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建築家の声を世界へ発信しよう。
JIA全国大会 2010九州は大成功、大会準備にあたられた九州支部の皆様に
は感謝いたします。さていよいよ、来年はUIA大会が東京で開催されます。
この絶好の機会に私たち建築家の声を世界に向けて発信しましょう。
モダニズム建築の原動力であった資本主義は成長の限界を露呈しています。
私たち建築家は固有の環境、社会、文化のサステナビリティを大切にした
新しい環境資本主義原理の建築ビジョンを2050年の社会に向けて提示しよう
ではありませんか。建築家の声を世界に、そして広く市民に届けることができ
れば、われわれ建築家もクロスボーダーアーキテクトとして国境を超えて活躍
することになるでしょうし、またコミュニティアーキテクトとして地域の環境や
（ JIA会長 芦原太郎）
建築に責任を持つ時代もそう遠いことではないでしょう。
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日本建築家協会 全国大会 2010 九州

海と森と建築

主 要 プ ログラム 概 要

（会場：北九州国際会議場）

10月7日から9日まで、
日本建築家協会の「全国大会2010九州」が、北九州市の

九州（福岡）へのオリンピック招致に奔

北九州国際会議場を主会場に開催された。
メインテーマは「海と森と建築」。来

走し、敗れた。
「今度は日韓共同開催を」
。

10月7日（木）

年に控えたUIA大会のプレ大会と位置付けられ、大会式典ではAIA次期会長ク

■ シンポジウム／環境都市をめざして

ラーク・マヌス氏が特別講演。韓国やタイの建築家団体からも多数が参加し、職

■ 新人賞公開審査

能シンポジウムでは、韓国、中国の事情も含め議論。APEC会議参加のため欠席

■ 理事懇談会
■ UIA大会推進懇談会／推進特別会議

200年の計で建築基本法の議論を深めたいとのビデオレターが寄せられた。出色

■ 名誉会員の集い（西日本工業倶楽部）

だったのは基調講演の姜尚中氏。地方再生、アジアとの連携を軸に具体的な青

■ 支部長・理事OB会

式典の前日、第一日目はシンポジウム・公開
審査のほか、会議や懇談会が多数行われた。

写真が示された。大会サブテーマは、
「近代を超克するか九州国」とやや生硬で
あったが、
それをはるかに越えるしなやかな論が展開され、参加した会員と多くの
一般市民の間に共感の輪が広がっていった。

10月8日（金）
■ 式典・基調講演／姜尚中氏

基調講演

AIA次期会長クラーク・マヌス氏／特別講演
■ 臨時総会
■ エコハウス20のチャレンジを検証する
■ 九州・韓国学生ワークショップ公開審査
■ BIMセミナー
■ 全国地域会会議
■ アーカイブスシンポジウム
■ 国際会議（リーガロイヤルホテル小倉会議室 ）
（小倉ステーションホテル）
■ レセプションパーティー

九州共同体構想
一東アジアのゲイトウェイ

大会式典と基調講演に先立ち、法人形態選択
と会費値上げなどを審議する臨時総会を開
催。夜はレセプションパーティーが開かれた。

■

10月9日（土）
■ 25年賞記念シンポジウム／谷口吉生氏
■ 職能シンポジウム／2011年の建築家
■ 保存と再生シンポジウム
■ 環境建築賞公開審査

域が大きく変わる」と力を込め、大きな
拍手が沸き起こった。

姜尚中氏

谷口吉生氏
「私の建築－25年前と今」
「25 年間変わっていませんね」
。
「資生
堂アートハウス」
（1976）で JIA25 年賞

となった馬淵澄夫国土交通大臣からは、国民のライフスタイルも視野に、100年、

■ 建築相談室連絡会議
■ ウェルカムパーティー（フラミンゴカフェ）

最後に「九州が変われば、東京以外の地

25年賞シンポジウム

シンポジウム

環境都市をめざして

を受賞した記念講演。決まった型はなく、
周辺環境、与件、動線に沿って変化する
光や景色を大切にする。若い頃は「アー

大会式典の前日、第 1 日目に大会のス

キグラムなどが注目され、アーバンデザ

タートを飾るシンポジウムのテーマは

イン、都市デザインの時代。ハーバード

「環境」
。北九州市との共催。第 1 部では

での教育方針や勤めた丹下研究室の影響

環境省事務次官の小林光氏が CO 2 25％

もある」
。後半は小倉善明氏が聞き手に。

削減のための施策を紹介し、会員の中村

「ほんとうは少しずつ変わっているのだ

インするだけではなく、社会環境と結び

勉氏が JIA の試みを報告。第 2 部では開

が、変わらないことを私の特徴としてい

ついている。四大プロフェッションの中

催地の北九州市が公害をどのように克服

る。まわりが変わりすぎるから。
」話すの

で最も広い領域にかかわっている垂涎の

し、現在は「環境モデル都市」としてど

が苦手だから講演はほとんどしないと言

的の自由業」と鼓舞する。
「日本の最大の

う動いているのか、今永博北九州市建築

うが、ユーモアも交えつつ、平易かつブ

課題は、中央と地方、あるいは太平洋ベ

都市局長、山本忠明 TOTO SSR 推進部

レない語り口に魅了された。

8 日の大会式典後に行

ルト地帯の 6000 万人とそれ以外の 6000

長、デウンカー・バート北九州市立大学

われた基調講演は姜尚中

万人の格差。閉塞状況の打開策として

准教授、諸藤見代子北九州市環境ミュー

氏。一般市民も列ができ

FTA（自由貿易協定）で日本 1 億 2000

ジアム館長らが語った。

るほど詰めかけ、メインホールは一杯に

万人、韓国 5000 万人の 1 億 7000 万人の

なった。現在、東京大学大学院情報学環・

市場をつくる。海底トンネルで日韓を結

ビデオレターで馬淵澄夫国土交通省大

学際情報学府教授の姜氏は熊本出身で、

ルフクラブハウス（レーモンド）が冷房
なしでも快適で、大らかな空間が大切に

職能シンポジウム

2011年の建築家

使われていたり、若松の古いビルが若い
女性によって雑貨店や美容院に活用され
たりと、市民意識の萌芽が明るい話題と
して注目を集めた。

び、九州は東アジアに近いというアドバ

臣は安心安全で豊かな国民生活のために

「こと熊本に関しては、冷静でいられな

ンテージを生かし、観光と農業を結びつ

新たなしくみづくりを行うと明言。神田

い」そうだ。九州支部会員が高校の後輩

けたランドスケープを創出する」
。父と母

順氏はガリレイの言葉「自分の目で検証

だったことで、この講演が実現した。

を語り、
「２つのふるさとを持つ自分は日

せよ」を引き、専門家が法律に合わせる

子ども建築教育支援活動をネットワー

韓を結ぶのが役割」という。磯崎新らと

ために汲々としている現状を指摘。一方

ク化するために、建築と子どもたち会議

中国出身の趙翔氏は、
「人口 13 億人に対

が設けられた。大会に先立ち、
北九州市立

し中国の登録建築師は 1 万 6,900 人」
。大

鞘ヶ谷（さやがたに）小学校で「夢のエ

韓建築士協会の李昌律氏は、
「大統領が先

コタウンをつくろう」ワークショップが

頭に立って建築基本法を制定した」と説

開かれた。その結果を熱心に発表する子

明。最後に芦原太郎会長が「両国とも建

どもたちの姿が印象的な会議だった。基

築を戦略的に活用している。この点をわ

調講演では稲葉武司氏が内外の子ども建

が国は学ぶべき」とまとめた。

築教育プログラムについて論じた。

保存と再生シンポジウム

九州・韓国学生ワークショップフォリー展には釜山大
学、九州大学、北九州市立大学、九州工業大学、九州
共立大学、日本文理大学が参加。最優秀賞は九州工業
大学Ａチーム、優秀賞は市立北九州大学。

姜氏は建築家について、「空間をデザ

■ U-40 コンペ公開審査
■ 建築と子どもたち会議

エコハウスシンポジウム

■ 賛助会サミット

エコハウス２０の
チャレンジを検証する

■ 建築家のあかりコンペ公開審査
■ 災害対策シンポジウム１
・２
■ U-40建築家会議
■ 住宅部会交流会

21 世紀のエコハウスをめざして今年 3

最終日、3 日目も多彩な催しに加え、エクス
カーションが実施された。

月に全国 20 の地域に完成したエコハウ

展 示

のグループに分け、それぞれの自治体や

JIA 新人賞／ U-40 コンペ作品／九州・韓国
学生ワークショップフォリー／賛助会展示／
あかりコンペ作品／国際交流展／アーカイブ
ス展示／夢のエコタウン模型／ BIM 展示／九
州建築賞／エコハウス展

設計者が発表。北九州市との共催で、
北九

建築まちづくり研究所（牧敦司）で、好

「計画専門官は、市民社会の価値観を自律

エクスカーション

評を博しているそうだ。環境省事務次官

した個人として体現している」
。後半のシ

の小林光氏らを中心に、真のエコハウス

ンポジウムでは、九州工業大学の近代建

とは何か、事例をもとに熱い議論が繰り

築や、八幡、門司などの産業遺産を保存

広げられた。

活用した例が語られた。なかでも門司ゴ

門司港レトロ散策と唐戸市場／嘉穂劇場と旧
伊藤伝衛門邸／北九州エコハウスと北九州市
立大学／ TOTO 小倉工場

（写真上より）エコハウス 20 のチャレンジを検証する
／展示風景／全国地域会会議

ス（21 世紀環境共生型モデル住宅）を 8 つ

（写真左上より時計回りに）満員の姜尚中氏基調講演／大会式典風景／好評だった谷口吉生氏の講演／基調講演が始
まる前、期待が高まる会場風景

州市にもその一つが北九州市環境ミュー

基調講演で長島孝一氏は、英国・北

ジアム内にて公開されている。設計は醇

ウェールズで夏の家を建てた経験から、

建築と子どもたち会議

特 集

日本建築家協会 全国大会 2010 九州 海と森と建築 ダイジェスト

10/7（木）

10/8（金）

■ 新人賞公開審査

10/9（土）

■ 九州・韓国学生ワークショップ

書類審査に通った
九州、韓国の大学
中から、宮晶子、前田
生が参加した学生
圭介、岡田哲史・陶
ワークショップも、
器浩一、米田明、中
最終審査を迎えた。
村拓志の5組が選ば
「海と森と建築」を
れ、現地審査に進んだ。審査員は、吉松 テーマに創意工夫で作成したフォーリーを
秀樹、梅沢良三、東利恵の4氏。
プレゼンし、審査の先生から意見をいただ
き、学生たちにも有意義な審査となった。

■建築相談室連絡会議

■ BIM セミナーおよび展示
建築相談連絡会議
「BIMが建築教育
（社会・公共グルー
を変える」をテーマ
プ）
として発足後、
第
に大西康伸熊本大学
2 回目の連絡会議お
助教が講演し、BIM
よび建築相談室委員
の交流会を行った。会議では「建築相談 実践の設計者によるシンポジウム。BIM
室規約（2010 年 4 月 1 日制定）
」改定の （ビルディング・インフォメーション・モ
審議および 09 年度の建築相談の分析報 デリング）に関する展示を行った。
告など（イベントホールに展示）を行った。
■ 地域会合同会議

■ウェルカムパーティ

N E WS
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二日目の臨時総会前
200 名近くが参加。急遽席を設置して に 行 わ れ た 会 議 は
何とか全員に座っていただくことができ 地域会の位置付けを
たが、後から後から入ってくるお客さん 中心テーマとして行
で､ 私も店の方も冷や汗ものであった。 われた。６つほどの
ほとんどボランティアでやっていただい テーブルに別れて各地域会の現状や今後
たバンドの皆さんや、地域会からの持ち の展望について意見が出された。地域会
込みの酒や､ おつまみのおかげでいい会 の役割や定款・会費改定・法人選択問題
など、活発に意見交換が行われた。
になったと思う。

■ アーカイブスシンポジウム
パネリストの倉方
俊輔氏は、
「アーカイ
ブは、集めるより置
くということ。取って
おくという発想が大事」
と指摘。他にパネ
リストは頴原澄子、平瀬有人の両氏。

■ 環境建築賞公開審査

■ あかりコンペ公開審査

一 次 選 考を経て
現地審査まで終了し
た入選者がプレゼン
テーション。審査員は
野沢正光（委員長）
、
難波和彦、三井所清典、野原文男の各氏。

■ U-40コンペ公開審査
U- 40コン ペ（ 北
九州市公園トイレ提
案設計競技）の公開
審査。入選者プレゼ
ンの後審査に移る。
審査は手塚委員長のリードのもと議論が
白熱し充実した。最優秀案（高橋彰子氏
案）決定の課程はとてもスリリングな展開
だった。実現が待ち遠しい。

■ 賛助会サミット

建築家のあかりコンペ2010の最終審
査は、9月1日の一次審査で入選した9作
品を公開にて行った。最優秀作品には、
球
体のスリット幅を変えることで調光させ
る北海道の諸澤良浩氏の「有明の月」が
選ばれた。

■ 災害対策シンポジウムⅠ、Ⅱ
Ⅰでは中田準一、庫
川尚益、田中浩の各
会員が報告。Ⅱでは
内田雄造先生が山古
志の事例を引きなが
ら災害復旧事業の課題を指摘し、三井所
清典会員が山古志の復興住宅設計の経過
を報告、岡田知子先生が玄界島の復興の
問題点を述べ、加藤武弘会員がJIAとして
の復興計画提案の内容を報告した。

■ U-40 建築家会議
補助椅子を大幅追加しなければならな
いほど多入り満員で、日ごろお世話に
なっている賛助会の企画に、感謝の意思
が反映される形になり安堵している。会
場からも意見が活発に出てバトルトーク
まではいかなかったが、当初の目的は果
たせたようだ。

今年2回目となる
U-40全国会議。呼び
かけに応じて全国よ
り若手建築家が集ま
り、
テーマ『2030年
へ～50人の建築家の提言』について熱い
議論が展開された。スイス連邦工科大学
からの2名の若手ゲストも会議に彩を添
えた。

■ U-40 展示

■ 国際交流展

■ あかりコンペ作品展示

■ アーカイブス展示

大会期間中、U-40
コンペ入賞作品 10
点の展示を行った。
どの案も若き提案者
の意欲や真摯さが感じられ、多様なアイ
デア、多彩な表現は見るだけで楽しいも
のであった。展示場所が良く多くの方に
見ていただいていたことに感謝したい。

JIA 九州支部福岡会
と KIRA（大韓建築士協
会）光州広域市建築士
会の交流は、昨年 10 周
年を迎えた。建築展と
いう形で開催を交互に
行い、人と作品が海を
越えている。

今 年 の“ 建 築 家
のあかりコンペ
2010”は、
「現代の
有明行灯」をテーマ
に、全 79 作品を展示した。作品内容は、
建築家らしいユニークなアイデアが満載
で、光源には LED、有機 EL などの最新
技術を使ったものが目立った。

菊竹清訓設計、福
岡県久留米市文化会
館の図面の展示。手
書きの青焼き図面に
は、打合せの記録や変更の内容も記され
ており、設計者の息使いが感じ取れる。
建築を学んでいる学生が食い入るように
見ていたのが印象的であった。

■ 賛助会展示

■ 九州・韓国学生ワークショップ展示

建築と子供たち会
議関連展示。北九州
市立鞘ヶ谷（さやが
たに）小学校ワーク
ショップ「夢のエコタウンをつくろう」で子
供たちが制作した大きな模型を展示した。

九州支部北福岡
会「建賛会」による
北九州市「環境モデ
ル都市」の取り組み
方針に沿った建築材料、製品、工法の紹
介と展示。
併設したカフェも好評だった。

大会会場の中庭を、学生ワークショッ
プへ参加した日韓の大学生が作成した個
性豊かなフォーリーが彩った。雨により
いくつかのフォーリーが倒壊というアク
シデントもあったが、多くの来場者の目
を楽しませることができた。

新法人問題は、公益法人制度改革にと

料にもとづき、内閣府に 2 度にわたり相
談した結果の判定。ベルコリーヌ事業へ

迫られていたもの。JIA は結成当時から

の課税は顧問会計士が自主申告したもの

公益を目的としており、現在の事業の過

で、行政に指導されたわけではない」旨

半が公益目的事業であるとの調査結果か

の回答があり、議長の室伏次郎副会長が

ら公益社団法人化が提案され、可決され

賛否を取った。結果、過半数の賛成で第

た。今後は、公益社団法人への移行申請

１号議案は可決された。

を行っていく。

市川清貴

大会委員長

西岡弘

全国大会実行委員長

15％の経費縮減を目標とすることで、年
冒頭の芦原太 郎会長 挨 拶にあるよう
課題であり、これに一定の方向付けがなさ

公益社団法人移行について会場から以
下のような質疑があった。
●

●

大会に参加いただいた 700 名を超え
る全国の会員各位にお礼申し上げま
す。そして開催地北九州市をはじめ多
くの関連団体企業の皆さんには多大なるご支援いた
だき深く感謝の意を表します。一般市民の参加のも
と姜尚中さんの基調講演の会場は満席となり、この

典・臨時総会などの内部向けのイベント以外はすべ
て一般市民に開放しました。特に姜 尚中氏の基調
講演、谷口吉生氏の講演は一般市民から将来を担う
建築分野の学生まで大勢の方々に参加いただきまし
た。会員の皆様には遠路ご参加いただき本当にあり
がとうございました。紙面をお借りして御礼申し上
げます。

トとピアノ演奏をバックにしての名誉会員の集い、
姜尚中先生の基調講演、700 人を越える参加者にふ
く刺と九州各地の物産を、テーブル席で振舞ったレ
セプション、2 次会の準備などどれも参加者から好
評で、どの企画もまずまずの動員となり、関係者一
同ほっとしております。これも北九州市を始め多く
のご支援と、会員のご協力があってのことで、深く
御礼を申し上げます。

大会を成功に導いてくれた弾みになったと思いま
す。また多くのプログラムも盛況でした。極めつけ
はレセプションでふく刺を用意したことでしょう。
全国行脚の公約でした。そして着席での宴としたこ
とは大変好評でしたが出席できなかった方には失礼
をしました。この大会は準備のため若い方々が精力
的によく頑張ってくれました。将来九州での大会が
あるときはこの経験がきっと役に立ってくれること
を確信しております。

http://www.jia2010.org/

築家の集まりであり、建築家の資質や業務の質
を高めることにより、社会・公共の利益に貢献
することを目的として結成された公益法人とし
べきである。

［提案の理由2］建築家のプロフェッションとし
ての地位を確立し、資格制度の法制化を実現す
るためには、市民社会の共感が必要であり、従っ
な社会の認知を得るべきである。本部・支部・地

はどうか。
●

何のための値上げか、何にどう使ってい

域会が行っている事業を分析した結果、事業の
過半が公益目的事業であり、またJIAの目的を達
成するためには有効な事業であると判断した。

るのか明確にしてほしい。
今回の値上げは暫定的なものか。15％経

●

会費値上げより業務環境改善をしてほし

第 2 号議案 会費改定について
支部追加運営費は従来通りとし、本部年会費に
つき現行36,000円を45,000円（非登録建築
家は18,000円のまま）に改定し、2011年度

い。会費を 3 万 6000 円に値下げし会員数

会費から改定額で徴収することとする。但し、

を倍にするという無理な計画に対する反

2009～2010年度入会者に限り、入会後3年間

省をすべき。

これらについて小田義彦副会長から

は36,000円のまま会費を据え置く。
［背景説明］今回の会費改定については、事前に
行った支部集会でのアンケート調査ならびに支

「本部の赤字は明らかで放置することの

部長の意見を総括し、
会員数（特に若手会員）の

ベルコリーヌの紛争支援事業は公益事業

できない緊急事態。よりいっそうの財務

減少を食い止めるため、最小限の値上げ巾とす

とならず 300 万円の税金を払った。

状況把握につとめる。今後、
本部経費 15%

公益社団法人になると建築家への自由と

削減で本部と支部交付を 6：4 の比率に戻

独立が拘束されるのではないか。

したい」との回答があった。第 1 号議案と

大会が終り、法人選択と地域会の位置付けにも

支払った 300 万円については修正申告も

同様に採決し、過半数の賛成で原案どお

目途が立つと思われる2012年度末には、
本部経

考えるべき。

り可決された。

性に違いはないか。

一般社団法人を選択して、後に公益社団
法人をめざしてはどうか。

必ずしも恵まれた天候ではありませ
んでしたが、会場を一箇所に絞り込ん
だこと、各時間配分の厳守を徹底した
ことから、式典、レセプションも含めスムーズに進
行しました。予定人数が倍近くになったウェルカム
パーティ､ 辰野金吾氏設計になる松本邸でのフルー

全国大会の詳細は
ホームページをご覧ください

国とプロフェッション団体の考える公共

への移行認定の申請を行うこととする。
［提案の理由1］JIAはプロフェッションである建

て、公益活動を増進する道を選択して、より広範

費節減した分は支部に回るのか。

法人形態移行の件

本会は整備法44条の定めにより、公益社団法人

値上げは UIA 大会が終ってからにして

●

●

第 1 号議案

第1号議案 新法人形態への移行の件

が説明、主に以下のような意見が出された。

れた形となった。議長は室伏次郎副会長。

●

今大会は 700 名を越える会員に参加
いただきました。西日本産業貿易コン
ベンション協会様の取り計らいで、会
場を北九州国際会議場にて開催しましたが、一般市
民に開かれた催しであることが条件でした。このこ
とを JIA を社会に発信する絶好の機会ととらえ、式

会費改定について

第 2 号議案については、小田義彦副会長

に、いずれも JIA の将来にかかわる重要な

●

田島正陽

第 2 号議案

足分を補うものとし、2012 年度末には
9000 円の値上げが可決された。

議 事

て活動を行ってきた。その目的と活動は継承す

会費値上げについては、本部経費の不

●

九州支部支部長

全国大会2010九州では、10月8日
（金）、
メインホールで式典の始まる前に臨時総会が開かれた。
その結果、新法人形態については「公益社団法人」への移行を進める。
また本部年会費を3万6000円から4万5000円に9000円値上げすることが決議された。

もなう法改正により、法人形態の選択が

●

■ 夢のエコタウン模型展示

2010年度 臨時総会報告

建築家法制定によって、業務独占をめざ
すことへの足かせになるのでは。

これらについて議案説明者である森岡
茂夫理事から「この選択は政府発行の資

ることを優先しており、本部経費のみを補うも
のである。今後は、事務局体制の簡素化、本部事
業の見直しを強力に推し進めることにより、UIA

費について2009年度比15％の縮減を図ること
を目標とする。なお、支部・地域会では、各々
の活動実態に合わせて、会員から会費以外の活

また、第 3 号議案についても、3 分の 2
以上の賛成で可決された。

動費を、協力会員、賛助会員、学生会員あるいは
活動参加者から「活動支援金」を募り、
地域会主
体で活動を拡大していける組織形態をめざす。

第 3 号議案 会員の除名
近畿支部苦情対応委員会から本年 1月に懲戒請
求があり、その後職責委員会、懲戒審査委員会の
審議を経て、去る8月27日第 185 回理事会で賛
成多数の「除名」決議があった、
下記会員の「JIA
会員除名」を定款 13 条に基づき総会議決を請求し
ます。
近畿支部所属 土井正明会員
［経緯等補足説明］2003年度以来3件の苦情が
近畿支部に持ち込まれたが、本人に誠実な対応
が見られず、最後の案件では委員会の面談要請
にも応じなかった。2009年11月に本人より退
会申入があったが、近畿支部は退会承認手続き
をとらず、懲戒請求に至っている。

JIA info

臨時理事会報告

本部 支部 活動報告 ･ 事務局からのお知らせ

※有明の月は最優秀賞と DAIKO

●建築基本法特別委員会が馬淵澄

環境行動ラボ 環境省エコ
ハウスモデル事業フォロー
アップ企画

賞のダブル受賞

承認日：9月22日、10月21日

夫国土交通大臣を訪問…JIA全国

2009 年度に実施された環境省

※賞の詳しい情報は以下のウェブ

22名

大会2010九州での職能シンポジ

モデルハウス事業で全国20地域に

サイトでご確認ください。

＜関東甲信越支部＞

ウムに出席予定だった馬淵大臣が

22 棟のエコモデルハウスが竣工し

http://www2.lighting-daiko.

日本設計
御手洗僚子 東京都／（株）

急 遽、APEC 会 議 により欠 席に

ました。環境行動ラボではフォロー

co.jp/jia/index.html

日本設計
志村留美子 東京都／（株）

なったことを受け、9月30日同委員

アップ事業として、環境省中部環境

小池聡子 東京都／（株）日本設計

会委員らが大臣からのメッセージを

事務所と共催で中部地域の３ヶ所

ビデオ撮影するため国土交通省を

のエコモデルハウスを対象にシンポ

訪問。大臣室にて撮影および建築

ジウムと見学会を開催します。

基本法についての懇談を行った。

＜シンポジウムと見学会＞

申請受付期間 2010年12月20

日時／ 2010 年 2 月 5 日（土）

日〜2011年1月31日

場所／石川県金沢市エコモデルハ

詳細は、12月中旬より「建築家資

ウス（シンポジウム会場は石川県

格制度」ホームページへ掲載され

地場産業振興センター）

る「申請説明書」をご覧ください。

JIA 本部の動き

イナリウム）

2010 年度「登録建築家」
認定申請受付開始

新規入会者

10 月 13 日、ロ シ ア のテレビ局

場所／岐阜県高山市エコモデルハ

ノーボス通信社が日本の高層建築

ウス

の実情を取材するため JIA 本部を

※詳細は後日 JIA ホームページに

訪問、JIA からは赤堀国際委員長

掲載します。

インタビューの模様は年内にロシ
ア国内で放映予定。
● UIA 連続公開シンポジウム開

建築家のあかりコンペ
2010 受賞作品決まる

問などが出されたが、新しい定款で明確に

員による不服申立、九州大会登録状況の説

規定することと、ガバナンスを充実するこ

明があった。

佐々木健 東京都／（株）ケンアンド
スタジオバンガード

後藤哲男 新潟県／長岡造形大学造

ド アソーシエイツ
（株）
日建設計大阪
田上慎也 大阪府／

萬田 隆 兵庫県／ tmsd 萬田隆構

10 月 8 日開催の 2010 年度臨時

造設計事務所

総会は、懲戒審査委員会の報告、

＜中国支部＞

理事会の決議並びに定款第 13 条

土田利行 岡山県／（株）やなぎ建築

に基づき、
下記の会員については、

東京大会への連続公開シンポジウ

（審査委員長：古谷誠章氏）の公開

ましたことを、懲戒規定第 9 条に

内田文雄 山口県／山口大学大学院

ム No.13「建築家、はばたけ世界

審査会が開催され、事前の審査を

へ」
（主催：日刊建設通信新聞社）

通過した9作品から各賞が決定さ

が開催。アメリカ、オーストラリ

れました。結果は以下の通り。

被除名者：土井正明会員

倉方俊輔 福岡県／西日本工業大学

ア、イタリアから世界を舞台に活

最優秀賞 DAIKO 賞

除名理由：下記に規定する JIA 倫

佐藤幸二 福岡県／（株）大建設計

理規定並びに、行動規範に違反し

福岡事務所

●イタリアとの文化交流イベント
に芦原会長が出席…10 月 21 日
にイタリア文化会館で開催された

優秀賞 あかりサシ／川津悠嗣
（かわつひろし建築工房）

■ 臨時理事会 議事

会費の改定に関しては、
「本部会費を 9 千
お支部別の会費は現行方式を続けることと
した。

場所：東京JIA本部 建築家会館1階大ホール

も出されたが、支部の活動・財政の自主性

申立」が会長宛に出されたことの報告があった。

審議事項

を尊重すること、支部間の調整が短期間に

1 10月8日臨時総会に提出する3議案について審

は困難という理由から、本部会費のみの改

理工学研究科

財政再建諮問会議報告

＜九州支部＞

木幡 悟 福岡県／（株）大建設計

【倫理規定】

福岡事務所

Ⅰ 社会公共に対して、４．会員

（株）
三省設計
田中健一郎 長崎県／

は、虚偽、誤解を招くような行為

事務所

等により自分自身や業務について

加塩博之 鹿児島県／建築加塩設計

の情報提供や宣伝をしない。

8 月の各支部（近畿を除く）会員集会と

補うもので、支部追加運営費は据え置かれ

会費種別の整合をとり、本部・支部・地域

10 月 8 日の JIA 九州大会における臨時総会

たため、新法人形態移行への準備に欠かせ

会の財政面での基盤整備を行ってまいりま

におきまして、さまざまなご意見をいただ

ない支部・地域会事務局体制強化は今後の

すので、皆様のさらなるご理解・ご協力を

き、多数の皆様のご理解とご賛同を得て無

課題となりました。

お願いいたします。

事に議案が成立しましたことを、心より感
謝いたします。

諮問会議・総務委員会と合同でＷＧを立ち

その中で、正会員会費につきましては

上げ、2012 年 5 月までに本部事務局体制と

2011 年度から 9,000 円上げて 45,000 円とす

本部事業を見直すことで本部財政基盤を整

会員は、依頼者の要請に応え、誠

中武 則 石川県／（株）大屋設計

3 年間据置）が決まりました。しかし、こ

部へ分配することで支部事務局体制強化を

の値上げは過去数年にわたる本部財政の実

促してまいります。

実に業務を遂行することによって
依頼者の正当な利益を守る。
【行動規範（ガイドライン）
】
Ⅱ 依頼者と利用者に対して、
５．

佳作賞 SILVER MOON ／伊波

会員は、自己の独立の立場に疑問

一哉（伊波一哉建築設計室）

をもたれる利害関係があるとみな

佳作賞 ”Fuwari ”／松本成久

される職業、例えば施工業や建材

ノ有ル灯リ "

浅野陽平（デザ

株式会社

業等を営まず、またその組織に属
さない。
以上

議長 小田義彦

財政再建諮問会議としましては組織再編

ピー・コンサルタンツ）

特別審査委員賞 " 有日月灯日ト月

2 九州大会の登録状況の説明等があった。

議の結果、下記が賛成多数で承認された。

リア文化会館・Studio Valle）に

（松本建築設計事務所）

を設ける規定の提案があった。次回審議とする。
なお、次年度より新・新会計基準での決算とな

1 理事会で懲戒処分となった会員から「懲戒不服

え、さらにそこから捻出された余剰金を支

社エイチエイケイ）

１ 顧問会計士、顧問弁護士についても、任期期限

報告

＋WEB参加

本部・支部会費を一本化すべきとの考え

ること（2009、2010 年度入会会員は入会後

普及を行うことを確認しあった。

協議事項

進める。

＜北陸支部＞

佳作賞 bōlo ／秋田憲二（株式会

が賛成多数で承認された。

る旨の表明があった。具体的にはWGで検討を

13時30分～18時20分

Ⅱ 依頼者と利用者に対して、
２．

リアと日本の文化交流や産業振興

紙委任は、会長委任と見なして集計する」こと

本部事務の合理化、職員の適正化等々を推進す

日時：2010年9月22日（水）

& Crescent" ／小林 進（アイ・

なばデザイン）

2 臨時総会の出欠は委任状方式で回答を求め、
「白

2 総務委員会が、本部事務局改革WGを立ち上げ、

ムー大阪から未来へー」
（主催：イタ

東京大会を控え、建築を通じてイタ

3号議案「理事会で除名決議をし、本人から不服

れた。

された。

佳作賞 "カベアンドン…FullMoon

佳作賞 光触行灯／村松雄寛（す

2011年4月より実施する」

選任した会計士による決算とすることが承認さ

「トンマーゾ・ヴァッレ シンポジウ

芦原会長が講師として参加。UIA

2号議案「本部会費9千円追加の会費改定を

設計事務所

基づき公表します。

たこと。

ムズワークス）

する」

るため、会計士については本年度決算は新たに

とにより、十分な対応が可能との判断がな

円増額する」ことに決定（同賛成 16 名）
。な

瀧口信二 広島県

優秀賞 RIPPOU ／松永 基（エ

以上 2 つの議案のほか、入退会者承認、後

柄沢裕輔 東京都／柄沢裕輔建築設

下記内容により、
「除名」と議決し

ねて参加した。

法人形態の選択に関しては、
「公益法人

1号議案「法人形態は、公益法人を選択して申請

申立がなかった会員を除名する」

について協議、報告事項として、被懲戒会

JIA全国大会2010九州におい

PALLET）

力を入れていくことにしている。

位置づけ、会員制度や会費徴収に関する質

て、建築家のあかりコンペ2010

芦原会長がコーディネーターを兼

わされた。

植木健一 東京都／ nSTUDIO

本 社 BX ホ ー ル に て、UIA2011

有明の月／諸澤良浩（アトリエ

今後の事業見直し、経費削減により一層の

らに、外部顧問選定規定、事務局体制改革

催…10 月 19 日に文化シャッター

躍する建築家が出演。日本からは

事会としての最終結論を出すべく意見が交

業比率 50％維持の確実性、支部・地域会の

上田義雄 大阪府／（株）桝谷設計

記

削減などを先にすべきとの意見が出され、

井上久誉 東京都／（株）大建設計

田中康治 奈良県／サークルフィール

除 名

の改定」という 2 つの重要議案について理

常勤役員の適正報酬の審議が行われた。さ

社団法人 日本建築家協会

が対応しインタビューに答えた。

支部間等での二重活動の見直し、本部経費

中、賛成 18 名）
。課題となっていた公益事

＜近畿支部＞

会長 芦原太郎

た臨時理事会。
「法人形態の選択」と「会費

讃井 章 東京都／（株）日本設計

計事務所

公 告

定とした。また、本部活動肥大化や本部・

援名義承認、委員会の委員委嘱、会員除名、

形学部

日時／ 2010 年 2 月 6 日（日）

九州大会期間中の臨時総会を目前に控え

として申請」を選択することに決定（24 名

＜見学会＞
●ロシアのテレビ局が JIA を訪問

9月22日 開催

編集室から
予算縮減を受けて JIA マガジンは一時休
刊。臨時的にかつての会報誌の名称を復活
し、
会員向け情報に特化した「JIA NEWS」
を隔月でお届けします。予算正常化の際に

質累積赤字を補い、今後数年間で財政基盤

また、2011 年 5 月までに定款改訂案に即

整備が完了するまでの本部固定費不足分を

した形で、地域会の位置づけや、会員種別・

はより充実した会報誌をと企画中です。
本部広報委員長 中村高淑

訂正

本会機関誌「建築家 architects」2010
年 10 月号、007 ページの記載に誤り
がありました。訂正してお詫びいた
します。「番号 7

建築家名大江宏」

の主催者名は、正しくは「追悼 大
江宏展運営委員会」です。
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6 3 年目で日本 初 開 催
参 加 料 は 早 期 割り引き中
「建築界のオリンピック」とも呼ばれる
を切りました。60 年以上の歴史を持つ
UIA 大会が日本で開かれるのは初めて
のことです。オリンピックと同じように、
UIA 大会の“地元開催”
もまた、日本の

臨時号

UIA2011東京大会まで、残すところ1 年

JIA NEWS

開 催まであと

1

建築界にとって記念碑的な祭典になる
UIA（国際建築家連合）
とともにUIA
2011東京大会を主催する日本組織委

トを“ヴィジュアル系”に全面リニューア
ル。これから順次、確定してくる各プロ
グラムの情報を掲載するとともに、メール
型のウェブサイト企画も検討中です。
現在、UIA2011東京大会では、登録
料が安くなる「早期割引登録」を実施し
ています。建築家人生の記憶に残る貴
重な体験となるはずのUIA 大会に、ぜ

UIA 2011 東京大会

ひご参加ください。

［会期］2011年9月25日（日） 10月1日（土）
［メイン会場］東京国際フォーラム／丸の内地区
［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

事前登録のご案内   2011年7月31日ま
では50,000円（一般）
の参加登録料が
40,000円に割り引かれます
（早期割引
登 録 ）。同 伴 者と学 生の参 加 登 録は
2011年1月より開始します 。

［テーマ］DESIGN 2050
［主催］国際建築家連合(UIA)／UIA2011東京大会 日本組織委員会（JOB）

www.uia2011tokyo.com
※メールマガジン配信中
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（第24回世界建築会議 ）

1991年4月16日第三種郵便物認可

マガジンでお知らせします。閲覧者参加

2010年11月30日発行

化しています。10月には、公式ウェブサイ
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員会（ JOB）
でも、各方面の活動が本格

2010

ことでしょう。

