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東北地方太平洋沖地震の発生に際して
3月11日に発生した広範囲の地震および津波の被災地の皆さまに、心よ
りお見舞い申しあげます。被害に遭われた JIA 会員の方々もおられたこと
に心が痛みます。
JIAは地震発生翌日に、本部に災害対策本部を立ち上げて支援活動を
開始しました。すでに多くのJIA 会員の皆様が災害支援活動に携わってお
られます。
このたびの未曾有の災害発生に際して、安全・安心のまちづくりの重要
性を再認識いたしました。従来と同様に、国や自治体などからの支援要請
に応えていくのはもちろん、将来を見据えた被災地の復興に向けた計画づ
くりへの提案をはじめ、さらに一歩進めた活動を行っていきたいと考えて
います。そのためには建築関係各団体との情報共有と協力体制づくりも
重要と思っております。
今後ともより多くの会員の皆様が支援活動へ参加していただくことを期
待しております。
2011年 3月
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5月の総会でJIA が変わる。

建築基準法改正案の国会上程が見送られてまもなくの1月14日、内閣改造で馬淵澄
夫国土交通大臣が辞任、経済産業相だった大畠章宏氏が新大臣に就任した。2月2
日には学識経験者10 名による「建築法体系勉強会」
（座長：久保哲夫東京大学教授）
の初会合が開かれ、議論の場がこちらに移った。大畠章宏国土交通大臣によれば、1
年かけて論点を整理、おおむね 3 年で法体系を見直すという。JIAでもUIA 東京大
会を目前に、5月31日の総会が一つの節目になる。会員制度と組織体制の改革に向け
て定款改定が俎上に乗せられる。21世紀型の建築家像を勘案してのことだ。9月25
日からのUIA 東京大会を機に建築士会と資格の一本化に向けた議論も山場になる。
2011年は、いろいろな意味で歴史の節目になりそうだ。
（編）

「2010年度JIA優秀建築選」受賞作品から—（写真左上より時計回りに）犬島アートプロジェクト
「精錬所」
（日本建築大賞）／木材会館（日本建築家協会賞）／長田市子育ての駅千秋「てくてく」+
千秋が原南公園+信濃川桜づつみ遊歩道（日本建築家協会賞）／広島市民球場（日本建築家協会賞）／犬島アートプロジェクト
「精錬所」／詳しくはP6をご覧ください
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JIAの目指す建築家像

総会の焦点は、組織再編と会員制
度の改革である。そのための定款
改定が俎上となる。背景にあるの
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JIAの目指す建築家像

実績を重ねるとともに、コミュニティ

スターアーキテクト

は、国の法人制度改革と、建築資
格制度の進展。JIAは、すでに公
益社団法人への移行を選択してお
り、9月25日から開かれるUIA東

哲学者、中村雄二郎氏は近代を特徴づ

れから、関係者や市民と＜対話＞して＜

けるものとして＜普遍性＞＜一義性＞＜

運動体＞にかかわる＜調停者＞のように

客観性＞を挙げ、反対に失われてきたも

なっていくであろう。

のとして＜固有性＞＜多義性＞＜相互行

京大会を機に、建築士会との資格

為＞を挙げている。

の一本化を目指している。大きな

この指摘を建築の領域で考えてみる

時代のうねりの中でJIAは、どこ

と、確かに近代建築はインターナショナ

へ向かおうとしているのか。JIAの

ルスタイル・合理主義・機能主義が主流

目指す建築家像とは何かという根

となり、地域性や個性・人間性といった

本的な問いかけを原点に、会員と

ものが失われてきたように見えてくる。

して知っておきたい組織改革と会
員制度改革の論点と展望を簡潔に
まとめてみた。

そのなかでJIA建築家に期待する建築
家像はスターアーキテクト・コミュニ
キテクトである。

（

）

プロとしての仕事に責任を持つ
ことで輝く“スターアーキテクト”

市民・行政と共に
地域の建築・まちづくりを推進

国境をこえて自由に活動

WTO、GATTによるサービス貿易自

これらJIAの目指す建築家像が社会に
も浸透するような活躍を一人一人に期待

を持ち、建築を統括することによる運動

り半減している状況であり、アジアをは

したい。

体の調停者としての姿を目指したい。

じめとする諸外国では日本の技術や優れ
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“コミュニティアーキテクト”

）

地域主体のまちづくりを推進するため

れからの建築家は近代を乗り越えて、地

で輝くスターである。
」とし、今や一人の

には、市民・行政・専門家による地域の

域の固有性を尊重するとともに多様な

スーパースターが新しい可能性を切り開

まちづくりを行う組織＜日本版CABE＞

人々やさまざまな活動を許容しさらに誘

くかたちから、さまざまな専門家のコラ

発していく必要があるようだ。

ボレーションによるものへと変わってき

を行う
２）団体の発展と目的を達成するために
必要な改定を行う

トを目指したい。

きている。日本の建設投資はピーク時よ

ルは皆が、自らの専門に責任を持つこと

１）新法に適合させるために必要な改定

由に活動するクロスボーダーアーキテク

士にもグローバルスタンダードを迫って

と魅力的なものにしていくためには、こ
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JIA建築家は建築士会とも協力して地

ていることを指摘している。

情報交換を行い、国境や領域を越えて自

責任を持つ輝くスターであるという誇り

ル・ウイグリー氏は、
「プロフェッショナ

近代に社会を＜啓蒙＞して＜作品＞を
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国境や領域を超えて活躍する
“クロスボーダーアーキテクト”

JIA建築家はUIA基準建築家資格によ
る相互承認推進や各国の建築家協会との

由化の波は、会計士、弁護士に続き建築

もとでつくられてきた建築やまちをもっ

域のまちづくり活動を積極的に展開して

『臨床の知とは何か』 中村雄二郎 著 岩波書店

JIA が必要とする主な改定には、第 3 条

制定等現在及将来に於て我輩の為すべき

ぜ団体を設立するかについて、こう述べて

や倫理規定・行動規範も絵に描いた餅に

（目的）
・第 4 条（事業）
・第 6 条（会員の種

事業指を屈するに暇あらず。這般の事業

います。

過ぎません。これでは「建築士の社会的

JIA建築家はプロとして自らの仕事に
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定款改定ワーキンググループ主査
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り、5月に開かれる通常総会において停止

クロスボーダー
アーキテクト

ティアーキテクト・クロスボーダーアー

公益社団法人化に向けて

ことを決議しました。申請を行うにあた
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コロンビア大学の建築学部長マイケ

建築家像
JIAは公益社団法人への移行申請を行う

（

JIA 会員

グローバルスタンダードや経済原理の

つくる＜巨匠＞であった建築家像は、こ

2010年10月に開かれた臨時総会で、

アーキテクトの制度づくりに努めたい。

プロフェッショナルは皆
仕事に責任を持つことで輝くスターだ

た建築家を求めている。

森岡茂夫

別）とそして地域会の位置づけがあります。
1987年、
JIA設立時の組織は本部と8支

建築士を措て将た誰に求めん現今建築士
の責務も亦大なりといふべし。

プロフェッションがプロフェッション
として社会的に承認されその社会的地位

立脚地」や「登録法の発布」はますます
遠のくばかりです。

条件付定款改定の決議を行います。現在、

部でした。それが今は、本部＋10支部＋

ここには、
会のなすべき事業として「建

を得るためには、それが一つの集団とし

JIAは昨年、公益社団法人への移行を

組織再編諮問会議・定款改定WG・会員種

基本方針で示した通り、このたびの改

58地域会となって地域に密着した活動が

築士の社会的立脚地」
「登録法の発布」
「建

て存在し活動し、社会的に集団として承

決議しました。目的を達成するために「共

別WGでは下記の方針を定め、定款改定

定のほとんどは新法に適合させるために

活発に行われるようになっています。定

築士徳義観約の制定」の３つを掲げてい

認されることを要する。プロフェッショ

益」ではなく、ましてや「私益」でもなく、

の作業を進めています。

必要な改定です。法による主な定款改定

款改定にあたり団体を設立した目的をも

ます。この３つの事業は、いわばJIAの

ンは、かくて団体を形成し、団体的に行

「公益」に向けた活動を続ける道を選択し

には下記のものがあります。

う一度再確認し、事業や会員種別を見直

DNAともいうべきものです。登録法の発

動するのであり、団体的に行動すること

ました。道の先には、建築士の社会的立

によって、社会的地位を得るのである。

脚地＝権力からの自由・経済的自立と登

（

定款改定の基本方針

）

第１条（名称）
：法人名に一般社団法人か公

すことでしっかりした組織基盤を再構築す

布とはもちろん、国際的に通用する建築

このたびの定款改定は国が行う法人制

益社団法人を明記する。
（認定法 9 条 3 項）

ることが定款改定のもうひとつの目的です。

家資格制度のことです。建築士徳義観約

度改革に則り行うものです。従ってこの

第17条（選任等）
：理事及び監事は総会で

改定は法で求められる最小限にとどめ、

選任する。
（法人法第63条）会長及び専務

基本的に現行の定款を踏襲することとし

や常務などの業務執行理事は理事の中か

ます。また、定款は目的や組織・活動な

ら理事会で選任する。
（法人法第91条）

どの基本規則を示すものとし、将来の法
制度改革や社会変革に対応するために定

（

私たちは何を目的に
団体をつくったか

）

の制定とは、職能団体に不可欠といわれ
る職業的倫理綱領のことですが、JIA は

（

定款改定と
JIAの建築家像

）

録法の発布＝建築家資格制度の制定とい
う、乗越えなければいけない大きな山が
あります。その山を越えないことには市民

すでに建築家憲章・倫理規定・行動規範

前述した中条精一郎の論文が発表され

ここに、1914（大正3）年に設立された

を定めています。さて、それでは建築士

て 100 年近くが過ぎました。さて、
JIA の

いよいよ UIA 東京大会が目前に迫り

第29条（定足数）
：総会の定足数は、正会

全国建築士会の機関誌創刊号に掲載され

の社会的立脚地とは何でしょうか。それ

DNA ともいうべき「建築士の社会的立脚

ました。大会を JIA の目的を達成する契

員の総数の2分の1以上とする。
（法人法

た中条精一郎の論文の一部を紹介します。

は、突きつめれば「権力からの自由」と

地」
「登録法の発布」
「建築士徳義観約の

機としなければいけません。そうでなけ

款とは別に規則や規定などを定めて運用

第49条）

建築士会の『創立主旨』

「経済的自立」に裏付けられた「市民社会

制定」は達成されたでしょうか。残念な

れば、
中条精一郎が提唱した『創立主旨』

することを基本方針とします。

第39条（議決等）
：理事会での代理人出

思ふに現今建築界に於て、
建築士（我輩

がら、結実したのは建築士徳義観約の制

は１世紀を経ても大きな成果を産むこと

席・書面表決は不可とする。
（法人法第64

特に建築士といふ意味の翫味を要す）の

わが国のプロフェッション研究の第一人

定だけです。とはいっても、つぎつぎに

なく、また次の世紀に夢を先送りするこ

条、第172条第1項、民法第644条）

社会的立脚地、建築士の登録法、若くは

者であった故石村善助氏の著書
『現代のプ

起こる偽装事件や低額入札が繰り返され

とになってしまうでしょう。

建築条例の発布、或は建築士徳義規約の

ロフェッション』に、プロフェッションがな

る現実の前では、せっかくの建築家憲章

（

定款改定の目的

改定にはふたつの目的があります。

）

一方、団体の発展と目的達成するために

からの信任」ではないでしょうか。

社会の信任を得ることはできません。
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J I A の 組 織 再 編と会 員 制 度
5月総会での定款改定を目指して

JIA 組織再編諮問会議・
会員種別ワーキンググループ主査

新しい「JIA会員種別」についての提案
JIA では、今年 5 月の総会で、会員制度改革
を目指しています。
まず、
総会で定款改定を議
決し、正会員、名誉会員、準会員、協力会員
という枠組みをつくります。その後、会員規
則を整備してその中にフェロー会員、アーキ
テクト会員、アソシエート会員、シニア会員、
青年会員、学生会員などを創設し、21 世紀に
合った会員制度と組織強化をはかります。
定款改定案は、右のとおりです。

■ なぜ会員種別の見直しをするか
▶現在、登録建築家制度は建築士会の資格
制度との一本化を目指して、U I A 東京大会
をめどに合意するため大きく動き出していま
す。登録建築家制度が第 2 段階にあたる真
のオープン化のステージに乗れば、職能団
体であるJI A が保証するJI A 会員資格は、
社会にとってより意義深いものとなります。
▶会員種別は JIA の会としての理念、継続性
に深くかかわる問題であると同時に財政
基盤にも深くかかわる問題で、以下のよう
な課題があります。
・次世代を継承する若手会員または予備軍
を取り込む仕組みづくり。
・経験豊富な諸先輩の英知と蓄積を次世代
に継承する仕組みづくり。
・JIA 活動に共感する幅広いサポーターを
取り込む仕組みづくり。
▶正会員は資格要件をより厳しく、また社会
一般から分かりやすく運用する反面、準会
員制度の導入で JIA の活動に共感いただ

ます。準会員は特に一般社会と直に触れ合
う地域会活動で活性化することを想定し、
支部、地域会の所属・裁量とします。

■ スケジュール
2011年5月通常総会で定款案（停止条件付
き）を示し、審議、決議します。会員規則、会
費規定の改定については総会決議後、ほかの
規定類と同様に整備していきます。

■ 定款見直しの要点
▶第6条第1項（1）正会員は「職能理念と自立
的精神〜」を「職能理念と自律精神〜」に
変更し、2004年5月24日改正以前の会員規
則、会費規定に関連した「協同者、協力者」
を削除します。
▶（2）名誉会員は現行定款と同じです。

JIA NEWS vol.2 で「定款改定への取り組み」と題して定款改定の目的とその改定案をお伝えし、
会員の皆さまからのアンケートを募りました。その結果、北海道から沖縄まで全国の 18 会員、およ
び 1 部会から回答を頂きました。回答下さった皆さま、
ありがとうございました。いただいた回答は、
理事会、組織再編諮問会議・定款改定 WG にて内容の確認をし、今後の検討に役立ててまいります。
その一方で、JIA 会員は約 4,700 名。組織の根幹をなす定款改定にあたっての回答数 19 は非常に少

■ 定款改定案

■会員規則の改定案（比較表を参照）

（会員の種別）

監理の実務について 5 年以上の経歴を有す

（正会員）

第６条 本会に次の会員を置く。

る者で、本会が一級建築士の免許取得後

第２条 本会の正会員は、定款及び建築家憲章

3 年以上設計監理の業務を行った者と同等

に賛同し、倫理規定・行動規範（ガイドライン）

と認める者。

一に該当し、別に定める基準を満たした者

遵守を誓約する者で、本規則第3条に定める資格

二、外国の建築家資格を有する者で、本会

とする。

の内のいずれかに該当し、同第4条に定める入会

が前号一）と同等と認める者。

一、職能理念と自律精神に基づき、専ら建

手続きを行い、理事会において入会を認められ

三、建築設計監理の関連領域の専門家（構

築設計監理業務を行う者、一定の実務経験

た者とする。

造・設備・積算・ランドスケープ・都市計画・

と識見を有する者。

2．
正会員は別に定める継続職能研修
（Cotinuing

行政・教育・研究者・技術士など）で、専

二、一以外の者であって、一と同等の実務

Professional Development CPD）規則によっ

門分野において、次の各号のいずれかに該

て継続職能教育を受けるものとする。

当し、一定の実務経験と識見を有する者。

（1） 正会員 正会員は建築家とし、次の各号の

経験と識見を有する者。
（2）名誉会員 正会員あるいは正会員以外の者
で、次の各号の一に該当する者について
は、総会の決議により名誉会員とすること

（正会員の資格）

①建築構造、建築設備、建築積算、都市計

第３条
（1）フェロー会員

画等の専門家で、実務の経歴を 10 年以上有
アーキテクト会員のうち、

する者。

ないといえます。本年 5 月に開催される通常総会において決議される予定ですので、今一度、皆さま
一人一人が意識を持ち、定款について考えてみられてはいかがでしょうか。
今後ともご意見、要望募集します。 日本建築家協会（ JIA） FAX（ 03）3408 - 7129 まで。
以下、アンケートよりの抜粋です。

1

目的、そして建築家について

JIA は何のためにあるのか？ 改定案についての具体的なご意見、指摘が多かったと
同時に、そもそも論としてのご指摘や建築士法に触れたご意見も見受けられました。
・建築家の定義は何か？ 本会でいう建築家の定義を定める必要があるのでは。
・目的の中に「文化」を挿入いただきい。
・遵守するのは基準というよりも理念である。

ができる。

本会に貢献のあった者をフェロー会員とす

②技術士の資格を有する者。

一、建築家として特別に顕著な功績のあっ

ることができる。

③インテリアプランナーで、資格取得後 5

・建築家に大切な倫理観をそなえた人々の団体であることを明確に表現してほしい。

年以上の実務を有する者。

・JIA が必要とする改定とは、新法に求められているガバナンスやコンプライアンスに

た者。

（2）アーキテクト会員

二、本会に多大な貢献をした者。
（3）準会員 準会員は、本会の目的・事業を支
援、協力し、別に定める基準を満たした者
とする。

一、一級建築士の免許登録後5年以上設計

④官公庁、公社、公団、教育、研究期間な

監理の業務を行った者。

どに在籍し、設計監理業務に携わっている

二、平成○○年○月○日までに正会員とし

者、又は携わっていた者。

て理事会で入会承認を受けた者。

（4）協力会員 協力会員は、個人、団体及び法
人で、本会の目的・事業を支援、協力、賛
助する者とする。

（1）アソシエート会員 アソシエート会員は次
一、一級建築士の受験資格を得た後、設計

認められた者。
（3）
青年会員 青年会員は建築家を目指す者で、

名誉会員

名誉会員

準会員

アソシエート会員
シニア会員
青年会員
学生会員

協力会員

団体・法人協力会員
個人協力会員
サポーター会員

資格要件の主旨

はアソシエート会員資格要件に

登録建築家資格とは関連しない会員資格

満たない者とする。

現正会員は本人の希望により、

（4）
学生会員 学生会員は建築家

アーキテクト会員への移行が可能

を目指す学生とする。
支部所属

アーキテクト会員

二）現正会員
一）一級建築士受 験資格＋実務５年の有資格者

支部・地域会
所属

定款・会員規則における
会員種別検討案比較表

アソシエート会員

3

・会員の身につく、あるいは活躍できる場のある事業を想
定した表現にしては。
・
「行政」についての項目では、手先のような印象を受ける

会員種別

ので表現の変更を求めます。
・
「高齢者等の福祉」に関しては、事業内容が見えてこない

前ページに会員種別の記
事がありますので、あわせ
て参照ください。

一）一級建築士＋実務 5 年の有資格者

2

現行の事業項目に「景観・街並み」
「地球環境保全」
「防
災・災害」
「国際交流」
「高齢者等の福祉」などを加えます。

る者で自己申告により会員種別の変更を

アーキテクト会員資格要件また

本部所属

事業

から離れている者あるいは離れようとす

の各号の一に該当する者。

フェロー会員
アーキテクト会員

・建築士法の今後改善すべき事項についても触れていただきたい。

員資格を有していた者の内、一定期間業務

第４条

人に関する法律上の社員とする。

正会員

すり寄るものではないのではないか。

（2）シニア会員 正会員で 30 年以上継続して会

（準会員の資格）

2．前項の会員の内、
正会員をもって一般社団法

ける若手、サポーターなどの受け皿を設
け、ゆるやかで幅広い活動を推進していき

上浪 寛

定款改定に関する会員アンケートの集計

のでわかりやすくしてほしい。

二）外国の資格取得者
三）専門技術者

・JIA は、建築家の協会であるので、建築家だけが会員でよい。

会員規則における
アーキテクト会員とアソシエート会員の比較表

・この際、専業、兼業建築設計監理者の問題をはっきりさせてはどうか。
・賛助会員については本部、支部、地域会にあるのでそれらの位置づけ
会費の取扱いなどの整理が必要。

▶（3）協力会員を廃止し、準会員を新たに設
けます。
準会員は建築家に準ずる者を指すカテゴ
リーとします。
▶（4）賛助会員の名称を廃止して協力会員と
し、本会の目的・事業を支援、協力、賛助
する者とします。
一般サポーターからの参加も積極的に募
ります。
協力会員は支部・地域会の所属、裁量と
します。
▶現行定款第6条第1項（3）協力会員は建築
関連の専門実務者を指し、該当者が５名で

あるため廃止します。該当者は本人の希望

▶現在の会員規則は登録建築家制度と密接に

を聞き、改定案のアーキテクト会員または

関連していますが、建築士会との協議が進

準会員、協力会員に移行します。

み、真のオープン化を目指している現状を踏

■ 会員規則見直しの要点
▶現行会員規則第 2 条に建築家たる正会員の
規定がありますので、参考として掲載します。

まえ、登録建築家制度との関連は持ちません。

各会員が密接にかかわる地域会を新たに定め
るとあってさまざまなご意見、要望がありました。

支部・地域会

4

▶（二）シニア会員は、現行会費規定で定め
られる「非登録建築家会員」を指します。
▶現行会員規則第 3 条（三）専門会員は建築

・ピラミッド式体制の枠内で考えず、地域会が自由、自立した活動を行えるよ
うにすべき。

▶現状の国家資格である一級建築士取得後 5

関連の専門実務者を指し、該当者が 2 名で

・組織順位を同格に記載せず、
「支部に地域会を設ける」とするべき。

年以上の設計実務経験者のみをアーキテ

あるため廃止します。該当者は本人の希望

・ 地域会の事業執行はどうなるのでしょうか？ 経理、会費の問題などもあるの

クト会員として認めます。

を聞き、改定案のアーキテクト会員または

ただし、本規則が新しく改定される前に
理事会において承認された正会員は、希望
すればアーキテクト会員として認められます。

準会員、協力会員に移行します。
うえなみ・ゆたか =1957 年生・構想建築設計研究所
※ 現行の定款・規則については、どなたでも JIA ホームページ
のトップページ「JIA とは」から見ることができます。

で、方向性をまず見出すべきではないか。
・都道府県単位でなく会員数で設ける、などの柔軟な考え方があってもよいと
思います。

（文責：本部広報委員）

JIA info

理事会報告

本部 支部 活動報告 ･ 事務局からのお知らせ

ASA 大会開催、JIA からは
代表団が参加

ぞれの団体の視点や日常的な取り

ASA（タイ王立建築家協会）の

県では初の試み。本部からは芦原

大会が 2 月 8 日から 13 日までの

会長が参加し基調講演を行った。

組みを語り合うもので、4者協同で
シンポジウムを開催するのは徳島

期間バンコクで開催された。
JIA か
らは会長の代理として代表団が派

●広島市民球場

遣され、国際会議に参加した。

設計：仙田満（仙田満＋環境デザ
イン研究所）

一万人の建築家展開催
1 月 13 日、一万人の建築家展公

奥田實（奥田建築事務所）
●北海道支部で「建築を伝えるセ

佐藤尚巳（佐藤尚巳建築研

ミナー」開催

究所）

式ホームページが開設され、同日

北海道支部では建築家職能の継

から出展者の応募受付・応募され

承を目的とする連続企画として、

金箱温春（金箱構造設計事
務所）

高い志を持って北の地に建築をつ

建築主：広島市

同展覧会はホームページ上での

くり続けてきた60歳以上の建築

施工：五洋・増岡・鴻治建設工事

出展（無料出展）と、UIA 東京大

家から経験や手法、過去の作品解

会開催までの期間に日本各所で行

説を伝えるセミナーを開催している。

た作品の公開が始まった。

うパネル展示への出展（有料出展）

第 7 回となる今回は 3 月 4 日に

の 2 種類の出展方法があり、いず

アトリエブンク元代表の後藤達也

れも随時出展者募集中。

氏を講師に迎え
「真情あふるる軽薄
さ」というテーマで開催された。

ホームページのバナーから。

建築設計 5 会会長による
シンポジウム

2010 年度日本建築大賞、
日本建築家協会賞決定
2月5日、建築家会館にて日本建

●木材会館
設計：山梨知彦（日建設計）
勝矢武之（日建設計）
建築主：東京木材問屋協同組合
施工：大成建設株式会社

( 財 ) 建築技術教育普及センター
における、調査・研究助成、普及
事業助成（第１回）の応募のお知
らせ（同センターより）
（財）建築技術教育普及センター
では、
下記の応募を受け付けています。

③「 リ ト ア ニ ア 日 本 建 築 家 展EAST-

今年最初の理事会が、2 月 25 日に開かれた。

EAST3」実行委員会

今年は、UIA 東京大会の年。期限限定の実行委
員会設立が承認され、JIA としても、全速力で
取り組むことになる。また、5 月の総会の焦点
となる定款改定案について説明と議論が行わ
れた。同じく総会に向けて、決算見込みと予算
案の枠組みが示された。

④「U40」実行委員会
2 懲戒審査委員会の確認証偽造会員の懲戒答
申案「除名」が承認された。
公式記載の改定）が承認された。

③ 広報委員会（本部HP更改報告）

らの説明を含め、継続協議された。
改訂案が、説明協議された。

1 主にUIA大会を控えての期間限定実行委員会
設立が承認された。
①「2050 年の建築家シンポジウム」実行委員会

いことが確定した。また、名誉会員の授与

②「一万人の世界建築家展」実行委員会

式、集いについては、時間などをやり繰り

2011 年 2 月 24 日

2 011 年度本部役員選挙結果について
近畿支部・理事選挙

築大賞・建築家協会賞の公開審査

にて、日本建築学会、日本建築士会

会（審査委員：松隈洋氏、石堂威

建築技術の教育普及に資する公益

社団法人日本建築家協会 選挙管理委員会

連合会、日本建築士事務所協会連

氏、斎藤公男氏）が開催され、本

的あるいは基礎的な調査・研究等

委員長 中尾利弘

合会、日本建築家協会、建築業協会

年度の受賞作品を決定した。受賞

に対して、建築技術教育普及基金

設計部会の会長による「建築でま

作品は下記の通り。

を活用して助成を行っています。

ちをつくる」シンポジウムが開か

＜日本建築大賞（1 作品）
＞		

れた。5 会会長によるシンポジウ

●犬島アートプロジェクト「精錬所」

ムは、
昨年 3 月以来 2 回目。建築基

設計：三分一博（三分一博建築設

本法など制度改革については、若

計事務所）

（2）平成 23 年度第１回 普及事業
助成
また、現地審査と同日にJIA 各賞

建築技術の教育普及に資する事業

の受賞作品発表会が開催された。

に対して、建築技術教育普及基金

干見解が異なるものの、よりよい

建築主：福武總一郎

＜ 2010 年度 JIA 新人賞受賞者＞

を活用して助成を行っています。

建築をづくりのために、共同宣言

施工：大本組

中村拓志 House C – 地層の家 –

平成 23 年度においては、２回の募

宮晶子

集を行う予定です（第２回は 9 月

を行おうとの意見がまとまった。

house K

その 他の受賞結果については
JIA ホームページをご確認ください。

支部の動き

＜問合せ先＞
（財）建築技術教育普及センター

●UIAキャラバン四国支部で開催

新規入会者

四国支部は2月12日、フレアと
くしまにて、UIAキャラバン企画

＜日本建築家協会賞（ 3 作品）
＞

として「2050年の四国・徳島の建

●長岡市子育ての駅千秋「てくて

築を考える」を開催。この催しは

く」＋千秋が原南公園＋信濃川桜

UIA東京大会に向けてJIA四国支

づつみ遊歩道

部・徳島地域会、徳島県建築士会、

設計：山下秀之（長岡造形大学）

徳島県建築士事務所協会、建築学

建築主：長岡市長

会四国支部徳島支所の4者が、ど

施工：池田千秋が原南公園施設建

う参画していくのかを通してそれ

頃を予定しています）
。

築特定共同企業体

承認日：2月17日、25日 18 名
＜東北支部＞
菊池洋市 岩手県／蔵建築設計
小野寺紳 宮城県／（株）三菱地所設
計東北支店
＜関東甲信越支部＞
小見山信巳 東京都／（株）久米設計
西田恭子 東京都／一級建築士 西田
設計事務所
轟 真也 長野県／源池設計室（株）

情報・普及部普及課 助成係
〒 104-0031 東京都中央区京橋
2-14-1 兼松ビルディング

第 3 回選挙管理委員会を開催し、2011 年度近畿支部・理事選挙の
開票を行いました。結果は次の通りです。
（2 名連名方式投票）

6 選挙管理委員会報告（全選挙完了）が確認
された。

変わる米国、変わらない日本。JIAは…
最近の経済誌では米国の経済が本格的に回復しつつあるとの論調が
目立ちます。QE2（量的緩和第 2 弾）のカンフル効果に過ぎないとの
指摘もありますが、株価の復調のスピードなど、日本の失われた 20 年
に比べると、いかにも立ち直りが早いと感じます。出口の見えない状
況が続く日本とはだいぶ違っています。
米国の回復の背景にはオバマ大統領の見事な「変節」があります。
就任当初は極めて民主党的な政策を掲げていましたが、ここへ来て、
減税策の延長はじめ共和党の大統領か！ と見まがうような大胆な「変
身」
。かなり功を奏しているようです。
米国には、再生への意欲、貪欲さともいえる柔軟性があるのでしょ
うか。その象徴ともいえるのが米国の二大政党の歴史です。中途半端

有権者数…………760 名

ではない変わりようです。もっとも「変革」に際しては、変えない部

投票総数…………335 票

分と、積極的に変えていこうとする部分を明確に示しています。

有効投票数………335 票
無効投票数………

台が報告された。
5 不服申立の会員からの申立取下げがあった。

3 本部事務局改革 WGの進捗報告が協議された。
4 UIA大会における公式国際会議は開催しな

社団法人 日本建築家協会
会長 芦原太郎 殿

明された。
4 2010年度決算見込・2011年度予算案叩き

2 5月総会に向けて、会員種別改訂を含む定款

2 月 19 日、東京・芝の建築会館

（１）平成 23 年度 調査・研究助成

3 JICAとJIA（国際委員会）の協定方針が説

1 三春町設計施工一括コンペ対応が当事者か

場所：東京JIA本部 建築家会館1階大ホール
■ 審議事項

① UIA大会推進特別委員会
② 全国学生卒業設計コンクールタスク

■ 協議事項

13時30分～19時30分

2 下記委員会からの事業報告と2011年度活
動方針説明があった。

承認された。

第 187 回理事会 議事

■ 報告事項

1 3諮問会議議長より、例月報告があった。

3「地域会設置基準改訂」
（主に代表・会名称の
4 常務役員報酬額改訂に伴う実施時期が確定

日時：2011年2月25日（金）

して期間中に開催することとなった。
5 本部慶弔規定の改定が議論された。

編 集 室 か ら

公式ホームページへは、
JIA 本部

共同企業体

＜近畿支部＞
（株）
犬走 哲 大阪府／ケンソウエーディ
大薮義章 大阪府／大薮義章建築計
画所
（株）
YUAN
真銅祥一郎 大阪府／
ARCHITECTS
髙橋俊介 大阪府／（株）基本フォルム
朴 成洙 大阪府／
（株）三菱地所設計
大阪支店
＜北陸支部＞
尾久彩子 富山県／（株）景観デザイ
ン リイフス
酒井武志 富山県／（株）鈴木一級建
築士事務所
諏訪 淳 富山県／（株）三四五建築
研究所
矢後 勝 富山県／（株）三四五建築
研究所
吉田康之 富山県／（株）三四五建築
研究所
佐藤秀弘 石川県／（株）五井建築設
計研究所
（有）
下徳建築設計
下德 茂 石川県／
戸井建一郎 石川県／（有）トイット
デザイン

2月25日 開催

さて、JIA では 2011 年度の予算作成作業に入っています。予算案

0票

の検討に際しては、財政再建諮問会議と総務委員会が中心となって、
「事業予算評価タスク」を立ち上げ、JIA のこれまでの事業内容自体の

得票数（立候補届出順）
太田隆信…………124 票

見直しにも着手しています。また組織再編諮問会議では昨年に続き、

道家駿太郎………283 票

本部の委員会体制の見直し第 2 弾をはじめ、本部、支部、地域会といっ

沼田 亘…………259 票

た組織のあり方に関して本格的な検討作業に取り組む予定です。
必要なのは「変節」
？「変身」
？「変革」
？ 言葉のイメージはかなり

よって、役員選挙基準第 11 条により、道家駿太郎氏と、沼田亘氏
を当選人に決定しました。

違いますが、いずれにせよ、変えるべきところ、守るべきところをハッ
キリさせるべき時期にきています。
専務理事 筒井信也

TEL：03（5524）3105（代表）
FAX：03（5524）3223
詳細、過年度の採択結果および審
査に当たっての評価のポイント
などに関しての講評は当センター
ホームページをご覧ください。
http://www.jaeic.or.jp
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6月15日は建築家の日
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第 24 回世界建築会議（UIA2011 東京大会）の準備は粛々と進んでいます。世界中から建築家や建築専門家の皆様をお迎えし、この会議が、
このような悲劇に対し私たちに何ができるのか、また今後の災害の脅威にどのように臨んでいくべきか、議論し解決を見出す機会となることを
期待しています。
UIA2011 東京大会日本組織委員会 会長 小倉善明

UIA 2011 東京大会（第24回世界建築会議 ）

9月25日（日） 10 月1日（土）

いよいよ今秋に開催
プログラムの全 容も明らかに
UIA2011東京大会の開催まで、半
年に迫りました。今年に入り、大会へ
の関心もにわかに高まり、日本組織委

［サブ会場］国立代々木競技場／国立オリンピック記念青少年総合センターほか

からのさまざまな問い合わせが寄せら

［テーマ］DESIGN 2050

れています。
各プログラムの具体的な内容も続々

［主催］国際建築家連合
（UIA）／UIA2011東京大会 日本組織委員会（JOB）

と明らかになり、基調講演・特別講演
ました。
この春には、大会開催に先行して、下
記のようなプログラムが動き出します。
学生コンペ（4月27日募集〆切り）
ユース・ジャンボリー（4月から募集開始）
ツアー／街歩き（4月から募集開始）
そのほか、
プレイベントから会期中のプ
ログラムまで、そして専門家向けから一
般向けまで、UIA2011 東京大会では多
彩な企画を打ち出しています。

©Christo and Jeanne-Claude,
photo: Wolfgang Volz

クリスト（アーティスト／米国）
基調講演

今後は、公式ウエブサイトの更新も

隈 研吾（建築家／日本）

ペースアップして、最新情報を充実させ

学生コンペ審査委員長

基調講演………………………

ジグメ・ティンクレー（ブータン王国首相）

一般公開プログラム…………

安藤忠雄（建築家／日本）

ていきますので、ぜひご覧ください。

www.uia2011tokyo.com
※メールマガジン配信中

［ご注意］参加登録済みの方々へ

2010 年 11 月までに参加登録を済まされた方々には、同年 12 月から今年 1 月にかけて、UIA2011 東京大会参加登録事務局より「ご案内メール」をお送りして
います。参加登録に関する重要事項をお知らせしていますので、必ず内容をご確認ください。

■ UIA2011東京大会 参加登録のお願い

■ 一万人の世界建築家展

いよいよUIA東京大会がこの秋、開催されます。
各支部にて参加登録のとりまとめを行っておりま
すので、同封の申込書にご記入いただき、所属支
部へFAXしていただきたくお願いいたします。

1月より以下WEB上にて応募を開始しました。自分の
作品をネット展示して、大会期間中に東京国際フォー
ラムのガラス棟に展示される世界中の作品展を見に来
ませんか？ 皆様のご参加をお待ちしております！

［事前登録のご案内］
7月31日までに参加登録されると、50,000 円の登録料

http://www.10000architects.com/
■ 芦原会長からのビデオメッセージ

生は15,000 円で参加できます。この期間中に、ぜひ、

UIA2011東京大会に関する会長メッセージを以下のWEBから見ることができます。
（JIAのHPからもご覧いただけます。）
ぜひ、ご覧ください。

お申込みください。

http://www.youtube.com/watch?v=jmice_TTRi8

が 40,000 円に割引されます。同伴者は24,000 円、学

社団法人 日本建築家協会
（JIA） 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-3-18 JIA館

（5月から開催）
open! architecture 2011

1991年4月16日第三種郵便物認可

などのゲストスピーカーもほぼ出そろい

■ ゲストスピーカー紹介 （前号「JIA NEWS 臨時号 2」の続き。敬称略）

2011年3月31日発行

員会（JOB）事務局には連日、国内外

［発行人］
筒井信也 ［編集長］
古市徹雄 ［編集・制作］
企業組合 建築ジャーナル

［メイン会場］東京国際フォーラム／丸の内地区／日本橋地区
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開 催 まであと半 年
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UIA2011 東京大会日本組織委員会は東北地方太平洋沖地震および津波による被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
また、世界の各地より心のこもったお見舞いとお悔やみをいただき、厚く御礼申し上げます。

