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令和 2年 1月 28日
（一社）日本エクステリア学会

第7回『活動報告並びに発表会』ダイジェスト！

各位
一般社団法人日本エクステリア学会（吉田克己代表理事）では、2020 年 2 月 25 日（火）

に、独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立オリンピック記念青少年総合センター「セン
ター棟 ３１０号室」にて、第 7回『活動報告並びに発表会』を開催いたします。

今回の発表会では、各委員会の活動発表の他、基調講演として多方面にてご活躍の元 福岡大
学工学部建築学科教授・古賀一八氏をお招きし、「防災的見地からの『ブロック塀の有効性』
とは？」を開催します。さらに調査部による新しいプロ向けの「エクステリア設計者対象の意
識調査」も発表されます。同調査は（公社）日本エクステリア建設業協会様と、（一社）日本
エクステリア設計協会様と共同で実施した調査となります。定員は１００名で、参加費は無料
です（※懇親会別途 3000 円）。

◎その① 基調講演
元 福岡大学工学部建築学科教授・古賀一八氏による
防災的見地からの「ブロック塀の有効性」とは？

80点に及ぶパワーポイント資料で、
最新のブロックの機能性・安全性・調達性・多様性・デザイン性を検証！

◎その② 委員会活動報告
日本エクステリア学会各委員会による、充実した活動報告の数々！

〝馬琴の庭〟を推理、日本の街並み、植栽維持管理、台湾のエクステリア、関連法規と品質。
新刊本「クレームにならないエクステリア」そしてブロック建築技能士の必要性など！

◎その③ 調査部報告
エクステリアのプロ必聴！

今年はエクステリア設計者の最新意識調査結果を発表
最新のエクステリアデザインのリアルなトレンドを発見！

◎そして18時 00分～は、立食の懇親会がございます！
いろいろな方々と情報交換をしてください。

どうぞ、お気軽にご参加ください！

◎日にち：2020 年 2月 25 日（火）
◎会場 代々木国立オリンピック記念青少総合年センター 「センター棟 310 号室」

●受付 12 時 30分～ ●前予告 12 時 50分
●13時 00 分～開始
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◆注目！ 基調講演ダイジェスト

今回の基調講演は、多方面にてご活躍の元 福岡大学工学部建築学科教授・古賀一八氏をお招
きし、以下のテーマにて、講演をいただきます。タイトルは、「建築防災とブロック塀につい
て」という仮題でしたが、正式に下記のようなテーマとなりました。

古賀一八氏の講演内容
◆災害列島日本 もう一度ブロックの「機能性・安全性・調達性・多様性・デザイン性を」検
証してみませんか？
―防災的見地からのブロックの有効性とは―
●強度も耐久性もあるコンクリートブロックが塀に生まれ変わると危険物に、なぜ？

という内容です。

講演内容は、ブロック塀への注目が高まった熊本地震や高槻のブロック塀倒壊の検証だけでな
く、関西で猛威をふるった台風21号、西日本豪雨、また昨年関東地方で災害が記憶に新しい台
風19号による水害など、最新のデータを紹介しながら、これからの安全なブロック塀のあり方
を検証していこうという内容となっています。

※下記の写真は、講演内容（プレゼンテーションデータ）の、一部となります。
このような貴重な資料の数々（約 80点）を、当日はじっくりと見ることができます！

多くのエクステリア業に携わる方、住宅関連業に携わる方々にとっては、

見逃せないタイムリーなテーマとなりますので、ぜひ、ご期待ください！
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◆タイムスケジュールと開催概要

会場
独立行政法人国立青少年教育振興機構 代々木国立オリンピック記念青少総合年センター
「センター棟 310号室」

●受付 12時 30 分～ ●前予告 12 時 50分
●会長挨拶 13時 00分～13時 05分 吉田代表理事
●基調講演 13時 05分～14時 00分
災害列島日本 もう一度ブロックの「機能性・安全性・調達性・多様性・デザイン性を」検証
してみませんか？ 講師：元 福岡大学工学部建築学科教授・古賀一八氏

質疑応答 14 時 00～14 時 10分
●委員会報告 14時 10 分～
歴史委員会 14時 10分～14時 35分 25 分間
―休憩 10分―
街並み委員会 14時 45 分～15 時 05分
植栽委員会 15時 05分～15時 20分
国際委員会 15時 20分～15時 35分
関西品質向上委員会 15時 35 分～15 時 50分
―休憩 10分―
技術委員会 16時 00分～16時 40分
調査部報告 16時 40分～17時 30分
17時 30分～17時 40分 アンケート記入
●閉会 終了 17時 45 分
●18時 00 分～ 懇親会会場：「国際交流棟 レセプションホール３」

●①基調講演 13時 05分～14 時 00分
タイトル：災害列島日本 もう一度ブロックの「機能性・安全性・調達性・多様性・デザイン性を」検証してみませんか？
講師：元 福岡大学工学部建築学科教授・古賀一八氏 内容：「防災的見地からのブロックの有効性とは」、「強度も
耐久性もあるコンクリートブロックが塀に生まれ変わると危険物に、なぜ？」等、関西で猛威をふるった台風21号、
西日本豪雨、また昨年関東地方で災害が記憶に新しい台風19号による水害など、数多くの最新のデータを紹介しなが
ら、これからの安全なブロック塀のあり方を検証する。

●質疑応答 14時 00～14時 10 分

●②日本エクステリア学会各委員会による活動報告
1.歴史委員会 14時 10分～14時 35 分
テーマ：『馬琴の庭を推理する』
内容：江戸の文豪 滝沢馬琴の自庭をその日記から復元画像化への挑戦
発表者：山澤清一郎（本会正会員 カレンフジ株式会社 代表取締役）

休憩 10分

2.街並み委員会 14時 45分～15 時 05分
テーマ：『植栽と管理が街並みの資産価値に対する影響に関する調査』
内容：流山グリーンチェーン、浦安市新市街地計画戸建地区、ひばりが丘新旧住宅地などの事
例
発表者：浅川 潔（街並み委員会委員長、有限会社コミュニティデザイン代表）

3.植栽委員会 15時 05分～15時 20 分
テーマ：『植物の維持管理について』
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内容：環境条件（自然環境）／地域構成／生物環境／管理条件―上記の要点をふまえた上で、
植物多様性も考慮した植栽設計をすることの大切さ。それぞれを考察するために必要な基礎知
識を習得することの必然性を知る。また、生育をコントロールするための手入れを意図的に行
うことで、管理しやすくすることも可能。今回は、生育を意図的に管理したものと、通常の手
入れを行ったものを比較して、その利点について説明します。
発表者：乞うご期待！

4.国際委員会 15時 20分～15時 35 分
テーマ『海外のエクステリア事例の紹介：台湾の最近の作品より』
内容：国際委員会が随時更新している Facebook でもお馴染みの海外エクステリア事例。台湾
の作品を中心に写真で紹介します。
発表者：蒲田哲郎（国際委員会委員長、旭化成ホームズ株式会社）

5.関西品質向上委員会 15時 35分～15 時 50分
テーマ『品質向上委員会活動報告』
内容：「エクステリア関連法規について」、「ユニソン 豊田本社工場視察」、「ライティング
セミナー実施」などの活動報告を行います。
発表者：乞うご期待！

休憩 10分

6.技術委員会 16時 00分～16時 40 分 （30分）
テーマ『2019 年 技術委員会の歩み』
内容：技術委員会委員紹介、そして『クレームにならないエクステリア】発刊の案内をします。
発表者：小林義幸（技術委員会委員長、有限会社エクスパラダ代表取締役会長）
※技術委員会・関連発表 （10分）
MEX 資格部会 テーマ：『今必要とされるブロック建築技能士』
内容：いま注目を集めている「ブロック建築技能士資格検定」―東京都ブロック建築技能士資
格検定実施スケジュールについての周知・情報伝達があります。

●③調査部報告
7.調査部 16時 40分～17時 30 分
テーマ『エクステリア設計者の意識調査』
内容：（公社）日本エクステリア建設業協会様、ならびに（一社）日本エクステリア設計協会
様との共同調査の内容について発表いたします。今回の調査は、昨年の消費者調査とは異なり、
エクステリア設計に携わるプロの方々に対しての意識調査となります。今回の調査発表によっ
て、現在のエクステリアデザインの傾向や、住宅デザインの傾向などのリアルな姿を知ること
が出来るでしょう。
発表者：粟井琢美（本会正会員、（一社）日本エクステリア設計協会副会長、㈱ユニマットリ
ック空間デザイン部長）ならびにナビゲーター：蒲田哲郎（調査部会長、旭化成ホームズ株式
会社）※予定

◎17時 30 分～17 時 40分 アンケート記入
皆様、最後までご聴講、お疲れさまでした！
最後に、今回の活動発表会に関する感想、ご意見などをお聞かせください。アンケートに、ご
協力をお願いします。

◎閉会 終了 17時 45 分

◎18時 00 分～ 懇親会
懇親会会場は、同じ敷地にある別棟「国際交流棟 レセプションホール３」にて行います。
※懇親会への参加会費は 3000 円です。参加費は発表会受付時（12時 30 分～13 時 00分）に
お支払いのご協力をお願いします。



第7回『活動報告並びに発表会』
一般社団法人日本エクステリア学会

参加申込書
下記ご記入の上、学会事務局　FAX 03-3312-6317　までご返信ください。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※締め切り　2月 20日（木）

お名前

ご住所　〒

電話番号 Email アドレス

会社名

懇親会　　　　　参加　　　　不参加　　　　　　※参加の方は、当日受付にて別途3000円を頂きます　

各位　いつもお世話になります。このほど一般社団法人日本エクステリア学会（吉田克己代表理事）では、2020年 2月 25日
（火）に、独立行政法人国立青少年教育振興機構　国立オリンピック記念青少年総合センター「センター棟　310号室」にて、
第 7回『活動報告並びに発表会』を開催いたします。今回の発表会では、各委員会の活動発表の他、基調講演として多方面に
てご活躍の元 福岡大学工学部建築学科教授・古賀一八氏をお招きし、「防災的見地からのブロックの有効性」を検証します。さ
らに調査部による新しいプロ向けの「エクステリア設計者対象の意識調査」も発表されます。同調査は（公社）日本エクステリ
ア建設業協会様と、（一社）日本エクステリア設計協会様と共同で実施した調査となります。定員は 100名で、参加費は無料で
す（※懇親会別途 3000円）。お申込みされる方は、お手数ですが、同紙を fax にてご返信ください。この機会に、ぜひとも皆
様のご参加を、お待ちしております。　

●プログラム　

◆特別講演　
災害列島日本　もう一度ブロックの「機能性・安全性・調達性・多様性・デザイン性を」検証してみませんか？
―防災的見地からのブロックの有効性とは―　元 福岡大学工学部建築学科教授・古賀一八氏

◆「委員会活動報告」　※順不同
・技術委員会　テーマ名「クレームにならないエクステリア」発刊の案内／MEX資格部会「今必要とされるブロック
建築技能士」　 ・品質向上委員会（関西）　テーマ名「エクステリア関連法規について」等　 ・歴史委員会　テーマ名
「馬琴の庭を推理する」　 ・街並み委員会　テーマ名「植栽と管理が街並みの資産価値に対する影響に関する調査」
 ・植栽委員会　テーマ名「植物の維持管理について」　・国際委員会　テーマ名「海外のエクステリア事例の紹介：台
湾の最近の作品より」
 
◆調査部報告　「エクステリア設計者の意識調査　日本エクステリア設計協会、日本エクステリア建設業協会との共同
調査」

●開催概要

場所　代々木国立オリンピック記念青少総合年センター　「センター棟　310号室」
　　　〒151-0052　東京都渋谷区代々木神園町３番 1号
　　　小田急線参宮橋駅下車徒歩７分　
　　　地下鉄千代田線　代々木駅下車徒歩 7分
日時　令和 2年２月 25日（火）
受付 12時 30分　
開始 13時 00分～終了 17時 45分
懇親会　18時 00分～ 20時 00分　
定員　先着 100名
参加費　無料　※懇親会　3000円

一般社団法人日本エクステリア学会
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 4-10-2-201 電話 03-3312-8764　fax03-3312-6317    メール：front@es-jp18.net 
学会ホームページ http://es-j.net/


	開催案内　一般
	008

