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1.大会趣旨 

 

未来創造会議 

 

 

コロナショックに端を発し、時々刻々と社会情勢がかわっていく中で、なかなか先のこと

を考える余裕すらない。 

個人としてもそうではあるが、社会全体としてもかつての高度経済成長期の頃に比べると

長期的な視点や目標は見当たらず、高齢化社会へ対応すべく目の前の問題を処理すること

に精一杯といった印象がある。 

自分達が学生だった頃は、未来に夢を見ていた自分も現在では明日のことを考える余裕す

らないというのが現状だ。 

 

 

今の自分といえば大成功をすることもなく、それなりの生活と仕事をこなし、日々暮らし

ている。そんな中ふと思ったことがある。 

「今の自分のやっていることは未来につながっていっているのだろうか？」 

子育て世代になったからこそ考えていることなのかもしれないが、過去•現在•未来につい

て考えることがなかっただけに、「よくわからない」というのが正直な気持ちである。 

また未来について考えようと思っても、誰に何を訊けばいいのかわからなかった。 

 

 

今回の大会では日々忙しくしている建築士が一旦立ち止まり、改めて建築士会活動を見

つめ直し、これからの建築分野がどうなっていくのか、また、自分達の地域が日本の中、世

界の中でどういった立ち位置になっていくのかを考えていくことをメインテーマとする。 

広い視点で考えるということは、今日明日の生活を変えるものではないかもしれない。また、

もしかしたら１０年後や２０年後の未来も大きくは変わらないかもしれない。しかし、未来

について考えることで日々の活動の充実度は変わるのではないだろうか。 

また、本大会を機に将来の活動に変化や、新しい仕事につながることもあるのかもしれない。 

 

 

未来創造会議。未来について考えるということは、自分を取り巻く環境などについて知ら

ないと考えることができない。逆にいうと、今改めて自分自身を取り巻く社会情勢を知り、

より一層建築士としての深みを出し、明るい未来に向かって積極的に活動していくための

契機となる大会となることを期待しています。  
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2.スケジュール 

 

第１日目 2023 年 6 月 10 日（土） 

 

■本大会 

会場：藍住町総合文化ホール 1 階 大ホール 

 

12：00 ～       受付 

12：30 ～       開会式 

13：00 ～ 14：22   地域実践活動報告会（発表のみ） 

14：22 ～ 14：45   休憩      （座談会準備） 

14：45 ～ 16：45   地域実践質疑＆座談会 

16：45 ～ 17：00   閉会式 

 

■大懇親会 

会場：JR クレメントホテル徳島 ４階 クレメントホール 

 

18：30 ～        受付 

19：00 ～ 21：30    懇親会・余興・各県 PR 等 

 

第２日目 2023 年 6 月 11 日（日） 

 

■中四国協議会理事会 

理事会会場：徳島県建設センター（徳島県徳島市富田浜 2 丁目 10） 

9:00  ～ 10：00     (6F)中四国ブロック青年建築士協議会 

(5F)中四国ブロック女性建築士協議会 

10：15 ～ 12：00    (6F)中四国ブロック青年・女性建築士協議会合同理事会 

 

■エクスカーション（申込制、参加希望者のみ） 

A～E コース（申し込み状況に応じて、ご希望に添えない場合があります。） 
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3.会場案内 

 

藍住町総合文化ホール 

 

所在地 ：徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前 32-1 

ＴＥＬ ：088-637-3344 

1F ホール席数：633 席 

施設駐車場：他施設共用 350 台（障がい者用 10 台、マイクロバス 3 台） 

 

■アクセス方法 

 

（高松道を利用の場合）板野 IC から約 9 分 

（徳島道を利用の場合）藍住 IC から約 6 分 

徳島 IC から約 16 分 

 

徳島駅から車で約 25 分 

徳島空港から車で約 26 分 
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4.大会内容 

 

■地域実践活動報告会 

 

① 日時 

6/10（土）13：00～14：22 

 

② 場所 

大会会場同様：藍住町総合文化ホール 1F ホール（展示：ホール） 

 

③ 概要 

各県の地域実践活動についての発表と活動の概要をまとめた展示パネルを評価し、中四国

ブロックの代表を選考します。発表後、審査員による質疑応答・審査員及び参加者による採

点を行います。 

＜テーマ＞フリーテーマ 

＜発表者＞中四国ブロック 9 県の代表者 

＜参加者＞約 300 名程度 

 

④ スケジュール 

 

13：00～13：05 開会挨拶、審査員紹介 

13：05～13：10 発表手順の説明 

13：10～14：22 発表 各県準備 1 分 + 発表 7 分 + （予備 1 分） 

14：22～14：45 休憩・座談会への場面展開 

14：45～16：45 （座談会時間を利用）質疑応答・談話 

16：45～17：00 閉会式 

－懇親会会場に移動－ 

19：20～19：30 （懇親会にて）   結果発表、表彰 

 

⑤ 選考基準 各県の発表後、審査員及び参加者は次の 5 項目に留意し審査を行います。 

 

A. プレゼンテーション（発表および展示内容を含む） 

B. 発想・コンセプト 

C. 継続的活動 

D. 地域との連携 

E. 今後の展望  



P. 7 

 

⑤  選考方法 

以下に掲げる（ア）審査員による採点、（イ）大会参加者による採点を合計し、最も得点

が高かった県を全国大会における中四国ブロックの代表に選考します。なお、（ウ）の

いずれかに該当する場合は、（ア）及び（イ）の合計から（ウ）を減じた点数を評価しま

す。 

（ア） 審査委員による採点【250 点】 

各県より選出された審査委員 9 名+特別審査委員 1 名（成田祐輔）は、上記の選考

基準に沿って採点を行います。5 点×5 項目＝25 点満点 

（イ） 大会参加者による採点【100 点】 

大会パンフレットに掲載する QR コードにより投票用フォームにアクセスしていた

だき、中四国ブロックの代表にふさわしい 2 件を選考して入力してください。 

集計の結果、獲得票の多かった県から順番に 100 点、90 点…20 点を配点します。 

※同一県への投票は無効とします 

※投票時間は、各県による発表終了後～17：30 までとします 

（ウ） 減点 

    ・提出資料等の遅延（-10 点/日） 

    ※提出資料とは、発表要旨、スライド（PPT）、展示パネル 

    ・発表時間の超過：発表時間 7 分より 30 秒超過する毎に 5 点 

 

⑥  発表 

各県の発表時間は 7 分間とします。司会者より発表開始の旨をアナウンス後、終了 30 秒

前にベルを 1 回、7 分経過時点でベルを 2 回鳴らし時間をお知らせします。 

なお、7 分以降は 30 秒経過毎にベルを鳴らし、2分経過時点で発表を終了させていただき

ます。 
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⑧エントリー等 

地域実践発表会への登録は下記の通り準備をお願いします。 

（ａ）発表者及び発表補助者（ＰＣ機器等操作補助） 

発表者を 1 名及び発表補助者を 1 名選出し、登録用紙に必要事項を記入のうえ所定の期日

までに提出してください。 

（ｂ）審査員 審査委員を 1 名選出し、登録用紙に必要事項を記入のうえ所定の期日まで

に提出してください。また、審査員には事前配布資料として各県お発表概要をお

知らせしますので、質問を 1 以上ご用意ください。 

（ｃ）発表要旨 

発表内容の概要をA4版(縦)2枚にまとめ所定の期日までに提出して下さい。様式は、別添 

“地域実践活動報告 発表要旨”を参照下さい。 

（ｄ）発表用データ 

発表用データは、Microsoft® PowerPoint® for Microsoft 365（旧バージョンも可）で動作するもの

とし、所定の期日までに提出して下さい。 

発表に使用するパソコン、プロジェクター機器、マイクは開催県にて準備します。発表に音 

声・動画を用いる場合は事前にご相談下さい。 

なお、発表会当日の機器操作は発表補助者が行って下さい。 

（ｅ）展示パネル 

各県の発表内容をまとめたA１版(縦)1枚以内を会場付近及びオンライン上に展示します。展示

パネル用のPDFデータを所定の期日までに提出して下さい。パネルは開催県にて準備します。用

紙・印刷精度については指定できませんのでご了承下さい。また、展示パネルは大会参加者閲

覧用にオンライン上に公開します。当日は配布資料内にQRコードを添付しご案内いたします。 

 

⑨提出期日 

地域実践活動報告会の案内配信及び提出期日は下記の通りです。 

・案内配信 2023年3月1日（水） 

・発表者及び発表補助者、審査員の選出(⑧-a,⑧-b)  2023年3月31日（金）17:00 

・発表要旨の提出(⑧-C)  2023年4月14日（金）17：00 

・発表用データ、展示パネルデータの提出(⑧-d,⑧-e)  2023 年 5月 12日（金）17：00 

 

⑩ 提出先 

E-Mail：2023tokushima@gmail.com 

中四国ブロック徳島大会実行委員会 地域実践活動報告会担当：赤尾苑香 
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■座談会「みんなで考える地方都市の未来」 

① 日時：6/10（土）14：45～16：45 

② 場所：藍住町総合文化ホール 1F ホール（大会会場と同じ） 

 

座談会出演者 

•成田悠輔 

•各県代表（各２名×９県 合計１８名） 

 ※各県ご登壇いただく方は基本的には発表者と発表補助者とさせていただきます。 

 

外部講師を招きながら地域実践活動の質疑応答を行う。地域実践活動は報告をして終わ

りではなく恒久的に続いていく。そういった活動を今一度再考し、どう言った方向に向かっ

て活動をしていくべきなのかを議論し、日々の建築士会活動につなげていく一助となるこ

とを期待する。 

 

また、地域は違えども悩みや課題などに共通していることもあるかもしれない。そう言っ

た地域会同士の連携を深めると言った目的においても、今一度、活動の背景などを有識者に

深掘りしてもらいながら意見交換していく座談会とする。 

 

「成田悠輔氏」 

  

司会進行兼質問者。 

大会前に提出された地域実践活動報告書を確認。それぞれの地域会がどう言った活動をし

ているのかを予備知識として知ってもらうことでスムーズな会話が行えるようにしておく。 

 

「各県代表」 

地域実践活動報告提出は座談会にも活用されていくことを周知。 

基本的には地域実践活動報告の発表者が担当することになる。（担当を変えても可） 

また、今後の課題や、地域として取り組んでいきたいことなどがあれば質問や議論する話題

として提案しても可。 
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■大懇親会 

① 日時：6/10（土）19：00～21：30（受付 18：30～） 

② 会場：JR クレメントホテル徳島 ４階 クレメントホール 

所在地 ：〒770-0831 徳島県徳島市寺島本町西１丁目６１ 

ＴＥＬ ：088-656-3111 

駐車場 ：隣接駐車場有（バスに関しては乗降のみ） 

 

 

新型コロナウイルス感染状況と施設運営者と協議しつつ料理提供方法を最終決定いたします。 

 

式次第 

18：30 ～ 19：00 受付開始 

19：00 ～ 19：20 開会乾杯挨拶等 

19：20 ～ 19：30 地域実践結果発表、表彰 

19：30 ～ 20：00 食事時間（30・10 運動にて食べ残しを減らす） 

          （+α）すだち掴み取り、地酒コーナー、徳島ラーメン等 

20：00 ～ 20：30 阿波踊り・けんだま 

20：30 ～ 20：40 食事時間（30・10 運動にて食べ残しを減らす） 

 ～ 21：30 閉会 
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■エクスカーション（予定） 

Ａコース 上勝町ゼロ・ウェイストセンター 見学コース 

 

大部分が標高 700m 以上の山地に覆われ、急な斜面に棚田や段々畑の風景を残す徳島県上勝

町。2003 年に自治体として日本で初めての『ゼロ・ウェイスト（Zero＝0、Waste=廃棄物）

宣言』を行いました。上勝町のごみをゼロにする＝ごみをどう処理するかではなく、ごみ自

体を出さない社会を目指し、ごみ収集を行わず、生ごみなどはコンポストを利用し、各家庭

で堆肥化。瓶や缶などのさまざまな「資源」を住民各自が『ごみステーション』に持ち寄っ

て 45 種類以上に分別など資源化を実行しています。 

また KAMIKATZ BEER のフラッグシップショップ「 RISE & WIN Brewing Co. BBQ & General 

Store 」も上勝町が推進する思想を組み込んだ施設です。マイクロ・ブリュワリー、レスト

ラン、ジェネラルストア、BBQ ガーデンの泊まれる RISE&WIN「Kamikatz Rollimg Room」を

併設しています。上勝町での見学を通じＳＤＧｓの活動を学べるコースです。 

【コース】 

時間：10：00～10：45（ゼロウェイストセンター）移動→11：00～（RISE&WIN）  

定員：20 名 

参加費：無料  

集合場所：上勝町ゼロ・ウェイストセンター（受付 9：45～） 

勝浦郡上勝町大字福原字下日浦７番地２ 徳島駅より車：約 50 分 (33.7km)
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B コース サイクリングおへんろ 体験コース 

 

※雨天の場合は中止（前日決定）中止の場合は各自で Cコース参加可能 

歩き遍路に車遍路、四国遍路の旅行スタイルは様々ですが、少し気軽に道中も楽しみながらお遍路したい

人にオススメなのが自転車を使った自転車遍路です。一番札所 霊山寺から 4 番札所大日寺（約 9.5ｋ

ｍ）か 5 番札所地蔵寺（約 11km）のどちらかまでのコースを散策しながら移動し、お寺参りと一緒に街

めぐりも楽しめるエコで新しい遍路スタイルを体験できるコースです。 

 

【コース】 

時間：9：00～12：30 

定員： 10 名 

参加費： 5,000 円 （レンタサイクル含む、自転車持ち込みの場合は要相談） 

集合場所：一番札所 霊山寺駐車場 鳴門市大麻町板東塚鼻１２６ 

     徳島駅より 車：約 30 分 (14.0km) 
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C コース 鳴門の渦潮 見学コース 

 

渦潮は潮流によって発生する自然現象です。潮の満ち引きによって海面に渦ができる現象で、大きな渦が

できます。鳴門海峡の潮流はイタリアのメッシーナ海峡、カナダのセイモア海峡とならんで「世界三大潮

流」の一つと言われています。潮流の速さは大潮の最大時には、時速 20km にもなり、日本一の速さと言

われています。うずしおクルーズでは観潮船に乗ってうずしおの真横まで接近するのでその雄大な様を実

感できます。自然の力強さを満喫できるコースです。 

 

【コース】 

時間：11：00～12：00（うずしおクルーズ） 

定員：特になし（乗船可能人数 250 人（一般客含めて） 

参加費：2,500 円（15 名以上参加の場合、2,250 円） 

集合場所：鳴門公園第１駐車場（500 円） 鳴門市土佐泊裏福池 

     徳島駅より 車：約 45 分 (26.0km) 
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Ｄコース 阿波藍 藍染め 体験コース 

 

「青は藍より出でて藍より青し」ということわざがありますが、藍染めの青い色は、深く鮮やかな日本を

代表する色です。徳島は、この藍染めの元となる藍染料「蒅（すくも）」づくりの本場として、徳島でつく

られた蒅（すくも）を阿波藍と呼びます。 では、藍染めの一番の魅力はやはり色そのものにあり、瓶（か

め）を覗いたときのように薄い色である「甕覗き」（かめのぞき）から始まって、「薄藍」（うすあい）、「浅

葱色」（あさぎいろ）、「縹色」（はなだいろ）、「藍色」（あいいろ）、「勝色」（かちいろ）、「留紺」（とめこん）

など、多様な色彩美が染め出されることにあります。その藍染めを専門の方の指導のもと、気軽に体験を

することができるコースです。 

【コース】 

時間：10：00～11：30 

定員： 30 名 

参加費：現地にて染め代を徴収（染める用の徳島大会 T シャツ（白）を希望の方は要相談） 

参考：ハンカチ（800 円） 日本手ぬぐい（1,000 円） エコバッグ（2,000 円）  

コットンマフラー（2,000 円） 子ども用 T シャツ（2,800 円）  

大人用 T シャツ（3,500 円） 持参する生地 20 円/g(300g まで) 

集合場所：技の館 板野郡上板町上板町泉谷字原東 32-4 

     徳島駅より 車：約 40 分 (20.0km) 

     

  



P. 15 

 

E コース 洗練された徳島の食コース 

 

2022 年に開業された完全予約制の飲食店。徳島とゆかりのあるチームラボが手掛けた映像作品「百年海図

鑑」を眺めながらの食事になります。既存の建物を改装する段階からチームラボが監修にはいることで、

日常とは切り離された異世界な空間となっています。また、食事に関しては在フランス日本国大使館公邸

料理人として経験を積んだシェフが徳島の食材を使った徳島でしか体験できない料理をふるまっています。

通常はディナーのコース料理のみの販売ですが、今回特別にランチを提供していただくことになりました。 

【コース】 

時間：①11：00～12：00 

②12：30～13：30（理事会出席者を優先する場合があります） 

定員：16 名×2 合計 32 名（カウンター席のみ） 

参加費：3,500 円 

集合場所：店名 百年海 駐車場 万代中央ふ頭共同駐車場（徳島県徳島市万代町５丁目７１−４）  

     徳島駅より 車：約 6 分 (2.3km) 

    

 

  



P. 16 

 

5.大会報告 

 

１．審査員の講評  

（１）大会終了後に作成する『中四国ブロック大会報告書』に、各審査員による各県発表に  

対する審査講評、及び報告会全体に対する講評を収録します。  

（２）書式は大会終了後に中四国理事会ＭＬにて送付します。  

（３）2023年6月30日（金）までにメールで提出してください。  

 

２．青年委員長・女性委員長の大会講評  

（１）大会終了後に作成する『中四国ブロック大会報告書』に、各県の青年委員長、女性委員

長 による、大会全体に対する講評を収録します。  

（２）書式は大会終了後に中四国理事会ＭＬにて送付します。  

（３）2023年6月30日（金）までにメールで提出してください。  

 

３．報告書送付先  

中四国ブロック徳島大会実行委員会 E-mail：2023tokushima@gmail.com 

 

４．大会のＤＶＤの配布  

令和 5 年度第 2 回合同理事会（10 月頃）、各県に 2 セット配布します。 
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6.大会 

 

■大会登録スケジュール 

日程   

3/1 （水） 案内配信 大会・懇親会・エクスカーション登録 

地域実践活動報告 

4/14（金） 締切 地域実践活動の発表要旨データ提出(PDF) 

大会・エクスカーション登録 

地域実践活動 発表者・補助者・審査員登録 

5/1 （月） 案内配信 大会・エクスカーション登録料振込 

5/10（水） 締切 大会・エクスカーション登録料振込 

5/12（金） 締切 地域実践活動の発表用データ(powepoint) 

展示 A1 パネルデータ(PDF)の提出 

5/26（金） 案内配信 

（審査員の方へ） 

大会資料配布（地域実践活動発表要旨データ） 

※大会資料冊子は当日会場にて配布します。 

※上記日程および大会内容を変更する場合は、各県青年・女性委員長（部長）にメールにて案

内させていただきます。 

 

■登録料（全て事前振込とさせていただきます） 

①大会登録料     ￥5,000 

②懇親会登録     ￥7,000 

③エクスカーション  各コースによる 

※WEB 参加をご希望の方も大会登録が必要です。大会登録料は￥5,000 です。 

※本大会の行事の一部であるため、大懇親会、エクスカーションのみ参加でも大会登録料をお

支払いいただくようになります。 

※振込先等は、各県青年・女性委員長（部長）に改めてメールにて御案内いたします。 

 

■交通・宿泊について 

①別途メールにて懇親会会場近くのホテルのご案内をいたします。 

(ア) ホテルの案内はいたしますが、宿泊予約等の手配は各県にてお願いいたします。 

 

■お問い合わせ先 

大会実行委員長        中川 孔介（なかがわ こうすけ） 

               e-mail   2023tokushima@gmail.com 

 


