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建築基本法制定準備会 2021年度総会 次第・議題  

開催日  2021年6月5日（土） 

場 所  ZOOMによる オンライン会議 A-Forum発信 

 

次 第 

■総会 14：00～14：30（予定）  

１．開会  （司会 牧村幹事） 

２．会長挨拶 （神田会長）  

３．議長選出 （司会 牧村幹事） 議長 （       ）      

４．定足数確認 （佐久間幹事） 

    会員数  2021．05.09現在    186名 

    定足数 （１/3以上） 62名      

出席数   ZOOM出席者  （   ）名 

     委任状議長宛 （   ）名 

合計    （   ）名 ＞ 62 

５．議事録確認者選出 （         ） 

６．議事 

  １号議案 2020年度活動報告 （橋本幹事） 

2020年度決算報告 （萩原幹事） 

監査報告     （新宮監査役）  

  ２号議案 2021年度役員選出 （佐久間幹事） 

  ３号議案 2021年度活動計画 （橋本幹事） 

2021年度予算計画  (萩原幹事) 

７．議長解任 

８．閉会 

（閉会 14：30予定 ５分間休憩後 オンライン講演会開催  ） 
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■講演会 14:35～16：00（予定） 

講演：「僕らはどんな建築、どんなハビタットを目指してきたのだろうか？」 

講師：蓑原敬（みのはら けい）氏  都市計画家 蓑原計画事務所代表 

略歴：1933年生まれ、1958年東京大学教養学部アメリカ科卒、1960年日本大学理工学部 

建築学科卒、建設省入省。1985年退職後、蓑原計画事務所設立今日に至る。 

代表的著作に「成熟のための都市再生」（学芸出版）「地域主権で始まる本当の都市計画・ 

まちづくり」（同）、まちづくりの哲学（共著、ミネルヴァ書房）など多数。    
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第1号議案 2020年度活動報告・決算報告・監査報告 

■２０２０年度活動報告 （橋本幹事）  

１）議員連盟の立ち上げ準備 

・コロナ禍の影響で議員との面談が難しい状況の中、第二回の緊急事態宣言もあり、建築基本法制定

へのこれまでの課題を整理する一年となった。 

・複数の議員パーティに参加し、また、議員事務所を訪問し、議員連盟設立への協力を要望した。 

２）建築基本法の PR 活動  

・4 月 冊子「持続可能社会と地方創生のための建築基本法制定」を出版 

 

・11 月 JIA 東北支部と共催で「これからの建築とまちづくり in 仙台PART6」シンポジウム。 

・８月以降 前記冊子「持続可能社会と地方創生のための建築基本法制定」の ZOOM 読書会を開催。 

（8/28、10／9、11／6、12／4、1／8、2／12、3／5、4／9、5／14）。6 月以降も継続予定。 

・ニューズレターの発行 2020 年4 月に第35 号、2020 年7 月に第36 号、2021 年1 月に第37 号、 

 2021 年5 月に第38 号を発行  

３）主な会合 

・通常総会  6 月13 日 会場8 名、ZOOM6 名、委任状73 名 87 名（定足数62） 

冊子の説明講演会と自由討論 講演：神田会長 

  ・幹事会 

2020 年  4 月23 日、7 月9 日、7 月29 日、9 月10 日、11 月11 日 

  2021 年  1 月15 日、3 月11 日 

・外事分科会  

2020 年  5 月20 日、7 月22 日、以後ZOOM ミーティング等 

４）その他 

・務台議員（自民党）宛「ポストコロナに向けて住まいと仕事の環境形成」提出 
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■２０２０年度決算報告 （萩原幹事）  

 
  

項目 予算 内容 実績 差額

前期繰越金 275,973 275,973 0
収 年会費 450,000 123口 615,000 165,000
入 金利 0 3 3

寄付 0 0 0
合計 725,973 890,976 165,003

通常総会費用 30,000 36,460 6,460
議員会館シンポジウム費用 20,000   国会議員会館 0 ▲ 20,000

支
地方シンポジウム費
用

50,000 0 ▲ 50,000

ワークショップ費用 170,000   唐丹小白浜 0 ▲ 170,000
他団体との交流 20,000   他団体との交流 0 ▲ 20,000

出 広報費 200,000 112,047 ▲ 87,953
事務用品消耗品費 40,000 2,611 ▲ 37,389
会議費 10,000 0 ▲ 10,000
勉強会等活動費 150,000 国会議員へのアプローチ 121,100 ▲ 28,900

小計 690,000 272,218 ▲ 417,782

貸出金 0 400,000 ▲ 400,000
予備費（繰越金） 35,973 218,758 0

合計 725,973 合計 890,976 165,003

2020年度貸借対照表（2021年3月31年現在）

現金 218,758
貸付金 400,000 合計 0

純資産 618,758
合計 618,758 合計 618,758

（参考）2019年度貸借対照表（2020年3月31年現在）

現金 275,973
貸付金 0 合計 0

純資産 275,973
合計 275,973 合計 275,973

純資産

2020年度（2020年４月１日～2021年３月31日）予算・実績

資産 負債

純資産

資産 負債
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■2020年度 監査報告 （新宮監査役） 
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第２号議案 2021年度役員選出  
   

■2021年度役員（案） （佐久間幹事） 
 

役職   氏名  所属等         

会長    

神田 順  東京大学名誉教授   

 

幹事（五十音順）       

朝倉浩樹  (株)リガーレ    

岩崎 隆  (株)加門鑑定事務所    

※北本義郎  日本ＥＲＩ金沢支店 

黒木正郎  日本郵政(株)    

佐久間槙夫  ＭＡＫＩ設計室    

高田洋一   (株)山田守建築事務所    

髙橋伸博  ＡＳＵＮＯ設計(株)    

竹川忠芳  竹川忠芳法律事務所   

※武田有左     ＡＮＥＴｌａｂ 

成岡 茂  成岡建築設計・技術士事務所    

野口佳助  (株)米山     

萩原淳司  埼玉りそな産業協力財団   

橋本友希  Ｔ＆Ｙパートナーズ    

牧村 功  名細 環境・まちづくり研究室  

松本純一郎  (株)松本純一郎設計事務所   

※森田慶子  福岡大学工学部建築学科 

矢沢秀周  エーピーエヌ設計(株) 

山岡淳一郎  山岡事務所     

 

【注】※は新任幹事    

 

 

 

監査役   

新宮清志  日本大学名誉教授  

水津秀夫  水津建築事務所  

 

相談役    

斎藤公男  日本大学名誉教授    

仙田 満   (株)環境デザイン研究所    

和田 章  東京工業大学名誉教授    
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第３号議案 2021年度活動計画・予算計画 

 

■2021年度活動計画 (案) （橋本幹事）  

            

１． 超党派議員による建築基本法の制定を図る。 

・早期の議員連盟の立ち上げを図り、議員立法を目指す。 

・新型コロナ収束の状況で、勉強会参加の議員中心に働きかけを再開する。 

２． 関係団体との連携を図る。 

・国土交通省や内閣府などとの意見交換を行い、法案提出の環境を整える。 

・関係諸団体と支援体制（態勢）についての意見交換を行う。 

３． 本会活動の一層の周知を図る。 

・「持続可能社会と地方創生のための建築基本法制定」の読書会の継続と SNS などを通じての情

報発信を行い、建築基本法制定の機運を高める。 

・各地でシンポジウム（出版記念）などを再開する。 

４． 東日本大震災の復興支援の継続。 

・唐丹小白浜の復興支援を行う。 

５． その他 

・建築基本法制定に関わる活動。 
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■2021年度予算計画（案）  （萩原幹事） 

 

 

2020年度実績、2021年度予算

項目 2020年度実績 2021年度予算 差額 内容

前期繰越金 275,973 218,758 ▲ 57,215
収 年会費 615,000 625,000 10,000 125口

入 金利 3 0 ▲ 3
寄付 0 0 0
貸出金回収 0 200,000 200,000 冊子貸出金回収

合計 890,976 1,043,758 152,782

通常総会費用 36,460 30,000 ▲ 6,460

議員会館シンポジウム費用 0 50,000 50,000

支 地方シンポジウム費用 0 150,000 150,000

ワークショップ費用 0 150,000 150,000 唐丹・小白浜

他団体との交流 0 50,000 50,000

出 広報費 112,047 150,000 37,953

事務用品消耗品費 2,611 25,000 22,389 インク、ラベル、封筒印刷等

会議費 0 50,000 50,000 学習会活動

勉強会等活動費 121,100 150,000 28,900 国会議員へのアプローチ

小計 272,218 805,000 532,782
貸出金 400,000 0 ▲ 400,000
予備費（繰越金） 218,758 238,758 20,000
合計 890,976 1,043,758 152,782

2021年度貸借対照表（2022年3月31年現在）

現金 238,758
貸付金 200,000 0

純資産 438,758
合計 438,758 合計 438,758

（参考）2020年度貸借対照表（2021年3月31年現在）

現金 218,758
貸付金 400,000 0

純資産 618,758
合計 618,758 合計 618,758

純資産

資産 負債

純資産

資産 負債


