０ 40 42 42 124

81号講義
室(100)

構造１５ 41 48 32 34　構造
１７

155

82号講義
室(220)

構造１６ 36 38 53 23 200
新宿ビ
ル火災
報告会

350

84号講義
室(87)

構造１７ 30 64　構
造１３

34　　構
造１３

44　構
造１３

46　構
造１３

218

工学部１１
号館

11号講義
室(180)

構造１８ 60 63 58　構
造14

98　構造
１４

63　構
造１４

29　構
造１４

371

141号講義
室(108)

計画３ 33 65 38 30 34 200

142号講義
室(70)

計画４ 64 46 37 25 49 221

143号講義
室(78)

計画５ 28 33 27 24 37 149

144号講義
室(81)

計画６ 33 39 55 38 25 190

第４講義室
(69)

材料１ 36 62 47 34 179

第５講義室
(63)

材料２ 34 46 60 28 168

第６講義室
(49)

材料３ 33 36 33 102

第７講義室
(56)

材料４ 37 24 35 51 147

第９講義室
(49)

材料５ 51 31 32 114

第１０講義
室(49)

材料６ 27 49 76

第１講義室
(120)

都市１ 協議会 35 45 36 68
海洋研

36 220

第２講義室
(72)

都市２ 22 29 20 24 19 114

第３講義室
(99)

都市３ 18 46 22 15 10 111

工学部８号
館

工学部１４
号館

農学部１号
館

農学部２号
館

工学部３号
館

工学部４号
館

工学部５号
館

工学部７号
館

工学部２号
館

9/18(火) 9/22(土) 9/23(日) 9/24(月)
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9/19(水) 9/20(木) 9/21(金) 備考

号館
教室

（定員） 室名 主用途 午前 午後 午後 午後 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

104/105講
義室(54)

都市４ 36 28 40 29 133

106講義室
(54)

都市５ 18 40 32 27 117

114/115講
義室(54)

農村
教育

38 41 30 40 37 186

150講義室
(126)

環境１ 60 87 66 49 95 357

166講義室
(70)

環境２ 40 57 68 72 60 297

250講義室
(90)

環境３ 63 78 50 60 64 315

350講義室
(120)

環境４ 136 96 91 56 43 422

450講義室
(48)

環境５ 65 60 53 36 28 242

第１講義室
(48)

環境６ 29 44 21 32 40 166

第２講義室
(48)

環境７ 52 56 39 33 47 227

第３講義室
(120)

環境８ 65 75 69 108 120 437

第４講義室
(120)

環境９ 44 49 42 21 50 206

16社
19名 340 280 320 1,200 3,910 4,255 3,174 3,374 3,137 3,221 23,230

農学部７号
館

理学部１号
館

理学部新
館

■学術講演会・研究協議会等参加者　　延べ　23,230
名（2000年/20,538名）
■発表題数：5,781題

9/18(火) 9/22(土) 9/23(日) 9/24(月)
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2.3　部門別研究集会

（1）大会記念行事

部　　　門 主　　　　題 日   時 会   場

１
司法支援建築
会議

建築紛争は減らせるか－司法支援建築会議の役割－ 9月18日(火)
13:30～17:00

建築会館ホール

２
地震防災総合
研究特別研究

委員会

日本の大都市はどこまで安全か－都市の安全・安心
を考える－

9月19日(水)
18:00～21:00

建築会館ホール

３
地球環境委員

会

建築は地球を救えるか－地球環境と建築界－ 9月20日(木)

13:30～17:30

建築会館ホール

４
大会実行委員

会行事部会

講演「建築２１世紀」鼎談「東京を語る」 9月21日(金)

18:30～21:00

東京大学安田講

堂

５
大会実行委員

会行事部会

２１人の建築２１世紀－２１人の建築家連続講演－ 9月22日(土)

～24日(月)

10:00～17:00

東京大学安田講

堂

６
大会実行委員

会行事部会

建築ツアー－歴史的建造物特別公開見学会－

（旧岩崎邸・旧東京音楽学校奏楽堂）

9月22日(土)

～23日(日)
10:00～17:00

東京都内

（2）研究協議会

部　　　門 主　　　　題 日   時 会   場

１
建築設計ブリ

ーフ特委

建築ブリーフの役割と効用―発注者はどのような建

築を建てようとするのか

9月22日(土)

9:15～12:00

工学部８号館教

授会室

２
建築教育連絡

協議会

JABEE技術者教育認定審査｢試行｣実施･中間報告 9月22日(土)

9:15～12:00

工学部２号館大

講堂

３ 材料施工
循環型社会に向けた建築生産のあり方 9月22日(土)

13:00～17:00

工学部８号館教

授会室

４ 農村計画
風土共生型建築・居住空間の創造 9月22日(土)

13:00～17:00

農学部１号館第

８講義室

５ 建築歴史・意匠
20世紀の建築、22世紀への建築 9月23日(日)

9:00～12:00

工学部８号館教

授会室

６ 都市計画
21世紀の都市空間像とアーバンデザイン 9月23日(日)

13:00～18:00

農学部１号館第

８講義室

７ 建築計画
建築21世紀　この子に「あなた」は何ができる 9月23日(日)

13:00～18:00

工学部２号館大

講堂

８
環境工学+特別

研究

シックハウス問題―室内化学物質汚染 9月23日(日)

13:00～18:00

工学部８号館教

授会室

９ 海　　洋
都市機能補完型海洋建築の実現に向けて 9月23日(日)

13:00～18:00

農学部２号館第

１講義室

10 防　　火
木造建築の新しいあり方と防火性能評価手法 9月23日(日)

13:00～18:00

理学部４号館講

義室

11 建築経済
安定化社会に向けた地域の住まいづくりの展開―住

民・専門家・事業者・行政の多様な連携による実践
と展望

9月23日(日)

13:00～18:00

工学部８号館８

３号講義室

12 環境工学
若手研究者が語る21世紀の環境工学 9月24日(月)

9:00～12:00
理学部４号館講
義室

13
京都の都市景
観特委

京都の都市景観の再生―21世紀の都市景観形成のビ
ジョンを探る―

9月24日(月)
9:00～12:00

工学部８号館８
３号講義室
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14 地球環境
環境建築はどこまで来たか　そしてどこへ行くのか

－現状認識と課題－

9月24日(月)

13:00～18:00

工学部２号館大

講堂

（3）パネルディスカッション

部　　　門 主　　　　題 日   時 会   場

１ 構造（荷重）
新施行令・告示を学術的立場から評価する 9月22日(土)

13:00～17:00

工学部２号館大

講堂

２ 建築計画
建築の計画はコミュニケーションを変革する結節点

にたりうるか？－第二期くまもとアートポリスを事

例として－

9月22日(土)

13:00～17:00

理学部４号館講

義室

３
情報システム

技術

ブロードバンドネットワーク社会における都市

・建築の役割

9月22日(土)

13:00～17:00

工学部８号館８

３号講義室

４ 材料施工
解体からみた住宅建築のあり方 9月23日(日)

9:00～12:00

理学部４号館講

義室

５
構造（基礎構

造）

新しい耐震基礎構造の可能性と課題 9月23日(日)

9:00～12:00

工学部２号館大

講堂

６
構造（応用力

学）

骨組力学の教え方―建築家、構造設計者、研究者 9月24日(月)

9:00～12:00

工学部８号館教

授会室

７ 災　　害
地域と地震防災 9月24日(月)

9:00～12:00

農学部１号館第

８講義室

８ 材料施工
21世紀のコンクリート 9月24日(月)

9:00～12:00

工学部８号館教

授会室

９ 構造（SCCS）
21世紀を迎えて合成構造の設計法は如何にあるべき

か

9月24日(月)

13:00～18:00

工学部８号館８

３号講義室

10
都市計画＋建

築計画

21世紀／大学と地域の連携を再構築する 9月24日(月)

13:00～18:00

農学部１号館第

８講義室

（4）研究懇談会

部　　　門 主　　　　題 日   時 会   場

１ 建築法制
集団規定のあり方を展望する－見直しの方向と地域

における展開

9月23日(日)

9:00～12:00

農学部１号館第

８講義室

２ 建築教育
設計教育の新しい試みとその成果をめぐって 9月23日(日)

9:00～12:00

工学部８号館８

３号講義室

３
都市計画＋農

村計画

都市と田園のグランドデザイン－21世紀都市・田園

論

9月24日(月)

13:00～18:00

理学部４号館講

義室

2001年度 2000年度
（１）記念行事：　　　　　６主題 （１）記念行事：　　　　　１主題
（２）総合研協：　　　　　０主題 （２）総合研協：　　　　　１主題
（３）研　協　：１４部門１４主題 （３）研　協　：１３部門１３主題
（４）Ｐ　Ｄ　：　６部門１０主題 （４）Ｐ　Ｄ　：２０部門２２主題
（５）研　懇　：　４部門　３主題 （５）研　懇　：　７部門　７主題
　　　　　　　　　　計　３３主題 　　　　　　　　　　計　４４主題
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2.4　2001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

9/24

(月)

13:00-13:15 合成長柱の耐力評価に関

する一連の研究

正会員 柴田　道生 君 工学部8号館83

号講義室
9/22
(土)

13:00-13:15 建築構造物の空力不安定振

動と剥離渦に関する研究

正会員 谷池　義人 君 工学部2号館大
講堂

9/24
(月)

9:00-9:15 円筒シェルの幾何学的特
性に起因する挙動に関す
る一連の研究

正会員 皆川　洋一 君

構造委員会

委員長 西川孝夫

工学部8号館教
授会室

13:00-13:15 破壊力学手法によるコン
クリートの靭性向上に関
する一連の研究

正会員 橘高　義典 君9/22
(土)

13:15-13:30 構造体コンクリートの品

質向上に関する一連の研

究

正会員 桝田　佳寛 君

材料施工委員会
委員長 嵩 英雄

工学部8号館教
授会室

13:00-13:15 自然のポテンシャルを活
かす建築環境システムに
関する一連の研究

正会員 宿谷　昌則 君9/23
(日)

13:15-13:30 建築および建築設備にお
ける蓄熱システムに関す
る解析評価と性能設計手
法に関する一連の研究

正会員 中島　康孝 君

環境工学委員会
委員長 吉野 博

工学部8号館教
授会室

13:00-13:15 現代舞台芸術施設の再構

築に関する研究

正会員 清水　裕之 君9/23
(日)

13:15-13:30 寸法調整におけるグリッ

ドの機能に関する研究

正会員 深尾　精一 君

建築計画委員会

委員長 柏原士郎

工学部2号館大

講堂

13:00-13:15 供給サイドからみた民間

賃貸住宅市場分析に関す

る一連の研究

正会員 森本　信明 君 建築経済委員会

委員長 玉置伸俉

工学部8号館83

号講義室

9/23
(日)

11:45-12:00 英国を中心とした建築教

育、建築家資格、建築家職
能、公共発注制度の国際比

較に関する一連の調査研

究

正会員 瀬口　哲夫 君 建築教育委員会

委員長 志水英樹

工学部8号館83

号講義室
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3．表　　彰

3.1　2001 年日本建築学会大賞

表  彰  業  績  名 受　　賞　　者
住まいを中心とした建築計画研究の確立と建築教育の発
展に対する貢献

終身正会員　鈴木　成文　君
　（神戸芸術工科大学学長・東京大学名誉教授）

現代都市における近代建築のあり方を追求した一連の創
作活動による建築界への貢献

正会員　　　槇　　文彦　君
　　　　　（槇総合計画事務所代表取締役）

建築構造学，海洋建築工学の研究とその発展に尽くした
功績

正会員　　　松岡　　理　君
　　　　　（名古屋大学名誉教授）

※推薦件数 13件

3.2　2001年日本建築学会賞

表  彰  業  績  名 受　　賞　　者
破壊力学手法によるコンクリートの靭性向上に関す
る一連の研究

正会員　橘高　義典　君
      （東京都立大学助教授）

合成長柱の耐力評価に関する一連の研究 正会員　柴田　道生　君
　　　　（摂南大学教授）

現代舞台芸術施設の再構築に関する研究 正会員　清水　裕之　君
　　　　（名古屋大学教授）

自然のポテンシャルを活かす建築環境システムに関
する一連の研究

正会員　宿谷　昌則　君
　　　　（武蔵工業大学教授）

建築構造物の空力不安定振動と剥離渦に関する研究 正会員　谷池　義人　君
　　　　（大阪市立大学教授）

建築および建築設備における蓄熱システムに関する
解析評価と性能設計手法に関する一連の研究

正会員　中島　康孝　君
　　　　（工学院大学教授）

寸法調整におけるグリッドの機能に関する研究 正会員　深尾　精一　君
　　　　（東京都立大学教授）

構造体コンクリートの品質向上に関する一連の研究 正会員　桝田　佳寛　君
　　　　（宇都宮大学教授）

円筒シェルの幾何学的特性に起因する挙動に関する
一連の研究

正会員　皆川　洋一　君
　　　　（鹿児島大学教授）

論

文

供給サイドからみた民間賃貸住宅市場分析に関する
一連の研究

正会員　森本　信明　君
　　　　（近畿大学教授）

東京国立博物館法隆寺宝物館 正会員　谷口　吉生　君
　　　　（谷口建築設計研究所所長）

熊本県立農業大学校学生寮 正会員　藤森　照信　君
　　　　（東京大学生産技術研究所教授）

作
品
中島ガーデン 正会員　松永　安光　君

　　　　（鹿児島大学教授）
リファイン建築による建物のリサイクルに関する一
連の業績

正会員　青木　　茂　君
　　　　（青木茂建築工房代表取締役）

業
績

耐液状化格子状深層混合処理工法の開発と実施 　　　　独立行政法人土木研究所　殿
　　　　株式会社竹中工務店           　殿
　　　　株 式 会 社 大 林 組           　殿
　　　　不 動 建 設 株 式 会 社           　殿
　　　　株 式 会 社 竹 中 土 木           　殿
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英国を中心とした建築教育，建築家資格，建築家職
能，公共発注制度の国際比較に関する一連の調査研
究

正会員　瀬口　哲夫　君
　　　　（名古屋市立大学教授）

業
　
　
績

新都心創出のリーディングプロジェクト「品川イン
ターシティ」

　　　　松本　善臣　殿
　　　　（興和不動産取締役社長）
正会員　内藤　徹男　君
　　　　（日本設計取締役社長）

※応募推薦件数　論文 41件，作品 71件，業績 17件

3.3　2001 年日本建築学会奨励賞

表　彰　業　績　名 受　　賞　　者
屋外空間における短波および長波の放射強度の分布に
関する実測

正会員　足永  靖信　君
       （独立行政法人建築研究所主任研究員）

グループホームにおける生活構成と空間利用の特性
痴呆性老人の環境構築に関する研究

正会員　石井　　敏　君
        （東北工業大学講師）

安全性からみた手摺のすべりの相対的評価方法　手の
すべりからみた建築部位・部材の安全性の評価方法に
関する研究（その２）

正会員　井戸川　純子　君
        （独立行政法人建築研究所研究員）

集合住宅の住戸ユニットの経年的変化について　同潤
会代官山アパートの住みこなしに関する研究　その１

正会員　大月　敏雄　君
　　    （東京理科大学講師）

市街地延焼からみた市街地整備のための性能基準に関
する基礎的考察（その２）　－有限領域への展開－

正会員　加藤　孝明  君
　　　　（東京大学助手）

環境振動設計支援のための床スラブ簡易解析手法 正会員　加藤　泰正　君
　　　　（元・フジタ）

フィシャー・フォン・エルラッハの建築と図像につい
て

正会員　河田　智成　君
　　　  （大分大学・日本文理大学非常勤講師）

利用者数の総和を最大化する施設の最適配置モデル－
空間相互作用モデルを用いた施設の配置計画法　その
１－

正会員　岸本　達也　君
　　　　（慶應義塾大学講師）

NUMERICAL ANALYSIS OF SOUND
INSULATION CHARACTERISTICS OF MEMBRANES
WITH ADDITIONAL　WEIGHTS

正会員　佐久間　哲哉　君
        （東京大学助教授）

アレー微動観測に基づく仙台市とその周辺地域での地
下深部Ｓ波速度構造の推定

正会員　佐藤　智美　君
        （清水建設和泉研究室研究員）

Maxwell 型の粘性ダンパーを有するせん断型構造物の
地震時指定層間変位に対する剛性設計解列

正会員　辻　　聖晃　君
　      （京都工芸繊維大学講師）

暑熱および交通騒音が心理反応に及ぼす複合影響の定
量的表現

正会員　長野　和雄　君
        （九州芸術工科大学助手）

住宅の構造安全に居住者が求める性能およびその水準
に関する研究

正会員　久木　章江　君
　      （文化女子大学講師）

猿江裏町不良住宅地区改良事業と震災復興土地区画整
理事業との関連について　同潤会による集合住宅地計
画の計画技術に関する研究　その１

正会員　真野　洋介　君
        （東京理科大学助手）

問題解決行動としてみたときの建築設計プロセスの特
徴　－ドローイングを伴う空間デザインプロセスの研
究－

正会員　横山　ゆりか　君
        （東京大学助手）

※応募件数 48 件（構造 13 件，環境 12 件，計画 23 件）
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3.4　2001 年日本建築学会作品選奨

表　彰　業　績　名 受　　賞　　者

獨協中学・高等学校

正会員　赤坂　喜顕　君
　　　　（竹中工務店東京本店設計部副部長）
正会員　廣島　正明　君
　　　　（竹中工務店東京本店設計部課長）
正会員　佐田野　剛　君
　　　　（竹中工務店東京本店設計部）

太田市総合ふれあいセンター

正会員　今村　雅樹　君
　　　　（日本大学助教授）
正会員　今川　憲英　君
　　　　（東京電機大学教授）

洲本市立図書館

正会員　鬼頭　　梓　君
　　　　（鬼頭梓建築設計事務所代表取締役）
正会員　佐田　祐一　君
　　　（佐田祐一建築設計研究所代表取締役）

白翳の家
正会員　坂本　　昭　君
　　　　（坂本昭・設計工房CASA）

神戸税関　本関

正会員　島崎　昭彦　君
　（国土交通省大臣官房官庁営繕部企画専門官）
正会員　川島　克也　君
　　　　（日建設計設計室長）
正会員　小谷陽次郎　君
　　　　（日建設計設計主管）

土と陶の工房　美乃里
正会員　竹原　義二　君
　　　　（大阪市立大学教授）

東京国立博物館法隆寺宝物館
正会員　谷口　吉生　君
　　　　（谷口建築設計研究所所長）

茨城県営長町アパート
正会員　富永　　讓　君
　　　　（富永讓＋フォルシステム設計研究所）

東京オペラシティビル

正会員　林　　雄嗣　君
　　（NTTファシリティーズ代表アーキテクト）
正会員　大村　虔一　君
　　　　（東北大学教授）
正会員　小泉　嵩夫　君
　　　　（都市計画設計研究所代表取締役）
正会員　柳澤　孝彦　君
　　　（柳澤孝彦＋TAK建築研究所代表取締役）

中島ガーデン
正会員　松永　安光　君
　　　　（鹿児島大学教授）

光を貯める家
正会員　圓山　彬雄　君
　　　　（アーブ建築研究所代表取締役）

NT

正会員　渡辺　真理　君
　　　　（設計組織ADH代表・法政大学教授）
正会員　木下　庸子　君
　　　　（設計組織ADH代表）

※作品選集掲載作品60件
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3.5　2001 年日本建築学会文化賞

表　彰　業　績　名 受　　　賞　　　者
十年にわたる建築・都市計画をテ－マとした小説等の執
筆活動により，一般社会に対する建築の普及・啓蒙に努
めた文化的貢献

正会員　東　　秀紀　君
　　　　（作家）

永年にわたり建築設計者の自由な交流の場を維持するこ
とにより建築文化の向上に努めた貢献

　　　　加藤　升三郎　殿
　　　　（フィグラ代表取締役社長）

「出島オランダ商館の復原」および「海を渡った大工道
具展」を通じたわが国の建築界に対する貢献

　　　　マティ・フォラー　殿
　　　　（ライデン国立民族学博物館学芸員）

※推薦件数 10 件

3.6　2001 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
損傷制御構造のエネルギー配分に関する研究 正会員　小野　森司　君

　　　　(横浜国立大学)
崖地形における地表面粗度と勾配の変化が風速分布に及ぼす
影響

正会員　加瀬　史朗　君
　　　　(東京大学)構造

ロープで連結された建物群の振動性状 正会員　篠原　達巳　君
　　　　(京都大学)

震災復興52小公園と小学校の関係に関する研究
－計画当初から現在に至る空間・利用形態の変遷を中心に

正会員　石山　千代　君
　　　　(東京大学)

低座面式モデュラー型車イスの導入による高齢者施設入居者
の生活展開への影響に関する考察

正会員　大塚　崇雄　君
　　　　(京都大学)

昭和を生きた建築　－待合『武蔵野』 正会員　清水　七奈子君
　　　　(日本女子大学)

地理情報と遺跡情報の統合化と共有化のためのWeb GISの開
発研究　－福岡県糸島半島における考古学とまちづくりの連
携を目指して

正会員　田平　陽子　君
　　　　(九州大学)

避難安全検証法により確保される安全水準の分析 正会員　西田　朋子　君
　　　　(東京理科大学)

お台場海浜公園の夏季における利用者の年齢層からみた活動
内容と活動場所に関する研究

正会員　野中　太郎　君
　　　　(日本大学)

災害時に活用する病院船に関する基礎的研究
－病院船の支援の位置づけと整備について

正会員　藤橋　俊輔　君
　　　　(日本大学)

高齢者居住施設における居場所の諸相に関する考察
－特別養護老人ホームと痴呆性老人グループホームにおける
ケーススタディ

正会員　山田　あすか君
　　　　(東京都立大学)

計画

都心における集合住宅の利用実態に関する研究
－東京都千代田区を対象として

正会員　吉田　充則　君
　　　　(日本大学)
正会員　長岡　篤　　君
　　　　(日本大学)

シックハウスにおける室内空気質と居住者の健康状況に関す
る実態調査

正会員　飯田　望　　君
　　　　(東北大学)

室内空間における音声伝送品質の主観的評価に関する実験的
研究

正会員　西谷　修一　君
　　　　(東北大学)

学部

環境

天井付き機械排煙口への空気混入率の測定 正会員　新田　庫稔　君
　　　　(京都大学)
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テンション材を組み込んだ単層２方向格子シェルの座屈性状
及び変形性状に関する研究

正会員　九嶋　壮一郎君
        (大阪大学)

マクロモデルによるプレキャスト鉄筋コンクリート造連層耐
震壁の設計法に関する研究

正会員　武田　友喜　君
        (筑波大学)

鉄筋コンクリート柱と鉄骨梁で構成される梁貫通形式柱梁接
合部の水平圧縮束による応力伝達

正会員　前田　安美　君
        (大阪工業大学)

構造

真空脱水締固め工法によるコンクリート床スラブの性能改善 正会員　山本　景司　君
　　　　(三重大学)

雑誌・『国際建築』研究
－昭和期の建築界におけるその位置付け

正会員　石坂　美樹　君
　　　　(神戸芸術工科大学)

子供の生活様態と居場所の関係
－フリースクールにおける環境行動研究

正会員　垣野　義典　君
　　　　(東京理科大学)

園児の社会性獲得と空間との相互関係に関する研究
－遊びにおける園児の関係構築についての考察

正会員　佐藤　将之　君
　　　　(新潟大学)

豪雪過疎地域における居住継続支援に関する研究
－在宅と施設の高齢者の生活比較を通して

正会員　田中　紀之　君
　　　　(京都大学)

20世紀前半における都市美を巡る一連の運動

－都市計画に関する思考と
ま ち

都市での実形について

正会員　中島　直人　君
　　　　(東京大学)

沖縄の祭祀空間の研究　－「ミャー（庭）」を中心として 正会員　真栄城　雅子君
　　　　(東京理科大学)

木食上人応其による寺社修造活動 正会員　松本　裕介　君
　　　　(東京大学)

戦後期における都市型集合住宅の試みとその計画史的評価
－八幡の戦災復興都市構想と平和ビルの50年

正会員　安田　剛　　君
　　　　(九州大学)

計画

阪神大震災にみる自力仮設住宅の建設・建替え実態とその支
援方策に関する研究

正会員　矢田　博美　君
　　　　(神戸大学)

環境負荷とコストを評価尺度とする住宅設計の多目的最適化
問題

正会員　前田　健蔵　君
　　　　(京都大学)

修士

環境 大規模音場予測のための高速多重極境界要素法の構築 正会員　安田　洋介　君
　　　　(東京大学)

　　　　　　　分野別受賞論文数（総応募数 199編／57大学）

構造系 計画系 環境系 合　　計
卒業論文 3編(18) 9編(45) 3編(17) 15編(80)
修士論文 4編(33) 9編(72) 2編(14) 15編(119)
合　　計 7編(51) 18編(117) 5編(31) 30編(199)

　　　　　　　　※　(  ) 内の数字は応募論文数
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4．支部共通事業

4.1　講習会

建築基礎構造設計指針改定講習会
＜主　　催＞日本建築学会
＜後　　援＞国土交通省，開催地都道府県，地盤工学会，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，全国建設業協会，全国地質調査業協会連合会，日本基礎建設協会，日本建築構造技術者
協会，鋼管杭協会，コンクリート･ポールパイン協会

＜主　　旨＞
　今回の改定は，基礎構造における限界状態を，終局限界状態，損傷限界状態，使用限界状態に分類し，そ
のうえで基礎構造種別ごとに各限界状態の要求性能の設定，具体的な検討項目そして確認方法を明示した。
また各基礎の設計においては，沈下（変形）を求めることを原則とした。これは前指針までの支持力と沈下
から地耐力を決めるという考え方を１歩進めたものである。

＜講　　師＞青木雅路，秋野矩之，安達俊夫，石井雄輔，井上芳生，梅野　岳，大西靖和，許斐信三，加倉
井正昭，神田　順，桑原文夫，小林勝已，佐藤英二，鈴木康嗣，清　広歳，玉置克之，茶谷文
雄，土屋富男，時松孝次，冨永晃司，長尾俊昌，松尾雅夫，二木幹夫，淵本正樹，真野英之，
山下　清，渡辺一弘

＜テキスト＞建築基礎構造設計指針（改定版）
＜開催地等＞

支　部 開催地 期　　　日 会　　　　　場 参　加　者
北海道 札幌 10 月 11 日（木） ホテルノースシティ 88 名

東　北 仙台 10 月 10 日（水） 仙台市情報・産業プラザ（アエル６Ｆ）セ
ミナールーム

120 名

関　東 東京 10 月 3 日（水） 品川区立総合区民会館きゅりあん 719 名
東　海 名古屋 10 月 4 日（木） 昭和ビル９Ｆホール 175 名
近　畿 大阪 10 月 5 日（金） 大阪科学技術センター大ホール 298 名
北　陸 金沢 10 月 12 日（金） メルパルク金沢 42 名
中　国 広島 10 月 17 日（水） 広島県民文化センター（サファイア） 77 名
四　国 高松 10 月 19 日（金） 讃岐会館 110 名
九　州 福岡 10 月 18 日（木） 福岡建設会館８Ｆ大ホール 187 名

合　　　　計 1,816 名

4.2　設計競技

＜課　　題＞「子どもの居場所」
＜主　　催＞日本建築学会
＜協　　賛＞ジェイティビー
＜主　　旨＞
　今回のテーマは「今日の課題の多い成育環境の中に生きる子どもを支援する，子どもの居場所をどうつく
るか」である。
　子どもがそこを自分の居場所と感じるには条件がある。大人から干渉されずに，自分のやりたいことを自
由にできること。自分の活動を暖かく見守る社会環境があり，いつか自分がその一員であることを誇りに思
える程のステータスをもつこと。そこではいつも何か新しいことが企てられていて，つい足が向く，集まり
やすい場所であることなど状況を改変する，果敢な，新しい提案を期待する。

審査委員長　大村虔一
＜全国審査員＞　大村虔一・足立裕司・岡河　貢・香山リカ・加茂紀和子
　　　　　　　　熊倉洋介・鈴木雄司・二郷　精・平倉直子
＜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）
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賞 会員種別 氏　名 所　属 支部

最優秀賞
正会員 ○森　　雄一

祖田　篤輝
碓井　　亮

神戸大学大学院
　　〃
神戸大学

近　畿

優秀賞
正会員 ○小地沢将之

中塚祐一郎
浅野久美子

東北大学大学院
　　〃
東北大学

東　北

優秀賞
（タジマ奨励賞）

準会員 ○山本　幸恵
太刀川寿子
横井　祐子
片岡　照博

早稲田大学芸術学校
　　〃
　　〃
工学院大学・早稲田大学芸術学校

関　東

優秀賞

正会員
〃
〃
〃

○深澤たけ美
森川　勇己
武部　康博
安藤　　剛

豊橋技術科学大学大学院
　　〃
　　〃
　　〃

東　海

優秀賞
正会員
〃

○石田　計志
松本　康夫

高知工科大学大学院
　　〃

四　国

佳　作
（タジマ奨励賞）

準会員 ○本間　行人 東京理科大学 関　東

佳　作
（タジマ奨励賞）

準会員 ○坂口　　祐
稲葉　佳之
石井　綾子
金子　晃子

慶應義塾大学
　　〃
　　〃
　　〃

東　海

佳　作 正会員 ○王　　泰治 関西大学大学院 近　畿

佳　作
正会員
〃

○生田　光晴
福田陽之輔

山口大学大学院
　　〃

中　国

佳　作

正会員
〃
〃

○笠原　利和
朝稲　　渉
船来　洋志
實藤　紫乃

山口大学大学院
　　〃
　　〃
山口大学大

中　国

タジマ奨励賞

準会員
〃

準会員

○増田　忠史
高尾　研也
小林　恵吾
蜂谷　伸治

早稲田大学
　　〃
　　〃
　　〃

関　東

タジマ奨励賞 準会員 ○大木　圭 東京理科大学 関　東
タジマ奨励賞
（佳作）

準会員 ○本間　行人 東京理科大学
関　東

タジマ奨励賞

準会員
〃
〃
〃
〃

○山田　直樹
秋山　　貴
直井　宏樹
山崎　裕子
湯浅　信二

日本大学
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃

関　東

タジマ奨励賞
（優秀賞）

準会員 ○山本　幸恵
太刀川寿子
横井　祐子
片岡　照博

早稲田大学芸術学校
　　〃
　　〃
工学院大学・早稲田大学芸術学校

関　東

タジマ奨励賞

準会員 ○北野　雅士
赤松　耕太
梅田　由佳

豊橋技術科学大学
　　〃
　　〃

東　海

タジマ奨励賞
（佳作）

準会員 ○坂口　　祐
稲葉　佳之
石井　綾子
金子　晃子

慶應義塾大学
　　〃
　　〃
　　〃

東　海
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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専攻科
　　〃
東京大学

近　畿

タジマ奨励賞

準会員
〃

○山名　健介
安井　裕之
平田　友隆
西元　咲子
豊田　憲洋
宗村　卓季
密山　　弘
片岡　　聖
今村かおり

広島工業大学
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃

中　国

タジマ奨励賞

準会員 ○大城　幸恵
水上　浩一
米倉　大喜
石峰　顕道
安藤美代子
横田　竜平

九州職業能力開発大学校
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃

九　州

支　部 北海道 東　北 関　東 東　海 北　陸 近　畿 中　国 四　国 九　州 合　計
応　募　数 4 4 73 17 9 38 15 4 33 197
支部入選数 1 1 15 5 3 9 5 1 6 46

応　募　数：１９７作品，支部入選数：       ４６作品
全国入選数：  １０作品，タジマ奨励賞：１０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 2002年 5月に刊行予定。
  (タジマ奨励賞は，学部学生(それに準ずる)個人またはグループを対象とする)

4.3　全国大学・高専卒業設計展示会（第 42 回）

出展校　大学：126 校（学科）／短大：11 校／高専：14 校／能開大：1校　　計 152 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・大学会館多目的ホール   5月23日（水）～25日（金） 256名
札幌 北海道大学工学部建築都市学科３階Ｄ３１室   6月 1日（金）～ 3日（日） 100名
旭川 北海道東海大学   6月 8日（金）～10日（日） 185名

北海道

釧路 釧路工業高等専門学校製図室  11月12日（月）～16日（金） 150名
秋田 秋田県立大学本荘キャンパス創造工房   7月12日（木）～14日（土） 51名
青森 八戸工業大学建築工学科 10月10日（火）～13日（土） 283名
福島 日本大学工学部 10月18日（木）～20日（土） 300名
山形 東北芸術工科大学７階ギャラリー 11月13日（火）～17日（土） 600名

東　北

宮城 東北工業大学T．I．Tギャラリー  12月 5日（水）～ 8日（土） 150名
栃木 宇都宮大学工学部   7月 3日（火）～ 5日（木） 120名
東京 建築会館ホール   9月22日（土）～24日（月） 954名
群馬 前橋工科大学学生会館 10月24日（水）～27日（土） 445名

関　東

栃木 足利工業大学  11月 2日（金）～ 4日（日） 400名
三重 三重大学三翠ホール   5月10日（木）～14日（月） 352名

東　海
愛知 名古屋都市センターまちづくり広場   1月 8日（火）～14日（月） 404名
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長野 信州大学工学部社会開発工学科西棟   6月19日（火）～21日（木） 265名
新潟 新潟大学工学部建設学科５階製図室  10月 2日（火）～ 5日（金） 250名
石川 金沢工業大学ライブラリーセンター(LC)展示

室
 11月27日（水）～30日（金） 282名北　陸

福井 福井県立美術館  12月13日（木）～16日（日） 168名
大阪 大阪府商工会館７階第２講堂  10月18日（木）～19日（金） 330名

近　畿
兵庫 神戸芸術工科大学本館１階KDUギャラリー   1月16日（水）～23日（水） 250名
鳥取 米子工業高等専門学校製図室   9月 8日（金）～11日（日） 241名

中　国
広島 広島県民文化センター  12月11日（火）～16日（日） 564名
高知 高知工科大学   7月 9日（月）～13日（金） 72名
香川 香川県庁１階ギャラリー   7月23日（月）～27日（金） 500名四　国
徳島 専門学校穴吹カレッジ11階ビューホール   8月21日（火）～23日（木） 50名
沖縄 琉球大学工学部環境建設工学科製図室   5月 8日（火）～11日（金） 303名
熊本 熊本大学工学部共同製図室   6月 6日（水）～ 8日（金） 420名
大分 大分市アートプラザアートホール   6月22日（金）～24日（日） 279名
長崎 石丸文行堂4階　イベントホール   6月28日（木）～7月2日（月） 376名
福岡 九州共立大学工学部建築学科デッサン室  10月 2日（火）～ 5日（金） 250名

九　州

鹿児島 鹿児島県歴史資料センター黎明館  10月23日（火）～24日（水） 250名
計 ３２会場 延べ参観者数 9600 名
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5．会　　誌

5.1    建築雑誌
　　　　建築雑誌１２冊,建築年報１冊,作品選集１冊,技術報告集２冊,英文論文集１冊
　　　　総ページ数　3,170ページ
　　　　総発行部数　526,150部

　　　　2001年　４月号（第1470号）　都市の潜像
　　　　　　　　５月号（第1471号）　文化財の旅－修理の考え方と技術
　　　　　　　　６月号（第1472号）　建築学会の新しい役割を問う
　　　　　　　　７月号（第1473号）　倫　理
　　　　　　　　増　刊（第1474号）　日本建築学会技術報告集　第13号
　　　　　　　　８月号（第1475号）　すまいの次世代エネルギー
　　　　　　　　９月号（第1476号）　カフェ・アート・メディア
　　　　　　　　増　刊（第1477号）　建築年報2001
　　　　　　　　10月号（第1478号）　建築と土木－コラボレーションとアンビバレント
　　　　　　　　11月号（第1479号）　建築のリスクと保険
　　　　　　　　12月号（第1480号）　建築のコアからマージンへ
　　　　　　　　増　刊（第1481号）　日本建築学会技術報告集　第14号

　　　　2002年　１月号（第1482号）　建築業界に未来はあるか
  　　　　      ２月号（第1483号）　公共空間－なんでこうなるの？
　　　　　　　　増　刊（第1484号）　作品選集2002
  　　　　      ３月号（第1485号）　建築の情報技術革命
  　　　　      増　刊（第1486号）　Journal of Asian Architecture and Building Engineering (JAABE) Vol.1 No.1

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

15
10
76
18
10
32
16
7
17
3

7
4
38
8
4
15
7
4
5
2

合　計 204 94
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5.3　技術報告集

  応募数・掲載数

13号 応募数 14号部門名 応募数
掲載数 掲載数

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

10
11
1
17
4
0
16
1
6
0
0
3
1

9
9
1
14
3
0
9
1
4
0
0
3
1

18
19
0
16
13
1
22
1
4
0
5
2
3

15
13
0
14
10
1
12
1
3
0
5
0
3

計 70 54 104 77

5.4 英文論文集
   （Journal of Asian Architecture and Building Engineering）

　　　　応募数・掲載数

　　系　　列 　　　国　　名 応募数 掲載数
日　本 3 3
中　国 2 2
韓　国 6 3

材料・構造系
　　

その他の国 1 1
日　本 13 8
中　国 9 5
韓　国 4 1

環境工学系
　

その他の国 0 0
日　本 16 11
中　国 0 0
韓　国 5 1

建築計画系
　

その他の国 1 1
日　本 3 1
中　国 0 0
韓　国 2 2

建築歴史系
　

その他の国 0 0
　 　　　　　　小　　計 65 39
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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.542～553
　　　(2) 応　募　掲　載　数          構造系論文集　　　　応募数 326題　掲載数　283題
                                      計画系論文集　　　　　〃 　546題　　〃　　497題
　　　(3) 総 　 頁  　数              構造系論文集 2,121頁
                                      計画系論文集 3,780頁
      (4) 総 発 行 部 数              構造系論文集 55,750部
                                      計画系論文集 62,190部
      (5) 論文予約購読者（個人）　　　構造系論文集 3,022名
                                      計画系論文集 3,621名
                                      両系購読者  726名
      (6) 年決め予約購読者（法人）        458名

6.2　大会学術講演梗概集

（1）冊子版
　1題当たり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
文予約購読者，年決め予約購読者，発表登録者に希望配布。

掲載題数 ページ数 発行部数
A-1（材料施工） 450題 902頁 1,830部
A-2（防火，海洋，情報システム技術） 216題 466頁 1,250部
B-1（構造Ⅰ） 480題 960頁 1,950部
B-2（構造Ⅱ） 494題 988頁 1,780部
C-1（構造Ⅲ） 599題 1,198頁 1,960部
C-2（構造Ⅳ） 509題 1,018頁 1,740部
D-1（環境工学Ⅰ） 567題 1,152頁 1,800部
D-2（環境工学Ⅱ） 576題 1,172頁 1,880部
E-1（建築計画Ⅰ） 555題 1,112頁 1,860部
E-2（建築計画Ⅱ，農村計画，教育） 398題 796頁 1,510部
F-1（都市計画，建築経済・住宅問題） 609題 1,218頁 1,960部
F-2（建築歴史・意匠） 328題 656頁 1,650部

計 5,781題 11,638頁 21,170部

（2）CD-ROM版
　構造系，計画系の2枚に大別，論文予約購読者，年決め予約購読者に両系列を配布。発表登録者に片系列を
配布。

掲載題数 発行枚数
構造系（材料施工，防火，海洋，情報システム技術，構造） 2,748題 10,800枚
計画系（環境工学，建築計画，農村計画，教育，都市計画，

建築経済・住宅問題，建築歴史・意匠）
3,033題 10,750枚

計 5,781題 21,550枚
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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・開発に関する研修活動助成
　　　　国際交流基金アジアセンター　　　               2,831,200 円

（2）2001 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）2001年度特色ある支部活動企画
　特色ある支部活動企画に対して，３支部に200万円を補助した。
支　　部 企　　画　　名 助成額
北海道支部 ロシア極東地域の戸建て住宅建設に関わる北海道の寒冷地技術適用の可能性 70万円

九州支部 孤風院　収蔵倉庫コンペ案「解体木材を使用した再生設計コンペティション」 70万円

東海支部 環境デザインワーク＆シンクショップによる小中学生のための建築・都市学習プ
ログラムの開発

60万円



－ 36 －

（4）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
各種セメントを用いたコンクリートの各種強度
性状に及ぼす養生方法と温度の影響

假屋園　礼文
（工学院大学大学院）

50 万円

２
外帯筋状に配置したアラミド繊維ベルトやＰＣ
鋼棒にプレストレスを導入したＲＣ柱の耐震・
応急補強法

李　文聰
（琉球大学大学院）

50 万円

３

構　　造
鋼部材おけるひずみ集中因子と破断に対する変
形能力との関係

岡田　健
（東京工業大学大学院）

50万円

４
工業化住宅におけるリサイクルの取組と分離解
体性に関する実態調査研究

金森　道
（早稲田大学大学院）

50 万円

５
環境工学

集合住宅および単身・独身寮における最適給湯
設備設計に関する研究

高田　宏
（広島大学大学院）

50 万円

６
終末期ケアにおける住環境に関する研究 亀屋　惠三子

（和歌山大学大学院）
50 万円

７
「教室」のリ・モデルによる標準型小学校校舎
の創造的再生手法に関する研究

馬渡　龍
（東北大学大学院）

50 万円

８

建築計画

用途変更を伴う建物の再生に関する研究 関　栄二
（東京大学大学院）

50 万円

９ 都市計画
英国の都市再生におけるタウンセンターマネジ
メントが果たしてきた役割を探る

大塚　紀子
（ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞﾌﾞﾙｯｸｽ大学）

50 万円

10 建築経済
建築プロジェクトのアカウンタビリティーを充
足するための組織編成方法の研究

高橋　栄人
（京都大学大学院）

50 万円

（5）その他の研究助成
  2001 年度　鹿島学術振興財団研究助成

　□採択（新規採択４件，継続採択４件）

№ 研　 究 　課　 題 研 究 代 表 者 助成金額 採　択

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

220万円 継続採択

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

200万円 継続採択

３
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

140万円 継続採択

４

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

100万円 継続採択

５
機械式穿孔ＲＢＳ工法による既存鋼構造建
物の耐震改修法

吹　田　啓一郎
（京大防災研助教授）

250万円 新規採択

６
ＧＩＳを活用した都市型水害軽減計画に関
する研究

佐土原　聡
（横国大教授）

290万円 新規採択
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７
長野市の中山間地域における集落環境
管理のシステム再構築に関する研究

後　藤　春　彦
（早大教授）

150万円 新規採択

８
林雅子の建築における設計作法の文脈解読
に関する研究－自律的で持続可能な建築の
存在に向けて－

小谷部　育　子
（日本女子大教授） 200万円 新規採択

　　（平成１４年３月２５日付鹿島財団より通知）



－ 38 －

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
　　仙田　満君
　　　　　11 名
            (1)

9 本会運営における重要事項の検討

建築会館高度利用
特別委員会
　　村田　麟太郎君
　　　　　23 名
            (2)

9 建築会館を会員や市民に対する建築の情報発信基地とし
て活用する方策を検討するとともに自立可能な建築博物
館設置に向けての基本計画と実施プログラムの作成

建築教育連絡協議会
　　高梨　晃一君
　　　　　273 名
　　　　　 (11)

15 （1）日本技術者教育認定機構（JABEE）活動への参加と対
応

（2）JABEE 審査員の養成
（3）認定試行の実施（大阪市立大学，日本大学，広島大

学）
（4）試行結果にもとづき分野別要件・審査方法の検討

総務・財務運営合同委員会
　　福士　勝夫君
　　村田　麟太郎君
　　　　　18 名

5 （1）2000 年度事業報告案
（2）2000 年度収支決算・財産目録および未処分金処分案
（3）土木学会の継続教育制度について
（4）学協会に要請される役割と本会の対応
（5）2002 年度事業計画･収支予算編成上の基本方針案
（6）既存制度・事業の概要と主要事業評価
（7）会計三部門の財政状況と今後の財政上の課題と対応
（8）2002 年度事業計画・収支予算案
（9）中期財政計画に係わる諸課題について
（10）ペイオフに対する本会の対応

選挙管理委員会
　　石山　祐二君
　　加藤　信介君
　　　　　 7 名

3 （1）代議員半数(60 名)改選に伴う選挙執行
（2）役員（会長，副会長，監事）選挙の執行管理

会員委員会
　　瀬川　昌彌君
　　石山　祐二君
　　　　　14 名

4 （1）会友制度の検討
（2）倫理綱領行動指針について
（3）選挙地域別代議員定数見直しの答申（報告）
（4）役員選挙方法について
（5）名誉会員候補者の選考
（6）会友候補者について（報告）
（7）建築雑誌発送停止者の遡及について
（8）会費自動振替制度の強化について
（9）会員グループ制度
（10）会員数の動向

国際交流委員会
　　村田　麟太郎君
　　　　　 7 名

2 （1）国際交流振興基金の配分
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CIB 委員会
　　古瀬　敏君
　　　　　17 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
　　布野　修司君
　　　　　40 名

1 （1）アジア建築交流団（「マレーシア・タイ建築交流視察
団」）の派遣

（2）第４回アジアの建築交流国際シンポジウム開催へ向
けての協力

会館委員会
  　林　　雄嗣君
　　西野　敬史君
　　　　　11 名
　　　 　  (1)

5 （1）2001 年度整備工事・2002 年度実施予定工事について
（2）中長期修繕計画について
（3）2001 年度会館部門収支決算ならびに 2002 年度収支

予算について
（4）事務所賃料の検討およびテナント契約解除に伴う新

規契約テナントについて

（2）特別調査

研究と技術開発の方向検討
特別調査委員会
　　村上　周三君
　　　　　12 名

11 会長からの諮問にもとづいて，答申書「本会における研究
と技術開発の活性化戦略」の作成

地震防災総合研究特別調査
委員会
　　直井　英雄君
　　　　　145 名
　　　     (4)

56 （1）研究目的
地震防災研究の重要性に鑑み，2001 年 4 月より新たに第
Ⅲ期特別研究委員会を継続することとなった。本委員会は
第Ⅱ期の研究成果を受けて，次の３つの横断的課題を設定
し３年間研究に取り組むこととした。
（2）研究項目
  1）危険度・耐震安全性評価の総合的な研究
  2）都市防災・復興方策の総合的な研究
  3）都市の防災改善推進方策の総合的な研究
（3）活動内容
  1）危険度・耐震安全性評価の総合的な研究
建物の耐震安全性の向上と，大地震発生や強震動の評
価結果を積極的に取り入れて建物の適切な安全レベ
ルを選定するための方法や手順を提案する。

  2）都市防災・復興方策の総合的な研究
① 防災をテーマとする平時の都市計画と，復興をテー
マとする復興都市計画それぞれのシステムとして
の充実と関係性の模索

② 大規模災害時の計画・制度・プログラムが有効に機
能するための課題の整理と事前準備

③ 災害に備える地域住民組織・まちづくり専門家・情
報技術のあり方

  3）都市の防災改善推進方策の総合的な研究
① 住まい手のイニシャティブによる防災改善の実施
を社会が強く求めていることを税制や補助金で見
えるようにして促進させるシステムの導入

② 明らかに問題をはらんでいる木造住宅の（耐震診断
と）補強の促進

③ 客観的に自らの住まいと地域の危険度がどの程度
であるかが見えるようにしてインセンティブとす
る仕組みをつくる

（4）公開研究会
 ・第 1 回公開研究会「地震情報を活用した設計地震動
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の評価に向けて」（2001.12.4）
 ・第１回合同公開研究会被災直後の被害調査のあり方
をめぐって(2002.1.25)

 ・第６回「震災対策技術展」関連講演会
どう活かす地震の教訓―地震災害の軽減に向けて―
（2002.1.25／横浜国際平和会議場（パシフィコ横浜）

（5）研究助成等応募
1）セコム科学技術振興財団
・「大地震を想定した都市防災・復興方策の総合的
研究」（採択）

　・「建築物に関する危険度・耐震安全性の総合評価」
　　（不採択）
　・「ＧＩＳデータを利用した都市火災リスク軽減に

関する研究」（不採択）
2）平成１４年度科学研究費補助金研究成果公開促
進費「研究成果公開発表（Ｂ）申請

　・「地震情報の正しい理解」と「地震災害の軽減」
　・「大地震を想定した都市防災・復興方策を考える」
（２件採択）

設計資格制度検討特別調査
委員会
　　村田　麟太郎君
　　　　　 8 名

4 現行資格制度の問題点と今後のあるべき姿を検討

ＷＴＣ崩壊特別調査委員会
 　 和田　章君
　　　　　79 名
          （3）

8 （1）調査研究
WTC 崩壊に関する構造物崩壊，火災被害，避難，救出，
復旧を広範囲に検討調査し，報告書を作成

近代建築資料総合調査特別
調査委員会
　  鈴木　博之君
　　　　　22 名

7 （1）調査研究
近代建築関連資料の所蔵先の把握と資料リスト作成な
らびに資料収集

建築市場・建築産業の現状と
将来展望特別調査委員会
　　嘉納　成男君
　　　　　60 名
　　　　　 (3)

17 （1）調査研究
・建築産業の歴史的経緯と現状把握
・建築および建築行為の社会的役割の理念的検討
・近未来の建築・住宅需要の予測
・良質な建築物を提供する近未来の建築・住宅産業の
あり方の検討

良い建築と環境をつくるた
めの社会システム検討特別
調査委員会
　　仙田　満君
　　　　　32 名
　　　　　 (4)

20  1. 現行社会システムの問題点の整理
 2. 現行社会システム発注システムの問題とその原因に

関する調査研究
 3. 望ましい社会システムの調査
 4. 建築関連社会システムの諸外国における事例研究

シックハウス問題の解明と
ヘルシーな居住環境の開発
特別調査委員会
　　村上　周三君
　　　　　12 名

5 シックハウス問題の解明と，健康・衛生居住環境の開発
に関する調査研究

子どもの心身活性化増進に
寄与する環境整備特別調査
委員会
    仙田　満君
           24名
            (4)

28 子どもの心身活性化に寄与する環境整備に関する研究
・子どもを取り巻く成育環境の現状調査
・子どもの心身活性度（成育度）の調査
・子どもの活性と成育環境の関連について調査
・全国７２小学校にアンケート調査を実施。
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（3）表彰関係

表彰委員会
　　仙田　満君
　　　　　11 名

１ （1）2002 年各賞表彰業績候補の選考結果を理事会へ報告
　・大賞 2 件，学会賞 21 件（論文 10，作品 3，技術 4，

業績 4），奨励賞 15 件，文化賞 3件，作品選奨 11 件
（2）2003 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）「学会賞（作品）」，「作品選奨」，「作品選集」の関係
　　について審議

日本建築学会大賞
選考委員会
　　仙田　満君
　　　　　10 名

1 2002 年日本建築学会大賞２件の選考

日本建築学会賞
選考委員会
　　村上　周三君
　　　　　44 名

3 2002 年日本建築学会賞候補業績 21 件（論文 10，作品 3，
技術 4，業績 4）の選考

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

4 2002 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
　　細田　雅春君
　　　　　10 名

2 2002 年日本建築学会作品選奨 11 件の選考

　日本建築学会文化賞
　選考委員会
　　岡田　恒男君
　　仙田　　満君
　　　　　　10 名

1 2002 年日本建築学会文化賞 3件の選考
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7.2　研究関係

（1）学術関係

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

本委員会・運営委
員会・小委員会

事　　業　　概　　要

学術推進委員会
　　仙田　満君
　　村上　周三君
　　　　  31 名
　　　　 （2）

12 （1）学術レビュー委員会設置にともなう学術委員会の改
組（学術推進委員会と改称）

（2）学術委員会・調査研究委員会の運営
　・共通規程の改正（委員の資格，IT 利用促進）
　・調査研究委員会および特別研究委員会の予算配分方

法の変更
　・小委員会の廃止・設置承認
　・公募委員の承認
　・対外意見表明の承認
　・各種研究助成候補推薦
　・委託調査研究委員会の設置承認
（3）2001 年度大会学術関係行事の企画・運営
　・電子投稿・CD-ROM 梗概集の実施
　・学術講演会プログラム編成
　・研究集会等の運営
（4）2002 年度大会の準備
　・電子投稿の方法改善
　・研究集会企画の検討
（5）文部科学省・国土交通省等の研究助成情報の周知
（6）日本学術会議の講演会・シンポジウム等への協力

（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
　　嵩　英雄君
 　　　  962 名
　　　　(73，WG を含む)

      375 （1）成案
  1）仕様書
　・JASS 1　一般共通事項（改）
　・JASS 5N　原子力発電所施設における鉄筋コンクリー
ト工事(改)
2）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（改）

　・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（改）

　・コンクリート・ポリマー複合体施工指針(案)
　・鉄筋コンクリート造配筋指針（SI 単位版）
3）考え方
　・建築物の改修の考え方
　・外壁改修工事の基本的考え方（乾式編）
4）資料・報告書
・ マスコンクリートの技術の現状
・ 建築施工自動化の現状と将来展望

（2）建築雑誌への掲載
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　・JASS 5N　原子力発電所施設における鉄筋コンクリー
ト工事改定の概要（建築雑誌 4月号）

　・高炉スラグ微粉末を使用するコンクリートの調合設
計・施工指針改定の概要（建築雑誌４月号）

　・高炉セメントを使用するコンクリートの調合設計・
施工指針改定の概要（建築雑誌４月号）

　・コンクリート・ポリマー複合体施工指針(案) 制定
　　の概要（建築雑誌５月号）
　・RILEM 概要紹介（建築雑誌 12 月号）
（3）研究協議会・パネルディスカッション
　・循環型社会に向けた建築生産のあり方
　・解体からみた住宅生産のあり方
　・21 世紀のコンクリート
（4）講習会・シンポジウム等の開催
 　   8 章参照
（5）作成中
・プレキャスト化複合コンクリート工事施工指針（案）
・鉄筋コンクリート造建築物の耐久設計・施工指針（案）
・鉄筋コンクリート組積造施工マニュアル（仮称）
・ブロック塀施工ガイドライン（仮称）
・メーソンリー構工法インスペクションガイドライン
・鉄筋コンクリート構造物の施工および品質・維持管理
に関する試験方法（仮称）
・土・基礎工事「Ｑ＆Ａ」集
・環境対応の塗装・吹付工事指針
・建築物の部材・材料の耐久設計
・ネットワークによる工程の計画と管理
（6）改定中
　・JASS10 プレキャストコンクリート
　・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
　・鉄筋コンクリート造ひび割れ対策（設計・施工）指
針

　・JASS5 鉄筋コンクリート工事
　・JASS5 英文
　・JASS12 屋根工事
　・JASS17 ガラス工事
　・JASS19 陶磁器質タイル張り工事
　・JASS26 内装工事
（7）調査研究
・リサイクル，RIREM，骨材品質，コンクリート関連
ISO，電気炉酸化スラグ，鉄骨工事，防水工事，
内外装工事，自動化施工技術，建築物の耐久保全

構造委員会
　　西川　孝夫君
　　　　　1,660 名
　　　（131  WG を含む）

519 （1）成案
  1）刊行物
・「応用力学シリーズ９：建築における計算応用力学
　 の進展」（01/4）
・「空間構造の数値解析ガイドライン」（01/5）
・「免震構造設計指針」（01/9）
・「建築基礎構造設計指針」（01/10）
・「鋼構造接合部設計指針」（01/11）
・「鋼構造物の座屈に関する諸問題 2001」（01/11）
・「鉄筋コンクリート構造計算資料集」（02/1）
・「鋼構造限界状態設計　設計例」（02/1）
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・「建築構造用鋼材および金属系素材に関する技術資
　料」（02/1）
・「鋼構造設計規準　ＳＩ単位版」（02/2）
・「山留め設計施工指針」（02/2）
・「連続繊維補強コンクリート系構造設計施工指針案」
　（02/3）
　2）講習会・シンポジウム等の開催
8章参照

　3）資料作成
・「第 29 回地盤震動シンポジウム」資料
・「戸建住宅におけるこれからの基礎・地盤の性能評
    価」シンポジウム資料
・「第 10 回シェル・空間構造」セミナー資料
・「木質構造の新しい耐震設計の考え方」シンポジウム
　  資料
・「構造工学論文集 Vol.48Ｂ」
　4）大会関係
・パネルディスカッション開催・資料作成
①骨組力学の教え方―建築家，構造設計者，研究者
②２１世紀を迎えて合成構造の設計法は如何にあるべ
　きか
③新しい耐震基礎構造の可能性と課題
④新施行令・告示を学術的立場から評価する
（2）原案作成
・「建築物の限界状態設計指針（案）・同解説（新）」
・「プレキャスト鉄筋コンクリート構造設計指針（案）・
同解説（新）」

・「プレキャストコンクリート連層耐震壁の水平せん断
耐力の評価法（新）」

・「外殻プレキャストコンクリート構法に関する研究の
現状（新）」

・「木質構造設計規準・同解説－許容応力度・許容耐力
設計法－（改）」

・「容器構造設計指針・同解説（英文版）（新）」
・「壁式鉄筋コンクリート造設計規準・同解説（英文版）
　　（新）」
・「山留め設計事例集（改）」
・「鋼管トラス構造設計施工指針（新）」
・「鋼構造限界状態設計指針・同解説　ＳＩ単位版」
・「軽鋼構造設計施工指針・同解説　ＳＩ単位版」
・「鋼構造耐火設計指針（改）」
・「プレストレスト鉄筋コンクリート（Ⅲ種ＰＣ）構造
設計・施工指針・同解説（改）」

・「プレストレストコンクリート設計施工規準・同解説
（改）」

・「地盤震動－現象と理論－（新）」
・動的相互作用を考慮した耐震設計指針（案）（新）
・変形性能を考慮した合成構造の耐震設計法（案）
（3）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
　　高橋　康夫君
           203 名
　　　　 (17，WG 含む)

       42 （1）成果
　1）大会研究協議会・パネルディスカッション
　・20 世紀の建築，22 世紀への建築
　2）資料
　・民家・町並ニュース(No.24))
　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
　・旧中央三井信託銀行ビル（旧名古屋銀行本店）に関
する要望書

　・旧横須賀製鉄所副首長官舎（ティボディェ邸）保存
活用に関する要望書

　・旧同潤会大塚女子アパートメントハウスの保存・再
生に関する保存要望書

　・旧井上房一郎邸の保存に関する要望書
（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・批
評と理論・都市史・文化遺産災害対策

防火委員会
　　長谷見　雄二君
　　　　　　183名
　　　（12，WGを含む）

73 （1）成果
　1）大会
　・研究協議会「木造建築の新しいあり方とその防火性
能評価手法」の開催

　・オーガナイズドセッションの開催
　・緊急ワークショップ「新宿雑居ビル火災に学ぶ」の
開催

（2）シンポジウム・セミナー・発表会
　　　8章参照
（3）作成中
　・兼用排煙についての設計パンフレット
　・建築物の火災安全設計指針
　・階段加圧における設計の前提条件に関するアカデミ

ックスタンダード
　・コンクリート系構造物の火災耐力設計指針
（4）調査研究
・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

・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（主にアルミ，木に力点を置く）の耐火性に
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関する情報収集・整理
・火災性状全般に関する研究基盤・研究環境と成果の応
用

・建築基準法の性能規定による煙・避難安全検証法を用
いたケーススタディー

・各種構造材料（鋼，コンクリート，アルミ，木，ステ
ンレス等）の，火災時を想定した高温性状に関する情
報収集・整理

建築経済委員会
　　玉置　伸俉君
　　三宅　醇君
　　　　　315 名
     (21，WG を含む)

118 （1）成果
　1）資料・報告書
　・建築企画事典
　・第 17 回建築生産シンポジウム論文集
　・第 13 回建築生産パネルディスカッション報文集
　・第 13 回建築生産セミナー資料
　・第 3回ＰＭワークショップ資料
　・総務省委託研究報告書｢木造家屋，プレハブ方式構造
物及び丸太組構法建物に係る再建築費評点基準表の
改正に関する基礎資料｣

　・資産評価システム研究センター委託研究報告書｢在来
構法家屋の資材等のプレハブ化に関する調査研究｣

　2）大会研究協議会
　・安定化社会に向けた地域の住まいづくりの展開－住
民・専門家・事業者・行政の多様な連携による実践と
展望－

　　（大会研究協議会資料）
（2）シンポジウム・研究会の開催
　　　8章参照
（3）調査研究
住宅需要構造・住宅の地方性・集合住宅管理・建築生産・
生産管理・生産情報・建設労働・コスト管理・建築企画・
建築プログラミング・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・工事監理

環境工学委員会
　　吉野　博君
　　　　　 887 名
      (71，WG を含む)

469
（WG を含む）

（1）成果
1）「住宅の環境設計データブック」刊行
2)「ソーラー建築設計ガイドブック」刊行
3)「室内音場解析－理論と応用－」刊行
4)「光と色の環境デザイン」刊行
5)「建築空間のヒューマナイジング」刊行
6)「研究・実験施設の安全設計ガイドライン」刊行
7)「建築材料の熱・空気・湿気物性値」刊行
（2）大会研究協議会
・ シックハウス問題－室内化学物質汚染 WHO の人間宣
言と日本の動き・世界の動き（特別研究委員会と共
催）

・若手研究者が語る 21 世紀の環境工学
（3）シンポジウム・研究会の開催
　　　8章参照
（4）作成中
　・「目で見る都市環境学」
　・「緑の建築計画」
　・「室内空気質環境設計法」
　・「電磁環境と磁気シールド－建築用シールド材料
と施工－」

　・「電磁シールド材料と施工法」
　・「建築環境心理生理研究の現状」
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・「建築・環境音源集成」
・「親水工学」
・「環境心理生理学学術用語集」
・「ガラス建築の意匠と設備／技術」
・「住宅と建築の次世代エネルギー源」
・「高齢者の温熱環境と健康」
・「ソーラー設備計画実例集」
・「建築の色彩設計ガイド」

（5）調査研究
音環境（固体音・音響予測法・室内音響・外部騒音の遮
音設計），環境振動（振動測定手法・環境振動評価・環境
振動予測情報・居住性能評価）光環境（光環境性能基準・
色彩心理・光環境デザイン・昼光シミュレーション），熱
環境（伝熱・湿気・熱規格・温熱感・バイオクリマティ
ックデザイン），空気環境（空気清浄管理基準・住宅換気
性能・風環境数値計算・乱流モデル），水環境（住宅水環
境性能・生活と水・循環型システム），建築設備（設備経
営・タスクアンビエント空調システム・設計用気象デー
タ・ソーラーエネルギー利用），都市設備・環境管理（都
市気候データベース・都市エネルギー・リモートセンシ
ング），環境心理・生理（複合効果と環境デザイン・環境
心理尺度ファイル・交流のための空間），環境設計（火災
排煙環境設計・クリマアトラス・エコシティ・コンパク
トシティ），電磁環境（電磁環境計測手法・電磁環境技術・
電磁環境企画）

建築法制委員会
　　稲垣　道子君
        　 58 名
　      (6,WG を含む)

18 （1）成案
・建築法規用教材 2002（改定）

（2）大会研究懇談会
「建築基準法集団規定のあり方を展望する－見直しの方
向と地域における展開－」
（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
2001 年度日本建築学会大会（関東）の概況
建築法制部門研究懇談会
「建築基準法集団規定のあり方を展望する－見直しの
方向と地域における展開－」

（建築雑誌 2月号）

建築教育委員会
　　志水　英樹君
　　　　　84 名
　　　　　 (5)

36 （1）大会研究懇談会
　・設計教育における新しい試みとその成果をめぐって
（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」
・「JABEE 等の外部評価への対応等と大学における建築
教育について
・「生涯教育のあり方について」
・「建築教育のカリキュラムにおける設計製図教育」

都市計画委員会
　　萩島　哲君
　　　　　193 名
     (12，WG を含む)

43 （1）大会研究協議会
　・「21 世紀の都市空間像とアーバンデザイン」開催およ
び資料

（2）大会パネルディスカッション
　・「21 世紀／大学と地域の連携を再構築する」開催およ
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び資料
（3）大会研究懇談会
　・「都市と田園のグランドデザイン－21 世紀都市・田園
論」開催および資料

（4）大会研究資料
　・「住環境整備の政策と戦略－成熟都市を目指して」
（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）作成中
　・「都市防災システム図集（仮）」
（7）調査研究
　・JABEE サブプログラムに関連した都市設計・計画のプ
ログラムおよび専門家教育の在り方に関する研究

　・日本の住環境の現状と課題に関する総括的研究
　・都市再生・都心居住の動向に関する調査研究
　・都市景観の研究方法論と情報の共有化に関する研究
　・都市防災システムのあり方に関する調査研究
　・地方都市計画に関する調査研究
　・地方都市における中心市街問題と市街地拡大の事例
調査

　・土地利用の課題と都市計画等の対応に関する調査研
究

　・近代都市計画の成果と限界の確認および新たな都市
計画理論・技術の構築に関する調査研究

　・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

　・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

建築計画委員会
　　柏原　士郎君
　　　　　745 名
　　（59，WG を含む）

298 （1）成果
　・高齢者居住をめぐる既応研究論文レヴューおよび事
例資料集の作成

（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「建築 21 世紀この子に『あなた』は
何ができるか」の実施

　・大会ＰＤ「建築の計画はコミュニケーションを変革
する結節点に足り得るか？」の実施

（3）シンポジウム・研究会・見学会　　　8章参照
（4）作成中
　・「地域施設の国内・海外最新事例集」
　・「音楽ホールへの誘い」
　・「部品情報ハンドブック」
　・「建築・都市計画のための空間学続編（空間要素）」
　・「コラボレーションによるデザイン」
　・「計画設計情報ハンドブック」
（5）ニュース
　・建築計画ニュース No.43,44
（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
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践の変化・動向の整理と評価，各国の福祉のまちづくり
に関する法制度・規準・動向についての資料収集とその
取りまとめ，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，地域施設ストック
としての廃校利用，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)

23 （1）大会
  1)大会研究協議会
・「風土共生型建築・居住空間の創造」
  2)大会研究懇談会
・「都市と田園のグランドデザイン-21 世紀都市・田園論-」
（2）シンポジウム・研究会
　　 8 章参照
（3）調査研究
・農村・国土計画,集住文化比較,農村エコ・システム
ルーラル・デザイン,ラーバンデザイン

海洋委員会
　　松井　徹哉君
　　　 　　114 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の実現に向けて」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)

1 受託研究の推進
　・受託研究関係参照

情報システム技術委員会
　　笹田　剛史君
　　　　　343 名
　　（29，WG を含む）

127 （1）成果
　1)刊行
　・建築における電子データ流通のためのガイドライン
－CAD データを中心として－

　2)大会
　・PD「ブロードバンドネットワーク社会における都市・
建築の役割」

（2）シンポジウム・セミナー・発表会
　　 8 章参照
（3）作成中
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・建築教育リノベーションガイド　－転換期をむかえ
る建築界のすべての人々におくる－
・続・知的システムによる建築・都市の創造
・複雑系と建築・都市・社会
（4）調査研究
・主要標準分類体系の比較分析を通じた基本コード体
系の検討
・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
・IT 化の進展に伴う設計上の諸問題・先端技術の把握
・WebGIS を利用する自治体に関する調査
・3次元知覚認識の携帯型技術の動向把握
・知覚に関わる最新の情報と技術の研究，都市建築分野
への応用研究
・エンドユーザー視点の VR・AR リアリティ技術応用
・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
・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
・ファシリティマネジメントと IT との関連性
・教育機関や企業における情報技術教育のプログラム
事例・デジタル環境に関わる事例・コラボレーション
の実体とその環境の事例の収集と検討･研究
・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
・都市空間でのメディアの使われ方の調査研究
・都市計画・街づくりのための情報提供・交換システム
の調査
・建築生産・流通情報システムの新しいモデルの収集と
整理・分析
・人工知能ディレクトリの構築
・IT 革命や環境調和などによる建築・都市の変容の仕組
みとその方向性の解明

災害委員会
　　小谷　俊介君
　　　　　57 名
       (2，WG を含む)

4 （1）成果
　1)刊行
・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
　2)大会
・ＰＤ「地域と地震防災―新しい世紀における地震防災
の方法論を求めて―」

（2）シンポジウム・セミナー・発表会
・8章参照
（3）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
・災害（地震・風水害）調査マニュアルの作成
・各種災害への対応

地球環境委員会
　　仙田　　満君
　　村上　周三君
　　　　　189 名
      (15，WG を含む)

65 （1）成果
　・2001 年度日本建築学会設計競技（技術部門）「LCCO2
30％削減，耐用年数 3 倍延伸（100 年寿命）をめざす
建築設計」の企画運営

　・本学会内調査研究系委員会および傘下の小委員会に
対する，領域横断型調査研究テーマに関するアンケー
トに基づく新規事業の整理

（2）大会研究協議会



－ 51 －

　・大会記念シンポジウム「建築は地球を救えるか」の企
画運営

　・大会研究協議会「環境建築はどこまで来たか，そして
どこへ行くのか」の実施

（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，「地球環境・建築憲章」，「同運用指針」の普及・啓
発のための具体案の検討，「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，ベストプラクティスとして整理した事
例分析作業の実施と評価枠組みの検討，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，日本・アジア文化を反映したサステナブル・ビ
ルディング概念の構築，具体策の検討，木材と木質建材
のライフサイクルアセスメントの検討

（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)

2 （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，京都の都市景観の再生
に関する提言

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)

10 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（最終年度）
 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
             42 名
　　　  (1，WG を含む)

11 （1）スタディツアー・国際セミナーの開催
　　8章参照
（2）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
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（3）成果
・東アジアの歴史的都市・住宅保存・開発技術指針
（ Training Guidelines for Conservation and
Regeneraton of Historic Cities and Houses in East
Asia）
・東アジア歴史都市･住宅の保存と再生に関するスタデ
ィツアー／研修プログラム（ Study Tour-cum-
Training Program for Conservation and Regeneraton
of Historic Cities and Houses in East Asia）
・Regional Seminar on East Asia Historic Landscape
and Revitalization of Traditional Cities
・第三世界歴史都市･住宅特別研究委員会報告書

建築設計ブリーフ特別研究委
員会
　　友澤　史紀君
　　　　　36 名

8 （1）調査研究
建築生産プロセスにおけるブリーフィングのマネージメ
ントの位置付の調査研究
・我が国の建築分野におけるブリーフィング運用の在
り方の調査研究
・設計施工目標設定としてのブリーフ記載内容の選定
と記述方法設定の調査研究
・ブリーフィングに係わる国際基準への我が国の対応
方向，課題の調査研究

（2）大会研究協議会
・「建築設計ブリーフの役割と効用－発注者はどのよう
な建物を建てようとするのか」

建築システム最適化特別研究
委員会
　　加藤　直樹君
　　　　　42 名

8 （1）研究目的
　建築の分野においても，構造設計，建築計画，建築経
　済，建築施工などの各分野でシステム最適化に関する
　研究は古くから行われてきた。最近の最適化技術や計
　算機環境を積極的にとりいれて，設計・施工の効率化
　を図るという意味では，建築の分野は，機械，土木な
　どの他分野に大きく遅れているのが現状である。
　そこで，建築分野独自の研究と実用化に寄与するため
　に情報交換を行い，建築関連技術の近代化を探る。
（2）研究項目
　・建築の計画・構造・環境の諸分野での「最適化」の
　　研究および実用化の現状を調査し，横断的研究の可
　　能性を探る
　・土木，機械などの他の工学部での応用の現状を調査
　　する
　・最適化に関する研究成果に今後の展望も含めたシン
　　ポジウムを開催し，建築の分野での最適化の普及を
　　促進する
　・「建築における最適化の現状と課題」に関する報告書
　　を作成する

（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
　　吉田　倬郎君
        　15 名

　　　10 ・木造家屋，プレハブ方式構造物及び丸太組構造に係る
再建築費評点基準表等の改正に関する基礎資料作成
・在来構法家屋の資材等のプレハブ化に関する調査研究
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〔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
　　　　　35 名

18 ・文教施設の耐震性能等に関する調査研究
　(1)文教施設応急危険度判定方法に関する調査研究
　(2)学校施設の耐震改修に関する調査研究
　(3)学校施設の非構造部材等の耐震点検に関する
　　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
　　　　　 8 名

12 ・学校施設の維持管理に関する調査研究

学校施設における化学物質に
よる室内空気汚染防止対策に
関する調査研究小委員会
　　小峯　裕己君
           7 名

8 ・学校施設における化学物質による室内空気汚染防止対
　策に関する調査研究

〔材料施工委員会〕
電気炉酸化スラグ骨材品質調
査研究小委員会
　　清水　昭之君
          15 名

4 ・電気炉酸化スラグ骨材を用いた建築用コンクリートに
関する調査研究

木造建築物解体工事小委員会
　　菊池　雅史君
　　　　　14 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

〔特別調査委員会〕
建築市場・建築産業の現状と将
来展望特別調査委員会
　　多治見　左近君
　　　　　10 名

2 ・欧米諸国等における維持補修分野に関する調査業務

〔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

9 ・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（その２）
　ｱ)局舎経済性能の分析及びコストプランニング基礎資
料作成

〔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（その２）
　ｨ)検証方法の調査分析及び標準詳細図の検証
　ｩ)検証の在り方（組織・手順・責任処理）に関する調
査研究

〔特別委員会〕
住宅内のエネルギー消費に関
する調査研究委員会
　　村上　周三君
　　　　　90 名

18 ・住宅内のエネルギー消費に関する全国的調査研究
①住宅のエネルギー消費量実測・データベース化
②住宅内のエネルギー消費機器評価手法の確立
③住宅・住宅のエネルギー消費量予測モデルの開発，とし
全国都道府県の戸建住宅世帯，集合住宅世帯を対象に，
住宅内エネルギー消費量の実測と現状把握の実態調査
を行い，予測モデルの開発，データベース化，機器評価
手法の確立を行う

〔建築教育連絡協議会〕
試行マニュアル検討 WG
　　島田　良一君
　　　　　37 名

7 ・JABEE の建築分野要件の策定
・審査マニュアルの作成
・審査員養成
・3大学を対象として審査試行の実施
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7.3　学術レビュー関係

　　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

学術レビュー委員会
　　松藤　泰典君
　　      13 名

８ （1）学術レビュー委員会の運営
1）JAABE(AIJ)編集委員会運営規程，Instruction
   to Authors の検討
2）総合論文誌運営規程の検討
3）論文集運営規程改正の検討
4）技術報告集運営規程，応募規程改正の検討
5）論文集３分冊化の検討
6）インパクトファクターの検討
7）総合論文誌刊行の検討
（2）発表体系のあり方の検討
（3）ピアレビューのあり方の検討
1）論文・作品のピアレビューに関する倫理規程の作成
（4）論文集・技術報告集・作品選集の評価・発信・

流通の検討
論文集委員会
　　初見　学君
　　　 　 54 名

16 （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
1）委員会構成について
2）３分冊化について
3）掲載題数の拡大について
（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）異議申し立てについて
3）関係規程等のホームページ掲載について
（4）論文集委員会査読候補者の選定

技術報告集委員会
　　古瀬　敏君
　　　　　50 名

4 （1）技術報告集（第 13 号，第 14 号）2 冊の刊行
（2）技術報告集の編集・企画
1）委員会構成について
2）「論文集」との区分けについて
（3）技術報告集の募集・審査
1）カテゴリーの検討
2）連続する論文の扱いについて
3）関係規程等のホームページ掲載について
（4）技術報告集委員会査読候補者の選定

英文論文集委員会
　　尾島　俊雄君
　　      15 名

4 （1）Journal of Asian Architecture and Building
     Engineering  (JAABE)　1 号の刊行
（2）JAABE エディトリアルボードの運営
（3）JAABE の編集・企画
（4）JAABE 掲載論文の募集・審査
1）Instruction to Authors,Submission of
　　 Accepted Manuscript の作成

作品選集委員会
　　細田　雅春君
           89 名

3 （1）「作品選集 2002」掲載作品の応募と選考
　　　　応募 204 点，掲載 94 点
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7.4　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
　　佐野　幸夫君
　　　　　  7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）建築文化事業の実施
（4）継続教育の検討

講習会等事業委員会
　　梅干野　晁君
　　　　   20名

10 （1）2001年度講習会事業報告
　1） 支部共通事業
　・建築基礎構造設計指針改定講習会
　2)委員会主催等講習会
　・コンクリート・ポリマー複合施工指針(案)に関する

講習会
　・高炉セメント・高炉スラグ微粉末指針改定講習会
　・建築物の改修および外壁改修工事（乾式）の考え方

講習会
　・免震構造設計指針講習会
　・山留め設計施工指針講習会
　・連続繊維補強コンクリート系構造設計指針講習会
　・構造用金属系素材に関する講習会
　・鋼構造接合部設計指針講習会
　・研究・実験施設設計ガイドライン講習会
　・2001年鳥取県西部地震・2001年芸予地震災害調査報

告会
（2）2001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
　　細田　雅春君
             14名

6

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

4

（1）2001 年度支部共通事業設計競技の実施
   課題「子どもの居場所」

　　　応募数       197
　　　支部入選      46
　　　全国入選      10
　　　タジマ奨励賞  10

（2）2000 年度支部共通事業設計競技
    「新世紀の田園居住」全国･支部優秀作品集刊行

全国審査部会（2002年度）
　　三宅　理一君
             10名

2 （3）2002 年度支部共通事業設計競技の企画
     課題「外国人と暮らすまち」

審査部会（技術部門・2001）
　　秋山　宏君
        13名

3 （4）設計競技（技術部門）の実施(第３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」
審査部会（技術部門・2002）
　　嵩　英雄君
        15名

（5）第４回設計競技（技術部門）の企画(第４回試行)
   課題「ゼロエミッション化住宅」
（6）設計競技（技術部門）定常化事業のための検討



－ 56 －

講演・展示事業委員会
　　神田　　孜君
　　坪内　文生君
            14名

8 （1）建築文化週間
  1)建築文化週間2001の開催
  2)建築文化週間2002企画の検討
（2）講演会
　1)2001年日本建築学会賞（作品部門）受賞者記念講演会
　2)学生サマーセミナー in 高知
（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｣

都市と建築講座企画部会
　　村上　美奈子君
             8名

8 （4）講座
1)親と子の都市と建築講座
　2)親と子の建築講座

卒業論文等顕彰事業委員会
　　梅干野　晁君
         27名
          (4)

9 （1）2001年（第12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）2002年（第13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
　　村上　美奈子君
　　　　38名
  　  (4)

12 （1）新たな学校教育用教材の検討
（2）「近代建築史図集」改訂版執筆
（3）「建築教育における倫理教材」執筆
（4）「ちからとかたちシリーズ」原稿の調整
（5）子ども向け建築書の企画

7.5　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
　　友澤　史紀君
            7 名

4 （1） 委員会成果の公開システム
（2） 情報ネットワークメールサービス
（3） 委員会活動におけるＩＴ環境利用の推進
（4） ホームページの整備・充実

図書委員会
　　高橋　康夫君
　　　　　136 名
　　　　　 (9)

37 （1）図書館の運営
　・新しい図書館構想に沿った運営諸規定などの検討
　・文献資料の収集・整理・閲覧
　・5館図書館蔵書目録横断検索 OPAC の構築
　・CTBUH 谷文庫の創設
（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（1995-1997）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
構築と検索サービス

　・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
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（6）伊東忠太資料の公開方法について検討および
　　 大会行事「伊東忠太展　－手稿と下絵から見る建築
思潮の源」開催

（7）国立情報学研究所 NACSIS-IR での本会発表データペ
ース構築，および 2000 年度分データの学会 LAN 抽出

編集委員会
　　若山　　滋君
　　　　　 22名

2 ・建築雑誌 9冊，建築年報１冊の企画・刊行
・技術報告集第 13 号，第 14 号の刊行

　　布野　修司君
　　　　　 32名
　　　　　　

10 ・建築雑誌 3冊の企画・刊行
・作品選集 2002 の刊行
・英文論文集第 1号の刊行

刊行委員会
　　小澤　紀美子君
　　村上　美奈子君
　　　　　 8 名

3 ・ 2002 年度刊行物刊行実施の検討・承認
・ 2003 年度刊行物執筆着手の検討・承認
・本会出版事業の見直し

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
           89 名
           (10)

40 ・「建築設計資料集成」全面改訂版の編集
・「建築設計資料集成　総合編」刊行
・「建築設計資料集成　居住」刊行
・「建築設計資料集成　余暇・宿泊」刊行
・「コンパクト建築設計資料集成〈バリアフリー〉」の編集

建築ガイド編集委員会
　　前野　まさる君
           42 名

3 「総覧日本の建築」
・第 6－2 巻　奈良・和歌山編刊行の編集作業
・第 4巻　甲信越・北陸編の掲載作品リスト作成

学術用語標準化委員会
 　　 　 156 名
　　　　  (24)

1 ・「建築学用語辞典 第 2 版」の見直し

7.6　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 10 15 54 421 名
特別調査 9 18 156 394 名会務関係
表　　彰 6 0 12 109 名
学　　術 1 2 12 31 名
調査研究 16 473 2,259 6,164 名
特別研究 5 19 39 382 名

研究関係

受託研究 12 0 115 274 名
学術レビュー関係 5 0 35 221 名

教育関係 6 13 66 175 名
情報関係 8 43 100 493 名
計 78 583 2,848 8,664 名

前　年　度 75 593 2,779 8,688 名
前　年　比 +3 －10 +69 －24 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（2回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
 研究会「最近の建築紛争の事例」 2001.7.25  建築会館ホ－ル 小野　洋一

他 1名
 120 名

 第２回講演会「建築紛争の現状と課題」 2002.3.26  建築会館ホ－ル 松本　光平
他 3名

 170 名

合　計 290 名
8.2　調査研究委員会主催

（1）材料施工委員会（7回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
「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・同解説」「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・同解説」改定講習会

2001.7.23

7.30

7.31

東京・建築会館ホール

大阪・大阪科学技術センタ
ー401 会議室
福岡・福岡建設会館 701 会
議室

依田　彰彦
他 3 名

依田　彰彦
他 3 名

依田　彰彦
他 2 名

107 名

64 名

52 名

「コンクリート・ポリマー複合体の施工
指針（案）・同解説」講習会

10.22

10.23

東京・建築会館ホール

大阪・科学技術センター
会議室（参加申込者少数の
ため中止）

大濱　嘉彦
他 3名

80 名

第 14 回建築施工ロボットシンポジウム 2002.1.15 東京・建築会館ホール 比留川博久
他 12 名

62 名

「建築物の改修の考え方」「外壁改修工
事の基本的考え方（乾式編）」講習会

1.18 東京・建築会館ホール 白山　和久
　他 8 名

135 名

合　計 500 名
（2）構造委員会（22 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
「建築における計算応用力学の進展」シ
ンポジウム

2001.4.27 東京・建築会館会議室 藤谷　義信
他 6名

19 名

「免震構造設計指針」改定講習会 9.12

9.14

9.18

9.27

9.28

東京・建築会館ホール

札幌・ホテルノースシティ

福岡・福岡建設会館

大阪・建設交流館

高松・高松テルサ

和田　　章
他 5名

和田　　章
他 3名

多田　英之
他 4名

多田　英之
他 4名

中田　慎介
他 3名

232 名

33 名

73 名

107 名

48 名

第 29 回地盤震動シンポジウム
「改正基準法の地震動規定を考える
－地震震動研究から見た限界耐力計算
の評価と課題－」

10.31 東京・建築会館ホール 萩尾　堅治
他 10 名

214 名
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シンポジウム「戸建住宅におけるこれか
らの基礎・地盤の性能評価」

11.2 東京・建築会館ホール 澤田　和也
他 7名

158 名

第 10 回「シェル・空間構造」セミナー 11.9 東京・建築会館会議室 加藤　史郎
他 6名

99 名

講習会「鋼構造接合部設計指針」 11.13

11.20

11.22

11.27

12.4

12.6

東京・建築会館ホール

福岡・福岡建設会館

名古屋・昭和ビル

大阪・建設交流館

高松・高松テルサ

札幌・ホテルノースシティ

井上　一朗
他 4名

井上　一朗
他 2名

矢部　喜堂
他 3名

中島　正愛
他 4名

中島　正愛
他 2名

矢部　喜堂
他 2名

280 名

77 名

109 名

152 名

59 名

36 名

シンポジウム「木質構造の新しい耐震設
計の考え方」

11.22 東京・建築会館ホール 宮澤　健二
他 5名

230 名

公開委員会「リスクマネジメントについ
て考える」

11.27 東京・建築会館会議室 栗田　　哲
他 3名

32 名

講習会「性能設計体系における建築構造
用鋼材と金属系素材」

2002.1.29 東京・建築会館ホール 小野　徹郎
他 6名

128 名

「山留め設計施工指針」改定講習会 2.14

2.21

東京・建築会館ホール

大阪・大阪科学技術センタ
ー

丸岡　正夫
他 5名

宮崎　祐助
他 5名

193 名

103 名

「連続繊維補強コンクリート系構造設
計施工指針（案）」講習会

3.4

3.11

東京・建築会館ホール

大阪・大阪科学技術センタ
ー

松崎　育弘
他 3名

森田　司郎
他 4名

90 名

56 名

合　計 2,528 名
（3）建築歴史・意匠委員会（5回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場  講　　師 参加者数
第 4回「批評と理論」シンポジウム 2001.5.10 東京・建築会館会議室 鈴木　博之

他 5名
   98 名

第 5 回「批評と理論」シンポジウム 7.11 東京・建築会館ホール 杉本　俊多
　 他 2 名

135 名

第 6 回「批評と理論」シンポジウム 9.28 東京・建築会館ホール 浅田　　彰
　 他 5 名

133 名

「世界の建築の近代を考える（1）」シン
ポジウム

2002.1.18 東京・建築会館会議室 村松　　伸
他 8 名

60 名

第 1 回「建築論の現在」セミナー 2.15 東京・東京大学工学部 1号
館

岸田　省吾
　他 6 名

64 名

合計　490 名
（4）防火委員会（１回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
シンポジウム「火災とコンクリート」 2001.6.15 東京・建築会館会議 吉田　正友

他 6名
78 名

合　計 78 名



－ 60 -

（5）建築経済委員会（6回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
「建設プロジェクトにおける役割分担と
プロジェクトチームの編成形態の多様性
がもたらすもの」講演会

2001.7.12 東京・建築会館ホール Dr.william
hughes

　

79 名

第 17 回「建築生産」シンポジウム 7.26～27 東京・建築会館ホール 野城　智也
発表者 46 名

125 名

「都市サイクルマネージメントの現状と
今後の課題」シンポジウム

10.26 東京・建築会館会議室 尾島　俊雄
他 8名

37 名

第 13 回「建築生産」セミナー 11.15 東京・建築会館ホール 天野　博文
他 5名

40 名

第 3 回「PM」ワークショップ 11.27 東京・建築会館ホール 住田　浩典
他 4名

88 名

第 13 回「建築生産」パネルディスカッシ
ョン

2002.2.15 東京・建築会館ホール 嘉納　成男
他 10 名

76 名

合　計 445 名
（6）環境工学委員会（17 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
シンポジウム「インパルス応答測定・音
響指標算出手法の現状と課題」

2001.4.17 東京・建築会館会議室 大久保洋幸
　　 他 9 名

60 名

公開研究会「建築色彩設計の現場」 4.20 東京・建築会館会議室 石田泰一郎
　　他 10 名

　46 名

シンポジウム「建築設備のリサイクル」 6.6 東京・建築会館会議室 竹林　芳久
　　他 7名

47 名

展示＆テーブルトーク「ヒートアイラン
ド対策と街づくり」

8.3～5 大阪・ハービス PLAZA 森山　正和
　　他 7名

80 名

講習会「研究・実験施設の安全設計ガイ
ドライン」

10.1 東京・建築会館ホール 輿　　重治
　　他 7名

91 名

広域風環境シンポジウム「風力エネルギ
ー利用に関する最先端」

10.19 東京・東京大学生産技術研
究所

加藤　信介
　　他 3名

35 名

 第 31 回熱シンポジウム 10.19～20 名古屋・名古屋能楽堂 大澤　徹夫
    他 23 名

101 名

 第 2 回「複合効果と環境デザインＷＧ」
研究会

10.21 京都・キャンパスプラザ 松原　斎樹
　　他 2名

36 名

第 1 回光環境デザインシンポジウム「小
嶋一浩の光の世界を考える」

11.20 東京・建築会館ホール 小嶋　一浩
　　 他 4 名

81 名

第５回環境心理生理・行動研究小委員会
合同研究会

2002.1.9 東京・建築会館会議室 宇治川正人
　　 他 7 名

64 名

第 20 回環境振動シンポジウム 1.22～23 東京・建築会館ホール　横
浜・みなとみらい地区

塩田　正純
　　他 16 名

121 名

シンポジウム「建築家のためのソーラー
建築計画」（福岡会場）

1.24 福岡・福岡朝日ビル 渡邊　俊行
     他 6 名

78 名

第 5回環境工学シンポジウム 1.28 東京・建築会館会議室 木村　建一
　　他 15 名

63 名

シンポジウム「室内音場予測手法の現状
と課題」

1.30 東京・建築会館会議室 石田　康二
　 　他 4 名

43 名

第 3 回「複合効果と環境デザインＷＧ」
研究会

2.9 大阪・大阪市立大学文化交
流センター

鈴木　広隆
　　 他 2 名

28 名
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シンポジウム「建築家のためのソーラー
建築計画」

3.18 仙台・ハーネル仙台 吉野　　博
　　他 6名

70 名

シンポジウム「音楽ホールにおける音の
空間印象と評価法」

3.27 東京・建築会館会議室 森本　政之
　　他 3名

49 名

合　計　1,093 名
（7）建築教育委員会（2回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
第 32 回工業高校建築教育研修会 2001.8.2～3 東京･建築会館ホール

東京・電通新社屋建設工事
現場

仙田　　満
　　 他 1 名

 45 名

「第２回建築教育シンポジウム」
－21 世紀の人材育成と継続教育のあり方
を探る－

2002.1.26 東京・建築会館ホール 稲葉　武司
　 他 11 名

   100 名

合　計 145 名
（8）都市計画委員会（8回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
都市防災システム公開研究会「阪神･淡路
大震災に係る地震防災対策検討委員会報
告について」

2001.7.6 東京・建築会館会議室 向田　正博 21 名

第 11 回都市景観ルックイン：
足利市の歴史的資産と町並み整備

9.21 栃木・足利市民プラザ・足
利市内

和田　幸信
他

30 名

第５回景観展「21 世紀の景観デザイン研
究」

9.22～24 東京・東京大学工学部 14
号館ロビー

500 名

キャンパス計画関係者の懇談会（第４回） 9.25 東京・東京大学工学部 1号
館 15 号教室

萩島　　哲
他 6名

82 名

都市防災システム公開研究会「芸予地震
について」

11.8 東京・建築会館会議室 中林　一樹
他 2名

12 名

第 4 回都市形成･計画史公開研究会「都市
空間の形成原理を探る」

12.8 京都・京都工芸繊維大学工
繊会館

佐々 木日嘉里
　　他 3名

33 名

第 5 回都市形成･計画史公開研究会「外国
人研究者からみる日本都市計画」

2002.3.8 東京・建築会館会議室 Andre
Sorensen
他２名

22 名

都市防災システム公開研究会「村上處直
先生に聞く：これまでの都市防災 これか
らの都市防災」

2002.3.26 東京・建築会館会議室 村上　處直 25 名

合　計　725 名
（9）建築計画委員会（24 回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
第 17 回安全計画シンポジウム「性能から
発想する建築計画」（東京・大阪）

2001.4.18
4.27

建築会館会議室
大阪市立大学文化交流セン
ターホール

富松　太基
　　他 12 名

86 名

第 18 回外壁構法シンポジウム「建築素材
としての土の可能性」

4.20 建築会館ホール 小松　幸夫
　　他 4名

59 名

第 48 回空間研究研究会「空間の魅力と演
出方法」

4.24 建築会館ホール 室伏　次郎
　　他 4名

84 名

第 11 回比較居住文化研究小フォーラム
「東南アジア島嶼地域の居住文化

4.27 東京大学生産技術研究所 平田　隆行
　　他 3名

33 名
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と空間の魅力」
公開研究会「考古学から見た日本原始の
木造技術」

5.15 建築会館会議室 山田　昌久 34 名

2001 年度春季学術研究会「公共住宅の行
方を探る」

6.29～
6.30

岐阜北方団地他 上野千鶴子
　　他 6名

178 名

シンポジウム「個性的な劇場・ホール建
築は地域にどのように受け入れられてい
るか？」

6.9～6.10 大社文化プレイス 本杉　省三
　　他 6名

50 名

第 4 回持続型居住ミニシンポジウム「都
市の系-住環境の持続とまちの再生」

6.23 早稲田大学 小浦　久子
　　他 4名

50 名

医療施設公開施設見学・講演会「病院食
事革命」

6.15 聖隷三方原病院 金谷　節子 57 名

第 19 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 48 名

75 名

第 49 回空間研究会「パーソナル・スペー
ス研究の発展と環境心理学」

9.25 東京大学山上会館 ロバート・
ソマー

　　他 1名

125 名

第 12 回比較居住文化研究小フォーラム
「東南アジアの都市居住文化と空間の魅
力」

9.25 芝浦工業大学 大月　敏雄
　　他 3名

35 名

第 5 回持続型居住ミニシンポジウム「実
験の系-居住における計画の検証，そして
持続」

10.6 早稲田大学 高田　光雄
　　他 3名

75 名

第 39 回建築人間工学小委員会研究会「人
をはかるシリーズ 1　人体寸法の計測」

10.17 産業技術総合研究所関西セ
ンター

若井　正一
　　他 4名

46 名

第 19 回外壁構法シンポジウム「20 世紀
の外壁－新世紀に向けてのキーワ
ードの模索－」

10.26 建築会館ホール 小玉祐一郎
　　他 2名

89 名

第 16 回安全計画シンポジウム「建築防災
計画指針」はどこへ行く

11.16 建築会館会議室 吉田　克之
　　他 3名

44 名

第 2 回ライフスタイル・住文化公開研究
会「多様化する家族像と住まいの行方を
探る」

11.30 建築会館会議室 小泉　雅生
　　他 3名

45 名

シンポジウム「トイレから見直す学校建
築」

12.15 世田谷区立桜丘小学校 吉村　　彰
　　他 6名

39 名

第５回設計方法シンポジウム「人間－環
境系のデザインプロセス」

2002.1.19 建築会館ホール 野川　正孝
　　他 4名

85 名

高齢者居住をめぐる計画視点（5）「高齢
者居住における"脱"施設化の試み」

1.25 建築会館会議室 井上　博文
　　他 3名

25 名

在宅ケア環境シンポジウム「介護保険制
度と自治体の住宅改修補助制度」

2.22 建築会館ホール 小椋　利文
　　他 2名

35 名

第 40回建築人間工学研究会　人をはかる
シリーズ 2「人間の動きの計測」

2.20 名古屋市立大学 前野　朋之
　　他 3名

70 名

第 2 回バリアフリー・ユニバーサルデザ
イン教育シンポジウム

3.8 積水ハウス（株）会議室 高橋　儀平
　　他 8名

85 名

シンポジウム「教育資源としての劇場・
ホール（その 2　関東編）」

3.23 世田谷区立玉川中学校　地
域開放施設　なかまちふれ
あいホール

柳澤　　要
　　他 6名

67 名

合　計 1,571 名
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（10）農村計画委員会（5回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
「集住のかたち」-集住の知恵 6- 2001.4.21 タイ：チユラロンコーン

大学
伊藤　庸一
　　他 3名

15 名

2001 年度農村計画委員会春季学術研究会
「農村の方が面白い　－田園ワークショ
ップ－」

6.23 京都:美山町自然文化村
　　　河鹿荘

重村　　力
　　他 7名

55 名

「エコロジカルなミニモデル農村と住民
による集落環境づくり」

12.2 農業環境技術研究所 守山　　弘 32 名

農村エコシステム研究会「集落住民に
よる農村環境形成とエコミュージア
ム」

12.16 広島県高宮町役場会議室 糸長　浩司 42 名

シンポジウム「住民主体の地域づくりの
ための農村・国土計画論」

2002.3.15 建築会館会議室 石丸　紀興
　　他 3名

10 名

合　計　154 名
（11）海洋委員会（1 回）

               名　　　　称 期　　日       会　　　場    講
師

参加者数

第 2回海洋建築と空間利用シンポジウム 2001.11.27 建築会館会議室 木下　　健
　　他 4名

   60 名

合　計　60 名
（12）情報システム技術委員会（4回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
シンポジウム「自然の複雑さに学ぶ建築と
技術」

2001.10.19 東京・建築会館会議室 朝山　秀一
他 4名

65 名

第８回建築設計および生産情報の流れシ
ンポジウム

11.14 東京・建築会館ホール 椎野  　潤
他 4 名

117 名

第 24 回情報・システム・利用・技術シン
ポジウム

12.13～14 東京・建築会館ホール・会
議室

発表者 48 名 152 名

第 1 回建築情報標準化技術フォーラム
「CALS/EC における電子納品の動向と建築
分野の対応」

2002.2.21 東京・建築会館ホール 寺井　達夫
他 12 名

77 名

合　計　411 名
（13）災害委員会（３回）

名　　　　称 期　　日 会　　場 講　　師 参加者数

2001 年インド西部グジャラート地震被害
調査報告会

2001.5.31 東京・建築会館会議室 小谷　俊介
　他 9 名

43 名

2000 年鳥取県西部地震・2001 年芸予地震
災害調査報告会

10.6 東京・建築会館ホール 南　　宏一
　他 8 名

65 名

2000 年鳥取県西部地震・2001 年芸予地震
災害調査報告会

10.13 広島・広島工業大学広島校
舎

南　　宏一
他 8名

53 名

合　計　161 名
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（14）地球環境委員会（4回）

名　　　　称 期　　日 会　　場 講　　師 参加者数
シンポジウム「建築における資源循環のモ
デル化」

2001.11.9 建築会館会議室 漆崎　　昇
　　他 3名

37 名

サステナブルビルディング連続ワークシ
ョップ　第 1 回「サステナブルビルディン
グと政策デザイン」

11.28 建築会館ホール 野城　智也
　　他 3名

112 名

サステナブルビルディング連続ワークシ
ョップ　第２回「アジアのサステナビリテ
ィ」

2002.1.23 建築会館ホール 金　　瑛燮
　　他 3名

42 名

サステナブル・ビルディング連続ワークシ
ョップ　第 3 回「都市のサステナビリテ
ィ」

3.18 建築会館ホール 下田　吉之
　　他 3名

47 名

合　計　238 名

8.3　特別調査・研究委員会主催

（1）地震防災総合研究特別調査委員会（3回）

名　　　　称 期　　日 会　　　場 講　　師 参加者数
第1回公開研究会「地震情報を活用した設
計地震動の評価に向けて」

2001．12.4 建築学会会議室 石井　　透
他３名

30名

第１回合同公開研究会被災直後の被害調
査のあり方をめぐって

2002.1.25 建築学会会議室 室崎　益輝
他４名

50名

第６回「震災対策技術展」関連講演会
　　どう活かす地震の教訓―地震災害
　　の軽減に向けて―

2002.2.14 横浜国際平和会議場（パシ
フィコ横浜）

峰政　克義
他 6名

270名

合　計 350 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
「京都の都市景観の再生－学会提言案
を考える市民ワークショップ」

2001.12.15 世田谷区立桜丘小学校 岡崎　甚幸
　　他 6名

124 名

合　計　124 名
（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
Study Tour-cum-Training for Conserva-
tion and Regeneration of Historic Cities
and Housing in East Asia
（東アジア歴史都市･住宅の保存と再生に関する
スタディツアー／研修）

2002.2.10
～22

京都市景観街づくりセン
ター・奈良女子大学・国連
地域開発センター・妻籠を
愛する会・横浜市役所・建
築会館の各会議室ほか

佐々波秀彦
他 42 名

330 名

Regional Seminar on East Asian Historic
Cities “Recreation of Historic Landscape and
Revitalization of Traditional Cities”
（東アジア歴史都市 地域セミナー「歴史
的景観の再創造と伝統的都市の再活性
化」）

2.21 東京・国連大学５階エリザ
ベス･ローズ会議場

佐々波秀彦
他 20 名

110 名

合　計　440 名
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（4）室内化学物質空気汚染調査研究委員会（1回）

名　　　　称 期　　日 会　　場 講　　師 参加者数
「化学物質による室内空気汚染の現状
と対策」最終成果報告会

2001.7.30
8.2
東京　建築会館ホール
大阪　建設交流館

村上　周三
　　他 11 名

427 名

合　計　427 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
大会行事「伊東忠太展－手稿と下絵から
見る建築思潮の源」

2001.9.18
～24

建築会館ホール 280 名

合　計 280 名

8.5　本会・他学協会共催（6回）

名　　　　称 共催学協会 期　　日 会　　場
第 47 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 構造工学専門委
員会，土木学会

2001.4.3～4 日本学術会議

第 31 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
土木学会他

7.12～13 日本学術会議

第 45 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
日本材料学会他

9.18～19 日本学術会議

第 17 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

12.4～6 日本学術会議

第 51 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，応用物理学会他

2002.1.22～24 日本学術会議

第 17 回環境工学連合講演会 日本学術会議  社会環
境工学研究連絡委員会
環境工学専門委員会

1.29～30 日本学術会議

8.6　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 － 2 290 名
調査研究委員会 14 109 8,599 名
特別調査・研究委員会主催 4 7 1,341 名

情報関係委員会 1 1 280 名
本会・他学協会共催 － 6 －

合　　計 19 125 10,510 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 2001＞
（主催）日本建築学会
（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㈱，西松建設㈱，前田建設工業㈱，
東京ガス㈱（12 社）

建築夜楽校　「建築家のメッセージ」
6.1 第一夜「１９８９年－ベルリンの壁の崩壊，フランス革

命２００年，平成元年－」
パネリスト：藤井博巳（芝浦工業大学教授）
　　　　　　隈　研吾（隈研吾建築都市設計事務所主宰）
　　　　　　安田光男（安田光男建築事務所主宰）
コーディネーター：赤堀　忍（芝浦工業大学助教授）

建築会館ホール 160 名

6.8 第二夜「１９６８年－安田講堂，パリ・カルチェ・ラタ
ン，明治百年－」

パネリスト：鈴木了二（早稲田大学芸術学校教授）
手塚貴晴（武蔵工業大学講師）

コーディネーター：中谷正人(中谷ネットワークス）

建築会館ホール 80名

6.14 第三夜「１９９５年－阪神大震災，地下鉄サリン事件，
IT 革命，スーパーフラット－」

パネリスト：池田武邦（池田研究室）
後藤　武（慶應義塾大学講師）
森川嘉一郎（早稲田大学理工学総合研究セ
ンター九州研究所客員講師）

コーディネーター：五十嵐太郎（建築史家）
赤堀　忍（前掲），中谷正人（前掲）

建築会館ホール 130 名

東京ウォッチング
6.9 「六本木に『昭和』を見る」

コース：乃木神社（乃木邸）→東京大学生産技術研究所跡
地→６・６プロジェクト→麻布郵便局→六本木墓
地ほか

解　説：井上　明久（作家，早稲田大学講師）
　　　　陣内　秀信（建築史家，法政大学教授）
　　　　藪野　　健（画家，早稲田大学芸術学校教授）
　　　　建築学科の学生

81名
(申込み
150 名)

２１世紀建築会議
「『建築』を疑え」
＜６つの切り口・ゲスト＞
■ナショナリティ系／あなたの中に「日本」はあります
か？
　栄久庵慶司（インダストリアルデザイナー）
　西沢立衛（建築家）
■時間軸系／「時間」を取りこぼしていませんか？
　内田祥士（東洋大学助教授）
■オリジナリティ系／「オリジナル」って何ですか？
　吉松秀樹（建築家）
■機能系／合理の「理」ってなに？
　西山浩平（エレファントデザイン代表）
■批評系／「建築批評」はこのままでいいのか？

建築会館ホール，会
議室

パネラー
65 名

オ ー デ ィ
エンス
延200 名
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　飯島洋一（建築評論家）
■見た目系／『見た目』は何を伝えるのか？
　後藤武（建築家）

6.16

6.17
6.18

各ユニットによる問題提起（プレゼン）／ユニット間会
議
ユニット間会議
ユニット間会議／ユニットごとの総括
建築文化週間 2001支部開催事業
＜北海道支部＞

6.23 見学会「建築散歩　～おびひろ編～『親子で巡る歴史的
建造物の見学会』」
見学先：宮本商産→旧大林邸→十勝信用組合（旧安田銀行

帯広支店）→相原求一朗デッサン館（旧三井金物
店）→双葉幼稚園→中札内美術村［相原求一朗美
術館（旧帯広湯），坂本直行記念館］→真鍋庭園
［真正閣（旧十勝公会堂御便殿）］→十勝監獄石
油庫

解説者：歴史意匠専門委員会委員他

帯広市内，郊外 26 名

7.9
10
見学会「ドーム建築はどのようにして造るのだろう？
－札幌ドーム見学会－」
会　場：札幌ドーム
講　師：札幌ドーム建築関係者
　　　　北海道支部担当者

札幌市，札幌ドーム 73 名

＜東北支部＞
6.23 堤町たんけんワークショップ

プログラム：・堤町を探検するワークショップ
・「堤み焼き」の陶器や人形の展示
・小学生による未来の仙台についてのパネ
ル展示住まいづくり講演会「建てたい家は
どんな家」

講　師：渋谷セツコ（建築と子供たちネットワーク仙台）

三本松市民センタ
ー，堤町

25 名

＜関東支部＞

6.12 見学会「(仮称)パシフィックセンチュリープレイス丸の
内」

見学先：(仮称)パシフィックセンチュリープレイス丸の
内の建設工事現場

講　師：亀井忠夫＋車戸城二（PCP共同設計室(日建設計
＋竹中工務店)）

40 名

6.22 見学会「丸ノ内ビルヂング」
見学先：丸ノ内ビルヂングの建設工事現場
講　師：稲田達夫（三菱地所丸の内設計室副室長）

39 名

＜東海支部＞
6.2 建築ウォッチング「水の宇宙船，誕生前夜」

見学先：栄公園地区（広場ゾーン）新築工事現場（名古
屋市東区東桜一丁目）

講　師：河津（大林組名古屋支店設計部長）
高宮（大林組名古屋支店工事事務所副所長）

63 名

6.30
＜北陸支部＞
見学会「長谷川逸子の作品に学ぶ」
見学先：富山県内の長谷川逸子作品

大島町絵本館（富山県射水郡大島町）
氷見市海浜植物園，氷見市立海峰小学校，氷見
市立仏生寺小学校（以上　氷見市）

解説者：志鷹正樹（長谷川逸子建築計画工房元所員）

44 名
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＜近畿支部＞
6.15～16 第１２回設計図面作品展示会

展示作品：
  ①平成１２年度 支部主催卒業設計競技応募作品
  ②２０００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２００１」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＞
6.23 「広島市紙屋町地下街を考える」（防災シンポジウム）

講　師：地井昭夫（広島大学教育学部教授）
高東博視（前広島地下街開発常務取締役）
森下　弘（広島市消防局指導課長）
保野健次郎（元近畿大学工学部教授）
芳賀保夫（福山大学工学部教授）
住田昌雅（紙屋町地下街建築工事事務所総合所
長）

後　援：国土交通省中国地方整備局，広島県，広島市，
広島県建築士会，広島県建築士事務所協会，日
本建築家協会中国支部，日本建築構造技術者協
会中国支部，建築技術教育普及センター中国支
部，NHK 広島放送，中国放送，中国新聞

協　力：広島地域都市防災研究会

広島工業大学広島
校舎５０１教室

110 名

＜四国支部＞
6.23 見学会と講演会「湯築城武家屋敷の復元工事について」

見学会
　見学先：道後公園（松山市道後）
講演会
　講　師：河内 満(株式会社都市計画研究所)

生活文化センター
（松山市持田町）

35 名

＜九州支部＞
6.9 建築ウォッチング ＩＮ 佐賀

　「長崎街道の町並み」
見学先：１）塩田町；志田焼の里博物館，旧塩田宿（西

岡家，杉光家，本応寺，旧塩田津など）
　　　　２）鹿島市；肥前浜宿（呉竹酒造の酒蔵・継ぎ

場・泰智寺など）
　　　　３）佐賀市；柳町（旧古賀家・旧古賀銀行・旧

三省銀行・旧牛島家・旧福田家など）
講　師：地域の郷土史家および建築家など

113 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
2001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・東北支部・近畿支部
（協賛）日本板硝子㈱・東京ガス㈱
（受賞作品）

 東京国立博物館法隆寺宝物館
谷口吉生（谷口建築設計研究所代表取締役）

熊本県立農業大学校学生寮
藤森照信（東京大学生産技術研究所教授）

中島ガーデン
松永安光（鹿児島大学教授）

（開催会場）
7.6 東京会場

　講　師：藤森照信（前掲）
          松永安光（前掲）

建築会館ホール 250 名

7.9 仙台会場(東北支部)
　講　師：藤森照信（前掲）
          松永安光（前掲）

仙台シルバーセン
ター

300 名

7.17 大阪会場（近畿支部）
　講　師：藤森照信（前掲）
          松永安光（前掲）

朝日生命ホール 100 名

8.3～6 学生サマーセミナー in 高知
課　題：自立する究極の空間構造
講　師：今川憲英（構造設計家／東京電機大学教授）
　　　　中谷正人（建築ジャーナリスト／千葉大学講師）
　　　　ほか
企画協力：木造建築研究機構

高知県立工科大学
および森林総合セ
ンター

16 名

＜親と子の都市と建築講座2001＞
（主催）日本建築学会・国立科学博物館

8.11 第１回  折り紙で建物づくり
講  師：久保田稔男（国立科学博物館）

国立科学博物館新
宿分館４階大会議
室

34 名

8.18 第２回  折り紙で建物づくり
講　師：久保田稔男（国立科学博物館）

国立科学博物館新
宿分館 4 階大会議
室

43 名

（第３回～第５回）
（主催）日本建築学会・国立科学博物館・東京都歴史文化

財団
（助成）財団法人カメイ社会教育振興財団（仙台市）
（協賛）アサヒビール㈱，レンゴー㈱

11.23～24 第３回　大型工作・宿泊体験講座
　　　　「ドームハウスを作って泊まる」
講　師：木原隆明（一級建築士・福田組）
監　修：斎藤公男（日本大学教授）
ボランティア：延べ１２０名
ミニシンポジウム：木原隆明・斎藤公男・村上處直・

墨田区防災室長

東京都江戸東京博
物館本館１階会議
室・同３階「江戸
東京ひろば」

32 名
（12 家族）

12.8 第４回　室内工作講座「東京をデザインしよう！」
講　師：太田　歩（ナショナル・ビルディング・ミュージ

アム, 米国）

東京都江戸東京博
物館本館　１階会
議室

23 名
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12.16 第５回　野外探検講座「墨田シティ・サファリ」
探検場所：両国界隈（東京都墨田区）
講　師：及部克人（武蔵野美術大学教授）
補　助：武蔵野美術大学学生５名

9名
（3 家族）

＜親と子の建築講座＞
（共催）本部・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＞

8.24 仙台会場
テーマ：「南材木町・河原町まちたんけんワークショップ」
講  師：渋谷セツコ（建築と子供たちネットワーク仙台）

仙台市立南材木町
小学校

56 名

8.25 青森会場
テーマ：「弘前を知るpart２　棟梁建築家堀江佐吉の
　　　　業績をたどる」
講  師：古跡昭彦（弘前工業高等学校教諭）

弘前市民会館 36 名

10.21

11.10

郡山会場
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）
山形会場
テーマ：「建築CADによるアニメーション作成」
講　師：江川嘉彦（山形県立産業技術短期大学校講師）

郡山市ふれあい科
学館

山形県立産業技術
短期大学校

45 名

26 名

＜関東支部＞
9.15

11.3

東京会場
テーマ：子ども建築スクール2001「芝浦改造計画」
講  師：六反田千恵（共栄学園短期大学）他5名
東京会場
テーマ：「親と子の折り紙建築教室」
講　師：茶谷正洋（静岡文化芸術大学教授）

日本建築学会 301
会議室

日本建築センター
晴海デザインセン
ター

25 名

40 名

＜東海支部＞
10.20 愛知会場

講座１
テーマ：「堀川を下って名古屋の都市空間を体験する」
講  師：末吉順治（熱海っ子）

川口正秀（熱海っ子）

堀川・名古屋港ポー
トビル

24 名

11.04 愛知会場
講座２
テーマ：「ゆらゆらゆらそう」
講  師：萩原伸幸（大同工業大学講師）

愛知県青少年公園
中央管理棟第１会
議室

20 名

＜北陸支部＞
7.15 新潟会場

講座１
テーマ：「ダンボール建築」
講  師：三浦洋一（新潟県建築士会）

新潟市古町６アー
ケード

21 名

10.13 新潟会場
講座２
テーマ：「森のすみか」
講  師：関ゆう子（新潟県建築士会／木と遊ぶ研究所）

上越市民プラザ 33 名

11.10 長岡会場
講座３
テーマ：「さわって楽しむ建築」
講  師：岩佐明彦（新潟大学教授）

ハイブ長岡 44 名
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＜近畿支部＞
親と子の都市と建築教室「家をつくろう」

7.29 大阪会場
第1回
テーマ：「家はどうしてできてるの」
講  師：飯田英二氏（徳岡昌克建築設計事務所）

78名

8.4 大阪会場
第２回
テーマ：「家にはどんな部屋があるの」
講  師：佐藤達喜氏（佐藤達喜建築設計事務所）

79名

8.5 大阪会場
第３回
テーマ：「部屋をつくってみよう」
講  師：畠山弘明二氏（畠山水建工業）

大阪市立住まい情
報センター５階ホ
ール

58 名

＜中国支部＞
11.4 広島会場

テーマ：「2001親と子の建築講座inしまね
［出雲ドームをつくろう］」
出雲ドーム見学会
実験・クイズ
ドーム制作

出雲ドーム健康セ
ンター会議室

32 名

＜四国支部＞
11.10 松山会場

テーマ：「布絵で創るまちづくり」
講  師：延藤　安弘（千葉大学）
　　　　三矢　勝司（千葉まちづくりサポートセンター）
　　　　曲田　清維（愛媛大学）
（10.4 にサポーター学習会 27 名）

都市環境学習セン
ター（松山市）

60 名

2.4 香川会場
テーマ：「ものをつくる人たちと語ろう！」
講  師：多田   善昭（多田善昭建築設計事務所）

来田　光博（菅組）
山口　広巳（菅組）

多度津工業高校
（多度津町）

45 名

2.8 香川会場
テーマ：「ものをつくる人たちと語ろう！」
講  師：多田　 善昭（多田善昭建築設計事務所）

来田　光博（菅組）
佐立    学（北村塗装）

坂出工業高校
（坂出市）

75 名

2.13 香川会場
テーマ：「ものをつくる人たちと語ろう！」
講  師：多田   善昭（多田善昭建築設計事務所）

菅　　善明（菅組）
高木　俊幸（アークテクノ）

四国職能開発大学
校（丸亀市）

33 名

2.14 香川会場
テーマ：「ものをつくる人たちと語ろう！」
講  師：多田   善昭（多田善昭建築設計事務所）

三浦　嘉之（阿波三松園）

穴吹カレッジ・オ
ブ・デザイン
（高松市）

45 名

3 香川会場
テーマ：「ものをつくる人たちと語ろう！」
講  師：多田   善昭（多田善昭建築設計事務所）

川本　　襄（川本襄一級建築士事務所主宰）
神内　勇次（神内工業所）

高松工芸高校
（高松市）

45 名
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＜九州支部＞
11.22 福岡会場

テーマ：「建築立体迷路」
講  師：広瀬正人（計画環境建築）

水野宏（水野宏建築事務所）他

福岡市立壱岐東小
学校

55 名

（２）展覧会

期　日 催　し　物　名　称 会　　場 参加者
2002
1.28～2.8

支部共通事業日本建築学会設計競技全国入選者展示会
課題：子どもの居場所
全国入選・タジマ奨励賞　１７作品

建築会館展示コー
ナー

延1,000 名

9.3　設計競技（技術部門）

＜課　　題＞「LCCO2 30％削減，耐用年数 3倍延伸（100 年寿命）をめざす建築設計」

＜主　　催＞日本建築学会

＜主　　旨＞
　本会は，1997 年 12 月に「今後の我が国の建築物は新築建物で LCCO2 の 30％削減，耐用年数の 3 倍延伸を
めざすべき」との声明を公表しました。こうした大胆な対策をすぐに実行しない限り，気候変動枠組条約京
都会議（COP3）の公約は守れないという警鐘あり，重要政策課題のひとつとして継続検討を重ねてきました。
「我が国の建築分野における地球温暖化問題への当面の対策」，「建物の LCA 指針（案）」もその一環です。さ
らに 2000 年 6 月には，本会をはじめとする建築関連 5団体共同で「地球環境・建築憲章」を制定しました。
1997 年 12 月の声明を具現化する建築が出現し始めているものの，依然として多くの設計で充分な取り組み
が行われていないことも事実です。このような背景から，第 3回の設計競技（技術部門）では，「LCCO2 30％
削減，耐用年数 3倍延伸（100 年寿命）をめざす建築設計」の提案力を競うものとします。
                                                                             
＜審 査 員＞秋山　宏・伊香賀俊治・石福　昭・稲田泰夫・岩田　衛・岩村和夫・尾島俊雄・木俣信行・

小玉祐一郎・仙田　満・村上周三・野城智也・吉田倬郎

住宅部門

＜応募資格＞個人会員または個人会員のみで構成するグループ
　(○：代表者)

賞 氏　名 所　属
最優秀賞 ○小嶋一浩*1，高梨晃一*2，加藤信介*3，曲渕英邦*3，

真柄栄毅*4，郷田桃代*3，白石靖幸*3，佐貫大輔*5，
鍋島憲司*3，平野智子*3，赤池高幸*5，石丸彰子*5，
西村　猛*5，星島美完*5，岡野道子*5，伊藤教司，
岸本直子

*1シーラカンスアンドアソシエイツ
*2千葉大学
*3東京大学
*4竹中工務店
*5東京理科大学

優秀賞 ○中島裕輔，吉國泰弘，金森　道，大橋　巧，吉田
克寿，杉原浩二

早稲田大学

優秀賞 ○山田　純，宮崎賢一，多葉井　宏，市川浩司，山
本正人，黒木友裕，武藤　浩

竹中工務店

佳  　作 ○鈴木忠夫，和田義昭，箱崎英男，佐藤正章，比留
間　基晃，桑原京佑，藤田雄三

鹿島建設

佳  　作 ○高井啓明，西田達生，迫　博司，宮本聡子，吉田
真誠

竹中工務店



－ 73 －

非住宅部門
＜応募資格＞個人会員または個人会員のみで構成するグループ
（○：代表者）

賞 氏　名 所　属
最優秀賞 ○道江紳一，郷　正明，高木義寛，堀　雅弘，杉本

裕志，竹内真幸，矢川明弘，杉山靖尚，西岡　智，
中島仁志

清水建設

優秀賞 ○富樫　亮，浅野卓郎，吉江慶祐，森山修治，渡邊
薫，海宝幸一，遠藤純子

日建設計

優秀賞 ○田村和夫，坂本真一，藤城春雄，河内　武，鈴木
道哉，寺田岳彦

清水建設

佳　作 ○平岡雅哉，佐藤正章，北　典夫，三浦克弘，武政
祐一，中江　哲，小野和幸，東福大輔，東郷裕幸

鹿島建設

佳　作 ○中江　哲，小野和幸，勝濱大輔，東福大輔，松岡
良樹，東郷裕幸，佐藤正章，八木　崇

鹿島建設

　　応募総数：３０点

9.4　懸賞論文

＜課　　題＞「未来を拓く研究と技術開発に関する懸賞論文」

＜主　　催＞研究と技術開発の方向検討特別調査委員会

＜主　　旨＞
　２０世紀の科学技術の展開，人間社会の発展は過去のいかなる時代に比べても著しく，建築および建築に
関連する諸分野における社会のニーズ，日本建築学会に求められる役割は大きく変貌している。個人の何も
のにも捕らわれない自由な発想は，このような危険を回避する最大の対策となり得るものである。この未来
を開く自由な発想を組織化し，これを実現に導くことは，日本建築学会の大きな社会的使命のひとつと考え
られる。２０世紀から２１世紀への転換点は，無制限な開発と展開の時代から，有限を自覚した循環と調和
の時代の幕開けとも言われている。この機会に，建築および建築に関連する諸分野において「未来を拓く研
究と技術開発の方向を提案する懸賞論文」を募集した。
                                                                             
＜審 査 員＞村上周三・加藤信介・竹下輝和・坪内文生・藤盛紀明・吉野　博・芳村　学・野城智也
　　　　　　山木　茂・和田　章・斎藤賢吉
＜特別審査員＞泉　眞也・中川志郎・山本良一
＜応募資格＞本会正会員（個人）・準会員またはそれらで構成するグループ

賞 氏　名 所　属 応募論文名

特等
藤井俊二，林　広明，
大山能永，欄木龍大，
杉山　満

大成建設 ペンシルビルの連結による街並み再
生手法の研究

柳田克巳 鹿島建設 建設業界における請負契約の適正化
－真の生産性向上を実現するための
インフラ整備

佐藤孝典*1，笠井和彦*2，
箕輪親宏*3，多賀謙蔵*4，
竹内　徹*5，金田充弘*6，
岩下敬三*7，寺田岳彦*8，
辻　泰一*9，古宮嘉之*10

*1ｱｲﾃﾞｨｰﾙﾌﾞﾚｰﾝ，*2東京
工業大学，*3防災科学技
術研究所， *4日建設
計，*5新日鉄，*6ｱﾗｯﾌﾟｼﾞ
ｬﾊﾟﾝ，*7竹中工務店，*8清
水 建 設 ， *9 鹿 島 建
設，*10前田建設工業

リユース組立構造の提案（差し込み柱
を用いた制震構造による）

１等

中原まり ｽｶｲｽｸﾚｰﾊﾟｰ･ﾐｭｰｼﾞｱﾑ/
ﾆｭｰﾖｰｸ公共図書館

社会遺産としての建築史資料　情報公開
の先手を打つ
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岡崎健二 国連地域開発センター
防災計画兵庫事務所

意思決定が建物及び街に与える影響
に関する研究の提案－街を安全で美
しくするために

横井睦己，村上正吾，
板橋正弘

大成建設 地球環境を考えた「短寿命建築」－資
源のリユース,リサイクル

南　一誠 総務省 サステイナブルなアーバンティシュ
（都市）と建築の関係構築

２等

桑村　仁，伊山　潤，
宮澤秀明

東京大学 スチール・ファウンデイション（鋼製
基礎）

寒河江昭夫*1，
漆崎　昇*2，
五関直一*3，
熊野康子*4

*1鹿島建設，
*2大林組，
*3日産建設，
*4フジタ

次世代健康配慮建築の構築

井上文宏，栗田康平，
古屋則之，汐川　孝，
葛西秀樹

大林組 可変形状トラスVGTを用いた未来型構
造物の実用化提案

田中直樹 鹿島建設 建築の定期点検システム（建検）の確
立

薬袋奈美子 東洋大学 権力なき都市計画の実現に向けて－
住民の意見を引き出す「オリジネート
組織」整備へのシステムと技術の開拓

佳作

田中文英 東京工業大学 未来型住宅のための適応エージェン
ト技術

山本和恵 東北文化学園大学 生老病死という苦しみを建築はただ
見守るだけなのか

深澤大輔 新潟工科大学 少子化に伴う極小規模小学校のITに
よる再編整備会友

羽川綾子 ｱﾊﾞﾝ ｱｿｼｴｲﾂ 東京をめぐる二つの選択肢と三つの
課題

9.5　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 716 名

支　　部 960 名
講演会 学会賞受賞者記念講演会 650 名
セミナー 学生サマーセミナー in 高知 16 名
親と子の都市と建築講座 本　　部 141 名

支　　部 975 名
展示会 設計競技全国入選者展示会 1,000 名

合　　　計 4,458 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　 300,000円
　　　　　下期配分額         1,450,000円
　　　　　　合　計　 1,750,000円

　申請 6件，採択 5件
期 事業名 申請者 実施時期 援助額
上期 トロハ展における出版事業費 東海支部 2001.10.11～30 300,000円

下期

講演会「建設プロジェクトにおける役割分
担とプロジェクトチーム編成形態の多様性
がもたらすもの」への講演者招聘

建築経済委員会 2001.7.12 140,000円

 〃
環境振動20周年記念シンポジウムへの講演
者招聘

環境工学委員会 2002.1.22～23  250,000円

 〃
東アジア国際セミナー2001への講師派遣・
通訳費

第三世界歴史都市・住
宅特別研究委員会

2002.2.10～22  400,000円

 〃
第4回国際火災安全設計シンポジウム，第2
回国際耐火設計シンポジウムにおける耐火
性能設計のケーススタデイへの講師派遣

近畿支部 2002.3.18～23 660,000円

合　　　計 1,750,000円

10.2　渉外関係

（1）イスタンブールで開催された ACSA 国際会議へ委員 1名を派遣（2001 年 6 月）
（2）英文論文集刊行に伴い中国建築学会との会合へ英文論文集編集委員会から委員2名を派遣（2001年8月）
（3）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。
（4）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) マレーシア・タイ建築交流視察団
1） 期  間  2001年9月4日～12日
2） コース  シンガポール→マラッカ→クアラルンプール→ペナン→バンコク
3） 団  長  布野修司君（京都大学助教授）
4） 参加者  8名
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10.4　外国人来会者

2001.7.12 英国 Reading University William Hughes 氏
講演会「建設プロジェクトにおける役割分担とプロジェクトチーム編成形態の多様性が
もたらすもの」講演のため

2001.10.3 カンタベリー大学学長 Le-Grew, Dary John 氏と令夫人が仙田会長を訪問。日本におけ
る今後の建築学の展望，建築研究の発展，本会の取組等について懇談

2002.1.22～23 元フランス国鉄総合研究所 Director，環境振動評価のエキスパート Talaat Tantawy 氏
環境振動 20 周年記念シンポジウム講演のため

2002.2.17 チュラロンコン大学助教授 Sawattana Thadaniti 氏ほか 9 名
東アジア歴史都市・住宅の保存と再生に関するスタディツアー出席のため

10.5　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) 中東，アフ

リカ
チュニジア テュニス イブン・カルドゥーン文化センタ

ー
2001.5.1－5.21

(A) 中央アジア カザフスタン アルマトイ 国立中央博物館 2001.6.1－6.14
(A) 中央アジア カザフスタン アスタナ 大統領文化センター 2001.6.22－7.5
(A) ヨーロッパ フランス マルセイユ アンテルファス 2001.10.10－10.31
(A) 中東，アフ

リカ
セネガル ヌアクショット モーリタニア科学研究所，国立博

物館
2001.8.23－8.31

(A) 中東，アフ
リカ

セネガル ダカール 国立画廊 2001.9.7－9.21

(A) ヨーロッパ ロシア カザン ゴーリキー名称文学記念博物館 2001.11.15－11.29
(A) ヨーロッパ ロシア モスクワ 建築博物館 2001.12.7－12.28
(A) ヨーロッパ ボスニア・ヘ

ルツェゴビナ
サラエボ ナショナルギャラリー 2002.2.4－2.15

(A) ヨーロッパ ギリシア アテネ メリナ文化センター 2002.3.6－3.16
(B) 中東，アフ

リカ
シリア ダマスカス ダマスカス大学日本研究センタ

ー
2001.5.19－5.24

(B) 中東，アフ
リカ

シリア アレッポ アレッポ大学学術協力日本セン
ター

2001.5.31－6.5

(B) 中東，アフ
リカ

カタール ドーハ カタル・ファイン・アーツ・ソサ
エティ展示室

2001.6.13－6.19

(B) 中東，アフ
リカ

南ア共和国 ケープタウン ニコ　マラン　シアター 2001.9.3－9.9

(B) 中東，アフ
リカ

エジプト カイロ カイロオペラハウスアートギャ
ラリー

2001.10.2－10.12

(B) ヨーロッパ ハンガリー ブダペスト ブダペスト技術経済大学 2001.10.22－11.3
(B) ヨーロッパ ドイツ ミュンヘン ミュンヘン工科大学 2001.11.16－12.14
(B) 中東，アフ

リカ
オマーン マスカット スルタン・カブース大学 2002.1.7－1.21

(B) 中東，アフ
リカ

スーダン ハルツーム フレンドシップ・ホール 2002.2.10－2.14
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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

1,122 冊
77 冊

1,199 冊

累計 37,746 冊
12,220 冊
49,966 冊

・雑　　誌（和）
　　　　　（洋）
　　　　　　計

648 種
98 種
746 種

2,941 冊
797 冊

3,738 冊

1,563 種
188 種

1,751 種

（３）図書館蔵書目録データベース化

・和　　書 1,199 冊 累計 30,426 冊
・洋　　書 245 冊  5,412 冊
・雑    誌
　記事索引
　和雑誌
　洋雑誌

27 種
3 種

10,317 件
5,330 冊
2,456 冊

950 種
165 種

33,114 件
15,473 冊
 5,711 冊

・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）

27 件
26 件
－
－
－

535 件
109 件
181 件
118 件
782 件

計 19,464 91,770
     
  ・総目録検索データ
     1976 年 1 月～2002 年 3 月までに発表された雑誌・論文の目次データ                162,658 件
　     NACSIS-IR変換分　　　　　　　　　　　 　 9,534件
　　　 学会作成分（2001/04-2002/03）　　　 　　　　585件
　  
　・NACSIS-ELS 電子図書館公開
　　　　本年度公開新規データなし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【これまでの公開データ】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。
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（５）本会発表論文のデータベース登録
　　・学術情報センターデータベース（NACSISI-IR）に年次登録

大会学術講演梗概集 5,779 題，論文集 790 題，支部研究報告 2,104 題，シンポジウム 240 題，技術報
告集 131 題，建築雑誌（大会報告特集 2000）30 題，作品選集 0題

　　　2001 年度登録件数 9,074 題　　　総登録件数 95,261 題(1990～2001 年度）
（６）NACSIS-IR，NACSIS-ELS 利用登録状況
　　　2001 年度登録者 7人
　　　総登録者数 306 人（1994～2001 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　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　スウェーデン 1　タ
イ 1　イギリス 4　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

21 か国 42 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 34 25 0 1 821 2,218 596 19 267 18 68 27 4,094
洋　書 19 436 37 0 57 199 125 3 1 － 0 0 877
計 53 461 37 1 878 2,417 721 22 268 18 68 27 4,971

11.4　利用者数

・2001 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

2001 年 4 月 371 19 71 28 489
   　   5月 460 33 49 50 592

6 月 404 50 73 66 593
7 月 418 46 67 87 618
8 月 386 44 50 63 543
9 月 416 62 58 59 595
10 月 455 64 73 74 666
11 月 409 53 60 60 582
12 月 302 37 44 48 431

2002 年 1 月 388 40 72 46 546
2 月 370 9 45 38 462
3 月 253 7 32 17 309

計 4,632 464 694 636 6,426
・利用者昨年比 15％（1,117 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
2001.5.2 危機管理と保険制度に関する地方自治体にむけての３つ

の提言
47 都道府県知事，169 市区長

7.25 旧中央三井信託銀行ビル（旧名古屋銀行本店）の保存に関
する要望書

東海銀行代表取締役頭取

11.20 旧横須賀製鉄所副首長官舎（ティボディエ邸）の保存・活
用に関する要望書

横須賀市長
横須賀市教育長
米海軍横須賀基地司令官

11.28 旧同潤会大塚女子アパートメントハウスの保存・再生に関
する要望書

東京都住宅局長

2002.2.25 旧井上房一郎邸の保存に関する要望書 高崎市長
 3.13 環境省「新・生物多様性国家戦略中間とりまとめ案」への

意見
環境大臣
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13．刊行図書

13.1　直営出版物

 (１) 新刊・改定（訂）版
 1.建築工事標準仕様書・同解説　 ＪＡＳＳ　　１　一般共通事項 １，５００部
 2.建築工事標準仕様書・同解説　 ＪＡＳＳ　　５Ｎ　原子力発電所施設における鉄筋
コンクリート工事

１，５００部

 3.鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説　SI 単位版 ２，０００部
 4.マスコンクリートにおける技術の現状 １，０００部
 5.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・同解説 １，０００部
 6.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・同解説 １，０００部
 7.コンクリートポリマー複合体施工指針（案）・同解説 ８００部
 8.建築物の改修の考え方・同解説 １，０００部
 9.外壁改修工事の基本的な考え方（乾式編） １，０００部
10.コンストラクション　オートメーション－建築施工自動化の現状と将来展望－ ４００部
11.応用力学シリーズ　９　建築における計算応用力学の進展 ３００部
12.建築基礎構造設計指針 ６，０００部
13.鋼構造設計規準　SI 単位版 ２，０００部
14.鋼構造接合部設計指針 ２，０００部
15.鋼構造限界状態設計　設計例 １，５００部
16.鋼構造物の座屈に関する諸問題　２００１ ５００部
17.建築構造用鋼材および金属系素材に関する技術資料 ４００部
18.鉄筋コンクリート構造計算用資料集 ２，０００部
19.空間構造の数値解析ガイドライン １，０００部
20.免震構造設計指針 ３，０００部
21.山留め設計施工指針 １，５００部
22.連続繊維補強コンクリート系構造設計・施工指針案 １，０００部
23.住宅の環境設計データブック ５００部
24.室内音場予測手法－理論と応用－ ５００部
25.建築材料の熱・空気・湿気物性値 ３００部
26.建築における電子データ流通のためのガイドライン －ＣＡＤ図面データを中心と
して－

３００部

27.１９９９年トルココジャエリ地震災害調査報告 ２００部
28.２０００年鳥取県西部地震災害調査報告　２００１年芸予地震災害調査報告 ５００部
29.Report on the Damage Investigation of the 1999 Kocaeli Earthquake in Turkey
１９９９年トルココジャエリ地震災害調査報告

２００部

30.建築法規用教材　２００２ ６，０００部
31.建築作品年鑑　２００１ １，０００部
32.建築基準法令集　平成１４年版 ６，５００部

合計　　　　32 点 ４８，４００部

 (２) 重版
 1.建築工事標準仕様書・同解説　 ＪＡＳＳ　　３・４　土工事および山留め工事　地
業および基礎スラブ工事

１，０００部

 2.建築工事標準仕様書・同解説　 ＪＡＳＳ　　５　鉄筋コンクリート工事 ２，０００部
 3.建築工事標準仕様書 ＪＡＳＳ６　鉄骨工事 ４，０００部
 4.建築工事標準仕様書・同解説　 ＪＡＳＳ　　７　メーソンリー工事 １，５００部
 5.建築工事標準仕様書・同解説　 ＪＡＳＳ　１１　木工事 １，５００部
 6.建築工事標準仕様書・同解説　 ＪＡＳＳ　１２　屋根工事 ５００部
 7.建築工事標準仕様書・同解説　 ＪＡＳＳ　１８　塗装工事 １，０００部
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 8.建築工事標準仕様書・同解説　 ＪＡＳＳ　２１　ＡＬＣパネル工事 １，５００部
 9.建築工事標準仕様書・同解説　 ＪＡＳＳ　２３　吹付け工事 １，０００部
10.建築工事標準仕様書・同解説　 ＪＡＳＳ　２４　断熱工事 １，０００部
11.建築工事標準仕様書・同解説　 ＪＡＳＳ　２６　内装工事 １，５００部
12.寒中コンクリート施工指針・同解説 １，０００部
13.鉄骨精度測定指針 １，５００部
14.鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準・同解説 ２，０００部
15.建築物の調査・劣化診断・修繕の考え方（案）・同解説 ５００部
16.小規模建築物基礎設計の手引き ２，５００部
17.鉄筋コンクリート造建物の靱性保証型耐震設計指針・同解説 １，５００部
18.鉄骨鉄筋コンクリート造配筋指針（案）・同解説 ２，０００部
19.鉄筋コンクリート柱・鉄骨梁混合構造の設計と施工 １，０００部
20.容器構造設計指針・同解説 １，０００部
21.新・建築コンピュータ利用入門 ８００部
22.構造用教材 １３，０００部
23.構造入門教材　ちからとかたち ２，０００部
24.建築材料用教材 ４，０００部
25.建築材料実験用教材 ３，０００部
26.建築環境工学実験用教材Ⅰ　環境測定演習編 １，５００部
27.建築環境工学用教材－設備編－ １，５００部
28.建築材料用ビデオ教材　２　防水材料編 ３０部
29.建築材料用ビデオ教材　５　ＡＬＣ現代建築とＡＬＣ編 ３０部
30.建築材料用ビデオ教材　６　木材・木質材料編 ３０部
31.建築材料用ビデオ教材　７　建築用接着剤編 ３０部
32.建築材料用ビデオ教材　９　左官材料と施工編 ３０部
33.建築材料用ビデオ教材１０　耐火・防火材料と耐火被覆編 ３０部
34.建築材料用ビデオ教材１１　建築用シーリング材編 ３０部

合計　　　　34 点 ５５，５１０部

13.2　委託出版物

 (１) 新刊・改定（訂）版
 1.建築設計資料集成［総合編］ １０，０００部
 2.建築設計資料集成［居住］ ６，０００部
 3.建築設計資料集成［余暇・宿泊］ ６，０００部
 4.光と色の環境デザイン ２，５３６部
 5.建築空間のヒューマナイジング　環境心理による人間空間の創造 ２，０００部
 6.ソーラー建築設計ガイドブック ２，５００部
 7.研究・実験施設の安全設計ガイドライン １，５００部
 8.事例で解く改正建築基準法　性能規定化時代の防災・安全計画 ２，０００部
 9.シックハウス事典 ３，０００部
10.新世紀の田園居住（２０００年度日本建築学会設計競技優秀作品集） ３，０００部
11.近代日本建築学発達史 ５０部

合計　　　　11 点 ３８，５８６部

 (２) 重版
 1.第２版コンパクト建築設計資料集成 ８，０３４部
 2.コンパクト建築設計資料集成＜住居＞ １，８２７部
 3.建築プロフェッション入門 ５００部
 4.日本建築史図集 ３，５００部
 5.西洋建築史図集 ７，０００部
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 6.近代建築史図集 ３，５００部
 7.東洋建築史図集 １，０００部
 8.実務的騒音対策指針・応用編 ２５０部
 9.建物の遮音設計資料 ２５０部
10.実務的騒音対策指針（第二版） ８００部
11.建築物の遮音性能基準と設計指針（第二版） ３００部
12.よりよい環境創造のための環境心理調査手法入門 ５００部
13.人間環境学　よりよい環境デザインへ ３００部
14.シックハウス事典 ５００部
15.建築学用語辞典　第２版 １，０００部

合計　　　　15 点 ２９，２６１部

13.3　刊行物数

刊行物 刊行点数 発行部数
新版および改定（訂）版 ３２ ４８，４００部

直営出版物
重版 ３４ ５５，５１０部
新版および改定（訂）版 １１ ３８，５８６部

委託出版物
重版 １５ ２９，２６１部

合計 ９２ １７１，７５７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・公益法人

（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，（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，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，職業
能力開発総合大学校

      2）民間
（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），スウェーデンスティール（株），（株）MIA，（株）
日本パーツセンター，日本コムシンク（株），援農計画（株）

　　　3）店舗
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，テイボンフードシステム（株），（株）タスコシステム，（株）壁の穴

（4）建物賃貸借契約の新規契約および解除
　　  1）（株）タスコシステム 2001年4月2日付をもって契約
　　  2）（株）MIA 2001年4月16日付をもって一部契約変更
　　  3）（社）建築設備技術者協会 2001年4月15日付をもって契約解除
　　  4）日本技術者教育認定機構 2001年6月11日付をもって契約
　　  5）佐伯商事(株) 2001年8月15日付をもって契約解除
　　  6）日本コムシンク(株) 2001年8月10日付をもって契約
　　  7）インディア 2001年8月31日付をもって契約解除
　　  8）（株）壁の穴 2001年9月1日付をもって契約
　　  9）（社）日本工学教育協会 2001年10月1日付をもって契約
　   10）CSKベンチャーキャピタル(株) 2001年12月13日付をもって契約解除
　   11）職業能力開発総合大学校 2002年1月15日付をもって契約
　   12）援農計画(株) 2002年2月1日付をもって契約
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14.2　建築会館ホール利用状況
数字は利用回数

      年　月
内　訳

2001年
　　  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2002年
1月 2月 3月 合　計

学会委員会等 2 4 6 10 2 8 7 10 3 8 5 10 75
会　員 12 16 16 9 0 6 16 11 6 5 13 5 115
一　般 0 0 1 2 2 2 1 3 1 1 6 0 19
計 14 20 23 21 4 16 24 24 10 14 24 15 209

14.3　建築会館会議室利用状況
数字は利用回数

      年　月
内　訳

2001年
　　  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2002年
   1月 2月 3月 合　計

学会委員会等 253 284 283 324 162 276 307 303 274 284 239 324 3,313
一般貸会議室 40 42 31 40 27 28 40 40 26 36 53 44 447

計 293 326 314 364 189 304 347 343 300 320 292 368 3,760

14.4　展示コーナー利用状況

　　期　　　日 　　　　　　　　　展　　示　　名　　称
 2001

3.26～ 4. 6
4.21～ 5. 8

5.14～ 5.31
6. 4～ 6.15
6.18～ 6.29
7.16～ 7.27
8.27～ 9.13
9.17～ 9.28
10. 6～10. 7
10.15～10.26
11. 1～11.14

11.18～11.25
11.26～12. 7

2002
1.15～ 1.25
1.28～ 2. 8
2.12～ 2.22
2.25～ 3. 8
3.25～ 4. 5

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」
全国専門学校建築教育連絡協議会　東北関東信越ブロック会「第1回専門学校卒業作
品展示会」
2001年日本建築学会賞（作品・業績）・作品選奨受賞作品展
東京都建築士事務所協会「東京建築賞第27回建築作品コンクール入賞作品展」
日本建築美術工芸協会「アートパラダイス展」
日本医療福祉建築協会「医療福祉建築賞2000受賞作品展」
文教施設協会「公立学校優良施設表彰作品展」
全米林産物製紙協会「American Wood Design Awards 作品展」
芝浦工業大学建築研究会「2001建築展」
日本建築美術工芸協会「第2回オン・ザ・パレット展」
オーストリア大使館「オーストリア現代建築家ヘンケ＆シュライエック展
"Architecture in Context"」
埼玉県県土づくり企画課「20世紀景観賞パネル展」
日本電気硝子「第8回空間デザイン・コンペティション／入賞作品展」

第36回セントラル硝子国際建築設計競技入賞作品展
日本建築学会2001度支部共通事業設計競技入賞作品展　課題「子どもの居場所」
第28回日新工業建築設計競技入賞作品展　課題「嵐のなかの家」
第13回タキロン・国際デザインコンペティション2001入賞作品展
東京ガス「第15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
・雄山火山噴火活動により2000年9月より研修施設としては閉鎖
・2001年10月より東京大学地震研究所の火山観測調査施設として使用中
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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

35,256
35,883
▲627

1,320
1,406
▲86

2,154
2,326
▲172

36,576
37,289
▲713

726
732
  ▲6

334
341
 ▲7

379
383
  ▲4

37,636
38,362
▲ 726

入　　　会
資 格 変 更     
転　　　格
除名退会復活

2,804
20
475
141

31 44 2,835
20
475
141

491
6

4

13 16 3,339
26
475
145

死亡・退会
資 格 変 更     
転　　　挌
除　　　名

2,284
10

1,773

 117  216 2,401
10

1,773

24
5

475
3

 20  20 2,445
15
475
1,776

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   968 76 101 1,044 12 7 10 1,063
東　北 1,391  99 150 1,490 22 16 25 1,528
関　東 20,286 500   919 20,786 414 188 216 21,388
東　海 2,397 140 183 2,537 46 21 21 2,604
北　陸 1,174 95 112 1,269 23 28 30 1,320
近　畿 4,966 150 365 5,116 20 33 34 5,169
中　国 1,133 43 76 1,176 71 10 10 1,257
四　国 528 100 105 628   8 11 11 647
九　州 2,129 116 142 2,245 110 18 18 2,373
国　外 284 1 1 285 0 2 4 287

合　計 35,256 1,320 2,154 36,576 726 334 379 37,636
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15.3　名誉会員

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

新名誉会員　　李　　明浩　君　　2002年3月23日(総会議決)
　　〃　　　　青木　志郎　君　　　　　　〃
　　〃　　　　池田　武邦　君　　　　　　〃
　　〃　　　　榎並　　昭　君　　　　　　〃
　　〃　　　　近江　　栄　君　　　　　　〃
　　〃　　　　岡田　恒男　君　　　　　　〃
　　〃　　　　鈴木　成文　君　　　　　　〃
　　〃　　　　巽　　和夫　君　　　　　　〃
　　〃　　　　田村　　明　君　　　　　　〃
　　〃　　　　藤井　正一　君　　　　　　〃
　　〃　　　　槇　　文彦　君　　　　　　〃
　　〃　　　　松岡　　理　君　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在総数　51 名

15.4　終身正会員

定款により 2001 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 100 名。

年度中資格変更・退会者・逝去者等 49 名。

2001年 4月　　1名
　横井　良一　君（東海）
2001年 5月　　26名
　佐藤　行雄　君（北海道）佐々木敏治　君（東北）　酒井　康　君（関東）　小川　重夫　君（関東）
　阿部　一孝　君（関東）　宮　　恭　　君（関東）　木村　翔　君（関東）　中里　英二　君（関東）
　安田　和義　君（関東）　田尾　良温　君（関東）　吉岡　丹　君（関東）　角田　和巳　君（関東）
　杉浦　進　　君（関東）　北村　弘　　君（関東）　喜多幸次郎君（関東）　三雲　正夫　君（関東）
　西原　良治　君（関東）　土屋庄次郎　君（関東）　長村　寛次君（北陸）　坂田　泉　　君（中国）
　村橋　武之　君（中国）　近藤　正夫　君（中国）　長尾　斉　君（中国）　高石　平　　君（四国）
　小牧　勇蔵　君（九州）　小林　朝人　君（九州）
2001年 6月　　11名
　角田幸四郎　君（東北）　船越　徹　　君（関東）　古川　春生君（関東）　齋藤　辰彦　君（関東）
　本谷　昴　　君（関東）　津下　一英　君（関東）　青木　栄　君（関東）　市川　和男　君（関東）
　大矢　省三　君（関東）　石原　勝芳　君（中国）　黒岩　皎二君（四国）
2001 年 7 月　　4名
　古関　英也　君（関東）　半澤　重信　君（関東）　林　　幹一　君（関東）　上田　昭治　君（北陸）
2001 年 8 月　　6名
　谷川　奬　　君（関東）　猪飼　勝　　君（関東）　猪飼　治夫　君（関東）　和泉　正哲　君（関東）
　岩下　恒雄　君（関東）　中田　義盛　君（九州）
2001 年 9 月　　2名
　戸田順之助　君（関東）　田村真之助　君（関東）
2001 年 10 月　10 名
　木村　一夫　君（関東）　神山　幸弘　君（関東）　川上　格　　君（関東）　上村　克郎　君（関東）
　山口　文男　君（関東）　木村　榮一　君（関東）　松岡　理　　君（東海）　本内　静夫　君（東海）
　永江　勲　　君（近畿）　仲　徳治郎　君（近畿）
2001 年 11 月　14 名
　渡辺　幸雄　君（北海道）小高　昭夫　君（関東）　関谷　辰延　君（関東）　川端　繁夫　君（関東）
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　蜂巣　進　　君（関東）　市川　直人　君（関東）　堀内　章　　君（東海）　小西　正作　君（東海）
　金多　潔　　君（近畿）　竹村　吉高　君（近畿）　巽　　和夫　君（近畿）　岡　　浩三　君（近畿）
　寺井　俊夫　君（近畿）　村永　和生　君（中国）
2001 年 12 月　 6 名
　小寺　次郎　君（関東）　永松　亘　　君（関東）　穂積　信夫　君（関東）　山田　尹延　君（関東）
　栗山　博行　君（近畿）　山中　孔　　君（近畿）
2002 年 1 月　　5名
　中田　猛　　君（関東）　横山　公男　君（関東）　八木　喬　　君（関東）　森田　市五郎　君（北陸）
　寺谷　敏行　君（近畿）
2002 年 2 月　　7名
　小室　庸時　君（関東）　松久　忠男　君（関東）　倉茂　周明　君（関東）　堀田　金彦　君（東海）
　乾　　亮三　君（近畿）　山本　孝夫　君（近畿）　安藤　明晴　君（中国）
2002 年 3 月　　8名
　谷山　隆典　君（関東）　沖塩荘一郎　君（関東）　鈴木　貞寛　君（関東）　内田　孝　　君（関東）
　蔭山　光顕　君（関東）　川島　明　　君（関東）　寺崎　恒正　君（関東）　浜村　清人　君（中国）

現在総数　983 名

15.5　会友
本会と一般社会との架け橋として，本会活動に対する助言を頂戴し，本会の運営等の諸活動に反映させる

　　2001年10月

　　　　泉　　眞也　氏（環境デザイナー／プロデューサー）

　　　　中川　志郎　氏（茨城県自然博物館館長／(財)日本動物愛護協会理事長）

　　　　山本　良一　氏（東京大学国際・産学共同研究センター長）

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

16.1　理事の登記に関する事項

登　記　事　項 登記年月日 備　考
2001年5月末日をもって任期満了の理事18名の後任として，新任
の理事仙田会長ほか18名の就任登記（1名は重任）

2001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
2001.4.27 1) 2000年度事業報告案について

2) 2000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) ｢調査研究関係専門委員会運営に関する共通規程｣の実施状況について
ﾛ)「地方会員，支部への支援」の実施状況について
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）建築文化振興基金
      ① 正会員　鈴木  博之君
      ②　 〃　  鎌田　元康君
      ③   〃    佐々木睦朗君
      ④   〃    友澤  史紀君
      ⑤   〃    西澤  英和君
      ⑥   〃    藤岡  洋保君
      ⑦   〃    真鍋  恒博君    　　　　　　　  　　　　　

           計

　　　 6,000,000円
4,000,000円
10,000,000円

       
         288,000円

279,000円
279,000円
279,000円
279,000円

         279,000円
         279,000円

1,962,000円

　　3）親と子の都市と建築講座協賛金
      ①アサヒビール㈱ 300,000円

       総  合  計 12,262,000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

2001.6.15 (1)木造家屋，プレハブ方式構造建物及び
丸太組構造に係る再建築費評点基準表等
の改正に関する基礎資料作成
2001年6月15日～2001年11月30日(5.15)

総務省自治税務局 建築経済委員会

2001.6. 20 (2)在来構法家屋の資材等のプレハブ化に
関する調査研究
2001年6月20日～2002年1月15日(6.12)

（財）資産評価システム研究
センター

建築経済委員会

2001.7.10 (3)電気炉酸化スラグ骨材を用いた建築用
コンクリートに関する調査研究
2001年7月10日～2003年9月30日(7.10)

鐵鋼スラグ協会 材料施工委員会

2001.7.13 (4)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の委託（その2）
2001年7月13日～2002年3月15日(9.14)

郵政事業庁 建築経済委員会

2001.9.14 (5)技術者教育の外部認定制度導入に関す
る調査
2001年9月14日～2002年3月29日(9.14)

新エネルギー産業技術総合
開発機構

建築教育連絡協
議会

2002.1.7 (6)室内化学物質汚染評価資料の作成
2002年1月8日～2002年3月25日(3.13)

国土交通省 シックハウス問
題の解明とヘル
シーな居住環境
の開発特別調査
委員会

2002.1.15 (7)学校施設における化学物質による室内
空気汚染防止対策に関する調査研究
2002年1月15日～2002年3月29日(1.22)

文部科学省大臣官房文教施
設部

文教施設委員会

2002.1.15 (8)学校施設の維持管理に関する調査研究
2002年1月15日～2002年3月29日(3.13)

文部科学省大臣官房文教施
設部

文教施設委員会

2002.1.15 (9)文教施設の耐震性能等に関する調査研
究
2002年1月15日～2002年3月29日(3.13)

文部科学省大臣官房文教施
設部

文教施設委員会

2002.1.23 (10)欧米諸国等における維持補修分野に
関する調査業務
2002年1月23日～2002年3月15日(1.22)

（財）建設経済研究所 建築市場・建築産
業の現状と将来
展望特別調査委
員会

2002.1.24 (11)住宅内のエネルギー消費に関する調
査研究
2002年1月15日～2002年3月29日(1.22)

東京電力・関西電力・中部電
力

住宅内のエネル
ギー消費に関す
る調査研究委員
会

2002.1.24 (12)建築分野の新技術開発に関する調査
業務
2002年1月25日～2002年3月25日(3.22)

国土交通省 研究と技術開発
の方向検討特別
調査委員会
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17．役　員　等

17.1　民法上の役員

役　名 氏　　名 就任年月日 担当職務 手当 現　　職 備考

会　長 仙田　　満 2001年6月1日 総　括 なし 東京工業大学教授

副会長 村上　周三 2000年6月1日 研　究 なし 慶應義塾大学教授

　同 村田麟太郎 2000年6月1日 会　務 なし ㈱山下設計特別顧問

　同 松藤　泰典 2001年6月1日 支部・学術ﾚﾋﾞｭｰ なし 九州大学教授

　同 友澤　史紀 2001年6月1日 情　報 なし 北海道大学教授

　同 佐野　幸夫 2001年6月1日 教　育 なし 鹿島建設㈱専務取締役

理　事 山木　　茂 2000年6月1日 総　務 なし 大成建設㈱設計本部シニアアーキテ

クト

　同 和田　　章 2001年6月1日 　同 なし 東京工業大学教授

　同 平舘　孝雄 2000年6月1日 会　計 なし ㈱日本設計取締役

　同 藤盛　紀明 2001年6月1日 　同 なし 清水建設㈱技術研究所長

　同 石山　祐二 2000年6月1日 会　員 なし 北海道大学教授

　同 加藤　信介 2001年6月1日 　同 なし 東京大学生産技術研究所教授

　同 吉野　　博 2000年6月1日 学　術 なし 東北大学教授

　同 竹下　輝和 2001年6月1日 　同 なし 九州大学教授

　同 芳村　  学 2001年6月1日 　同 なし 東京都立大学教授

　同 高橋　康夫 2000年6月1日 図　書 なし 京都大学教授

　同 布野　修司 2001年6月1日 　同 なし 京都大学助教授

　同 梅干野　晁 2000年6月1日 事　業 なし 東京工業大学教授

　同 細田　雅春 2001年6月1日 　同 なし ㈱佐藤総合計画取締役副社長

　同 坪内　文生 2001年6月1日 　同 なし 鹿島建設㈱建築企画部担当部長

　同 村上美奈子 2001年6月1日 　同 なし ㈱計画工房所長

　同 西野　敬史 2000年6月1日 会　館 なし クラスタ代表取締役

　同 坪井　善道 2001年6月1日 　同 なし 日本大学教授

　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 (財)北海道建築指導センター理事長

　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 松井　徹哉 2001年6月1日 東海支部長 なし 名古屋大学教授

　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 安田　丑作 2001年6月1日 近畿支部長 なし 神戸大学教授

　同 藤谷　義信 2001年6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 萩島　　哲 2001年6月1日 九州支部長 なし 九州大学教授

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 小野　徹郎 2000年6月1日 なし 名古屋工業大学教授

　同 坂本　  功 2001年6月1日 なし 東京大学教授

*  2000年6月就任　任期:2000年6月1日～2002年5月31日

** 2001年6月就任　任期:2001年6月1日～2003年5月31日
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17.3　代議員

任　期 第 2期 2001 年 4 月 1 日～2003 年 3 月 31 日 第 1 期 1999 年 11 月 1 日～2002 年 3 月 31 日

支　部 後　　　　任 先　　　　任

 第1区

 北海道

 定員6名

 秋山　　孝（アトリエブンク代表取締役）

 伊藤　　寛（道都大学教授）

 眞島　二郎（北海道大学教授）

 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（大成建設札幌支店副支店長兼総括営業

部長）

 第2 区

 東北

 定員8名

 遠藤　延安（仙台市都市整備局計画部都市計画課長）

 小川　淳二（秋田県立大学教授）

 出村　克宣（日本大学教授）

 寺本　英治（国土交通省東北地方整備局営繕部長）

 井上　範夫（東北大学教授）

 黒田　浩司（日本大学教授）

 志田　正男（東北工業大学教授）

 吉田利喜雄（東日本旅客鉄道仙台支社総務部企画室

課長）

 第3区

 関東

 定員50名

 石井　泰輔（東急建設生産技術本部建築設計部副本

部長兼建築設計部長）

 石川　良一（総務省郵政事業庁施設情報部設備計画

官付総括専門官（技術開発担当））

 板本　守正（日本大学教授）

 今井　一郎（梓設計代表取締役副社長）

 大島　　正（間組九州支店副支店長）

 大山　尚男（清水建設設計本部副本部長）

 奥田　修一（国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課

長）

 可児　才介（大成建設設計本部副本部長）

 河村　壮一（大成建設技術ｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長，建築技術

研究所副所長）

 斎藤　公男（日本大学教授）

 鈴木　康夫（フジタ建築本部副本部長）

 高藤　真澄（NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ取締役都市・建築設計本

部長）

 田辺　新一（早稲田大学教授）

 茶谷　文雄（大林組技術研究所建築基礎研究室長）

 坪田　張二（鹿島建設技術研究所主席研究員）

 戸田　敬里（新宿区都市計画部長）

 西谷　　章（早稲田大学教授）

 久林　正晴（竹中工務店東京本店設計部長）

 堀　　祐吉（戸田建設建築設計統括部計画設計部長）

 緑川　光正（独立行政法人建築研究所国際基準研究

調整官）

 最上　公彦（竹中工務店技術研究所長）

 守谷　一彦（日総建代表取締役専務経営本部長）

 山本　敏夫（鹿島建設建築設計ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ副本部長）

 若色　峰郎（日本大学教授）

 渡辺　仁史（早稲田大学教授）

 安藤　忠雄（東京大学教授）

 石蔵　陽一（総務省郵政事業庁施設情報部設備課長）

 上田　眞稔（竹中工務店技術研究所副所長）

 江戸　宏彰（大林組技術研究所建築構造研究室長）

 大井　清嗣（日本設計特命事項担当兼広報室長取締

役）

 沖田　章喜（NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ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（北九州市立大学教授）

 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経営総括総本部副

本部長）

 千葉　　脩（戸田建設技術研究所長）

 戸田　哲雄（間組技術研究所部長）

 名和　健一（フジタ建築設計センター執行役員所長）

 春田　浩司（国土交通省大臣官房官庁営繕部長）

 平石　久廣（明治大学教授）

 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長）

 遊佐　秀逸（独立行政法人建築研究所第五研究部防

火研究調整官）

 吉崎　征二（前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）
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任　期 第 2期 2001 年 4 月 1 日～2003 年 3 月 31 日 第 1 期 1999 年 11 月 1 日～2002 年 3 月 31 日

支　部 後　　　　任 先　　　　任

 第4区

 東海

 定員12名

 川地　正数（大成建設名古屋支店設計部長）

 小浜　芳朗（三重大学教授）

 佐藤　圭二（中部大学教授）

 鈴木　孝夫（中部電力土木建築部原子力土建グルー

プ部長）

 松久　哲雄（日総建名古屋事務所所長）

 守　　明子（名古屋工業大学教授）

 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（愛知県住宅供給公社住宅開発部長）

 村田　　賢（名城大学教授）

 八木利喜彌（共同設計ＴＡＧ代表取締役）

 第5区

 北陸

 定員6名

 浦　　憲親（金沢工業大学教授）

 桜井　康宏（福井大学教授）

 土本　俊和（信州大学助教授）

 久保　猛志（金沢工業大学教授）

 小林　英俊（富山県土木部営繕課長）

 西村　伸也（新潟大学教授）

 第6区

 近畿

 定員18名

 杉山　茂一（大阪市立大学教授）

 角　　　彰（竹中工務店大阪本店設計部構造担当副

部長）

 竹脇　　出（京都大学助教授）

 福本　早苗（大林組本店建築設計部設計課長）

 益尾　　潔（日本建築総合試験所構造部長兼構造物

試験室長）

 三谷　　勲（神戸大学教授）

 三谷　幸司（大林組本店統括部長）

 山岸　常人（京都大学助教授）

 吉村　英祐（大阪大学助教授）

 石田泰一郎（京都大学助教授）

 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（熊谷組関西支社建築統括部設計部担当

部長）

 高橋　大弐（京都大学教授）

 鶴谷　雅之（奥村組本社建築設計第二部技術二課長）

 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務所構造部

副部長）

 第7区

 中国

 定員6名

 松尾　　彰（広島大学教授）

 宮崎　祐助（広島工業大学教授）

 無漏田芳信（福山大学教授）

 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（フジタ建築設計センター広島設計室長）

 第8区

 四国

 定員4名

 安藤　雅人（愛媛県松山地方局土木事務所専門官）

 波多　　等（香川県建築士会専務理事）

 石川　重次（前徳島県土木部参事）

 中村　　洋（九州大学名誉教授）

 第9区

 九州

 定員10名

 岡部　　猛（熊本大学助教授）

 塩屋　晋一（鹿児島大学助教授）

 末廣　香織（NKSアーキテクツ代表取締役）

 津田　恵吾（北九州市立大学教授）

 出口　　敦（九州大学助教授）

 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）
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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　　　眞

呉　  祐 一 郎

村　主　英　明

鈴　木　紘　一

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長

　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

市　川      毅

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

　埼玉県住宅供給公社常務理事

　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

畑　中　重　光

加　藤　幸　治

　静岡県都市住宅部営繕企画室長

　三重大学教授

　一級建築士事務所加藤計画工房所長

　北陸支部

　新潟支所

　富山支所

　石川支所

　福井支所

　長野支所

地  濃　茂  雄

秦　　　正　徳

久　保　猛  志

松　本　芳　紀

山　下　恭　弘

　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

森　本　博　美

小　林　定　教

松　田　孝　至

田　中　　　充

　鳥取県総務部管財課長

　島根大学教授

　岡山県土木部建築課長

　（社）山口県建設協会専務理事

　四国支部

　香川支所

　徳島支所

  高知支所

　愛媛支所

波　多　　　等

豊　原　寛　明

松　井　亮　二

北　村　重　治

　香川県建築士会専務理事

　徳島県県土整備部建築開発指導課長

　高知県土木部建築課課長補佐

　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

藤　岡　正　美

牧　野　雄　二

佐　藤　嘉　昭

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

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 　〃

主　幹 森山　一之 2001年4月1日 　〃

副主幹 山口　成人 2000年4月1日 　〃

係主任 芳沢ひとみ 1994年4月1日 　〃

　〃 須藤　智宏 2001年4月1日 　〃

係　員 酒井　正純 1990年12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

副主幹 山口　英樹 2001年4月1日 　〃

係主任 森脇　　博 1998年4月1日 　〃

  〃 小出　直子 2001年4月1日 　〃

  〃 鈴木　大介 2001年4月1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 　〃

　〃 鎌田　潤一 2001年4月1日 　〃

係主任 米沢　香織 1998年4月1日 　〃

　〃 伏見　朋枝 2001年4月1日 　〃

係　員 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 　〃

  〃 小野寺　篤 2001年4月1日 　〃

係主任 三枝ゆりえ 1999年4月1日 　〃

  〃 片寄　　尚 2001年4月1日   〃

係　員 天野　真澄 2000年10月1日   〃


