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7 月以降の協会事業についてのお知らせ 

 平素より、当協会の活動にご協力頂きありがとうございます。 

さて、先月の INFORMATION FROM JIHA にて 6 月末までのすべての事業に関して、中止

もしくは延期する事をご案内いたしましたが、引き続き 7 月以降に予定しております事

業「病院建築基礎講座／福祉建築基礎講座」・「医療福祉建築フォーラム」につきまして

も運営委員会にて検討の結果、日程を延期することといたしました。 

開催日程につきましては現在調整中ですが、決定次第、こちらの Information From 

JIHa 及び、ホームページにてご案内いたします。 

また、施設見学を始めとした月例事業に関しましても、当面の間、開催を見送ること

といたします。参加をご希望されている皆様にはご不便、ご迷惑をお掛けすることにな

りますが、感染拡大防止の観点からこういった対応とさせて頂くこと、何卒ご理解いた

だきたくお願い申し上げます。  

引き続き当協会へのご支援、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

一般社団法人 日本医療福祉建築協会 

会長 中山 茂樹 
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第 10 回定期総会の開催について 

 2020 年度の第 10 回定期総会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対

策に鑑み、 場所を大幅に縮小して実施することとし、例年実施しております医療福祉建

築賞授賞式なども、 残念ながら実施を延期としております。 

 また、緊急事態宣言が出されている中、不要不急の外出を控えて感染拡大を防ぐた

め、そしてなにより皆様の安全を最優先とする安全配慮の観点から、委任状による出席

を極力お願いしておりましたが、皆様の会員としての権利を保障する観点から Web 会議

システム（Zoom）を利用した形で総会の開催を行うことといたします。 

会場へのご出席は極力お控えいただき、Web によるご出席をお願い申し上げます。 

後日、会員各位の INFORMATION FROM JIHA 配信登録用のメールアドレスへ、Web 総会へ

の招待 URL と総会資料をお送りします。 

何卒ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます 

 

記 

 
日 時：２０２０年５月１５日（金）１４：３０～１５：００ 

会 場：建築会館 301・302 会議室（東京都港区 5-26-20）および Web 開催（Zoom）   

議 題：第１号議案 2019 年度事業報告の件   

     第２号議案 2019 年度収支決算の件   

            同  監査報告   

     第３号議案 2020 年度事業計画の件   

     第４号議案 2020 年度収支予算の件   

     第５号議案 役員改選の件   
 

以上 
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協会事務局の勤務体制について 

現在協会事務局は在宅勤務を原則とした勤務体制とさせて頂いております。 

通常勤務は 5月 7日を予定しておりますが、今後の政府からの発表により延長さ

せて頂く場合は改めてホームページにてご案内いたします。 

重ねてご不便をおかけいたしますが、期間中のご連絡につきましては極力メー

ル、ホームページのお問い合わせフォームをご利用くださいますようお願い申し上

げます。 
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『情報シート集 2020』掲載作品募集のお知らせ 

1996 年に発行を始めた『保健・医療・福祉施設建築情報シート集』も、今年で 25 年目を迎えま

す。この事業は、会員の皆様の手がけられた最新施設の情報（基本概要、全階平面図など）を統一

的なフォーマットに従ってご提出願い、これをそのまま１冊にまとめて実費で皆様にお頒けするも

のです。96 年版から昨年の 2019 年版まで、毎年多数の最新施設を掲載し、貴重なデータ集となっ

ています。情報を提供してくださった会員各位に厚く御礼申し上げます。 

この事業の目的は、会員相互の情報交換と研鑽にありますが、最近では専門分野の貴重な資料と

して行政や施設などの担当者が入手され、設計者選定に利用されるケースも増えています。本協会

事業でも、会誌「医療福祉建築」の編集や見学施設の対象をピックアップする際に各委員会で活用

されていることは言うまでもありません。さらに幅広い会員の皆様からのエントリーをお待ちして

おります。今年度の応募期限、原稿締切および発行予定を当初より 3 か月延長致します。（4/2 追記） 

JIHa 情報委員会 委員長  宇田 淳 

記 

応募資格：本協会会員 

募集対象： 2017 年４月より 2020 年３月までの３年間に竣工した保健・医療・福祉施設で、情報価値の

あるまとまった内容をもつ施設、あるいはテーマをもった増築・改築等。（前回までの情報

シート集に未掲載のもの） 

施 設 数：応募情報は、原則としてすべて掲載の予定ですが、応募数が非常に多い場合など、応募者 

とご相談させて頂く場合がございます。 

登録情報：施設名・所在地・設計者等のデータと全階平面図・写真等 

頁  数：１施設２・４・６頁のいずれか（フェイスシートを含む） 

応募方法：�原則として当協会 HP 内の応募フォームより、お申込みください。（一部予定も可） 
        https://www.jiha.jp/issuing/appinformationsheet/ 

�応募フォームからのご入力ができない場合には、以下 1)～6)の内容を事務局あてメール 
(datafile@jiha.jp)にてお知らせください。 

送付の際、件名を「情報シート 2020 掲載希望」としてください。 

1)会員名、2)部署名、3)担当者名、4)担当者 E-Mail アドレス、5)電話番号、 

6)掲載を希望される施設名、それぞれの希望ページ数 

応募締切：2020 年７月 ３日（金）（応募フォーム、あるいはメールにて応募ください） 

原稿締切：2020 年８月 21 日（金）（事務局宛に郵送ください） 

提出方法：①１頁目となるフェイスシート用原稿データ（エクセルファイル） 

②２頁以降の版下：そのまま版下として使用できるデータ 

＊データ、版下の作成方法の詳細については、応募締切後、「作成要領」をご担当者様へ 

メールにてご案内予定です。 

掲 載 料：無料（原稿料も無償とさせていただきます。） 

発行予定：2020 年 12 月下旬（年内発行を予定） 

頒布価格：10,000 円前後を予定。ただしＡ会員の作品掲載者には、１事務所につき１部を贈呈します。 
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・～・～・～・～・～・～・～・～・～・関連情報～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

公益財団法人 建築技術教育普及センター 

令和 2年度調査・研究助成、令和 2年度普及事業助成募集のご案内 

 公益財団法人建築技術教育普及センターでは、建築技術の教育・普及に資する公益的な

調査・研究、広報普及活動に対して、標記の助成事業を実施しております。 

 応募方法等の詳細につきましては、当該センターのホームページをご参照ください。 

  

【令和2年度調査・研究助成】 

助 成 対 象：(1)建築設計、工事管理業務等（建築設備、インテリアに関わるものを含む）に関する調査 

・研究 

(2)建築教育、資格制度等（建築設備士、インテリアプランナーに関わるものを含む）に関 

する調査・研究 

(3)建築技術者の資質の向上、活用方策等（建築設備士・インテリアプランナーに関わるも 

のを含む）に関する調査・研究 

(4)(1)～(3)までのうち、2以上の分野にまたがる調査・研究 

(5)その他、建築技術の教育普及に関する調査・研究 

応 募 資 格：団体、グループ、個人を問いません。 

助 成 件 数：調査・研究及び普及事業とあわせ10件程度。なお、助成件数は大まかな目安とし、審査委 

員会による審査の結果、助成件数が増減する場合があります。 

助 成 条 件：(1)金額：原則として、１件100万円を上限とします。 

        本助成制度以外からも助成を受けている場合、または申請中の場合には必ずその旨を申 

告してください。申告がなく他より助成を受けていることが判明した場合には助成の対 

象とならない場合があります。 

また、原則として、前渡金は助成決定額の30%以内とします。 

(2)費目：資料費／旅費交通費／通信費／消耗品費／謝金／印刷製本費／その他必要な項目 

（アルバイト賃金等）。原則として、調査・研究等のために新たに設備、機器を購入す 

る費用は対象としません。 

(3)期間：原則として、令和２年度内に実施されるもの 

【令和2年度普及事業助成】 

助 成 対 象：建築設計・工事管理業務等、建築教育・資格に関わること（建築設備、インテリアの分野 

を含みます。）をはじめ建築技術者の資質の向上・活用に関する普及事業。なお、建築技 

術者を対象とした事業に限るものではなく、たとえば国民の建築技術者への理解や信頼を 

深める等を目的とする事業も対象とします。 

応 募 資 格：団体又はグループ 

助 成 件 数：調査・研究及び普及事業とあわせ10件程度。なお、助成件数は大まかな目安とし、審査委 

員会による審査の結果、助成件数が増減する場合があります。 

助 成 条 件：(1)金額：原則として、１件100万円を上限とします。 

なお、参加費等を徴収する場合（資料代実費を除く）は助成の対象としません。 

本助成制度以外からも助成を受けている場合、または申請中の場合には必ずその旨の申 

告してください。申告がなく他より助成を受けていることが判明した場合には助成の対 

象とならない場合があります。 

また、原則として、前渡金は助成決定額の30%以内とします。 

(2)費目：撮影・編集費／会場費／印刷製本費／謝金／旅費・交通費／通信費／消耗品費／ 

その他必要な項目（アルバイト賃金等） 
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原則として、普及事業のために新たに設備、機器を購入する費用は対象としません。 

(3)期間：令和２年度内に実施されるもの 

（令和３年度の普及事業の実施準備段階の事業も可とします。） 

応 募 締 切： ２０２０年６月３０日（火）必着 （＊両助成事業とも） 

応 募 方 法： 詳細は、（公財）建築技術教育普及センターホームページをご参照ください。 

（https://www.jaeic.or.jp/smph/other_info/fukyuchosajigyo/cf-boshuu/index.html） 

問 合 せ 先：（公財）建築技術教育普及センター 情報・普及部普及課 三浦、鯉沼 

〒102—0094 東京都千代田区紀尾井町3-6 紀尾井町パークビル 

TEL:03-6261-3310（代表）  FAX：03-6261-3321  

 


