平成 26 年

外断熱推進会議活動・事業報告（平成 26 年 1 月～12 月）

■1 月 17 日（金）理事懇談会・新春セミナー・新年互礼会
●１３：００～

理事懇談会(理事・正会員)

●１５：００～１７：００ 新春セミナー
・「外断熱は日本のマンション（ＲＣ建物）をどこまで変えたか！」山岡淳一郎
・パネルディスカッション（山岡淳一郎

●１７：００

海野仁志 夏目康広 宮坂幸伸

様

堀内正純）

新年互礼会

■2 月 8 日（土）たま・まちせん市民企画講座（多摩市永山公民館）
●基調講演 「省エネ改修に至るまで」花牟禮 幸隆氏
（エステート鶴牧４・５住宅管理組合大規模修繕実行委員）
●関連報告
・ホームタウン南大沢団地その後（外断熱効果）首都大学東京大学院 須永研院室
・外断熱改修～２０年間の体験と実践から堀内正純（NPO 法人外断熱推進会議常務理事）
・省エネ改修の長期的経済性の検証 戸辺文博（NPO 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ･まちづくり専門家会議理事長）

■2 月 10 日（月）東北支部会議
佐貫支部長、東邦レオ、フクダ物産、北州、ダウ化成、StoJapan、ツヅキ
議題１

本部

宮坂専務理事。

前回の宿題のセミナーのテーマ

１

米国に於けるパッシブハウスの基礎/

２

老健施設に於ける省エネ改修

３

省エネルギーと健康住環境

イニシャルとライニング
外断熱と病気のはなし

上記１～３より次回３月の会合で絞り込みを行う。
議題２

東北地方老健施設プロジェクト

議題３

ドイツ

山形県、青森県施設一覧配布

福島（未定）

レーナード博士来日に伴う講演会開催について

４/8~4/21（東京・大阪・札幌 他）仙台検討 （宮坂専務理事より）
議題４

ＮＰＯの役割について
ＮＰＯ施工基準 ガイドライン・施工管理士制度（外壁協会との連携？）
外断熱工法の市場拡大・外断熱は業種として何処に入るか等

議題５

次回日程

■2 月 21 日（金）九州支部セミナー
・講演１：EAE ガイドラインとフラウンホーファー建築物理研究所（WUFI の活用）
外断熱推進会議 常務理事

堀内正純

・講演 2：非定常熱・湿気移動解析による省エネ住宅検証
京都工芸繊維大学大学院准教授・外断熱推進会議理事

芝池英樹博士

・パネルディスカッション
テーマ：九州の高性能住宅を科学的・物理的に考える
パネリスト：坂口剛彦・芝池英樹・坂本俊久様ほか

■3 月 23 日（日）～3 月 31 日（月）第三回米国視察高性能住宅視察（Boston-Chicago）
京都工芸繊維大学大学院准教授・芝池英樹博士によるコーディネートで、日本と同じように様々な気
候区とハリケーン、地震などを抱える米国の外断熱建築及びパッシブハウスなど高性能建築に関する
実態調査を平成 26 年３月 23 日（日）～３月 31 日（月）の期間実施した。

■3 月 31 日（月）～４月第三回米国視察高性能住宅視察（LasVegas）
引き続き、京都工芸繊維大学大学院准教授・芝池英樹博士によるコーディネートで、EIMA（EIFS 産
業協会）との交流、北大西洋 EIFS 会議（日本・米国・カナダ）に参加し、日本の実情と EIFS の普及
について話し合った。

■4 月 11 日（金）ヴォルフガング・レーナート氏講演会（東京）
講演―１ 「ＥＡＥ 欧州の外断熱ガイドラインについて」
お茶の水女子大学名誉教授・田中辰明博士
講演－２ 「EAE外断熱施工ガイドライン解説」
映像による解説を含むEAEガイドラインの日本への適用
建築家

ヴォルフガング・レーナート氏（ドイツ）

■4 月 14 日（月）EAE 札幌セミナー
講演１「ＥＡＥ外断熱施工ガイドラインの意義」堀内正純
講演２「ＥＡＥ外断熱施工ガイドラインに関するドイツ調査報告」藤本哲哉
講演３「ＥＡＥ外断熱施工ガイドラインについて」田中辰明博士
講演４「ＥＡＥ（欧州外断熱協会）外断熱施工ガイドライン解説」ヴォルフガング・レーナート
「バルコニーの構造熱橋対策について」ショックジャパン㈱ 坪沼和充 田口

忍

講演５「ＥＡＥ外断熱施工ガイドラインから学ぶ北海道における外断熱改修の実例」大橋周二

■4 月 18 日（金）理事懇談会

田中俊六先生セミナー

田中俊六博士「外断熱が好適な潜熱・顕熱分離蓄熱空調システム（ＴＡＢＳ）」講演

■5 月 23 日（金）平成 26 年度

理事会・総会

定例の理事会・総会が開催された。定例総会において設立以来理事長を務めた竹川忠芳（弁護士）
が退任し新理事長に宮坂幸伸氏(元参議院議長秘書官)が選任され就任した。

■5 月 29 日（木）環境･省エネ住宅政策を推進する議員連盟

第一回総会・勉強会

政権交代後初めての議連総会・勉強会が衆議院第二議員会館第 6 会議室で開催された。開会は笠浩
史事務局長の司会で始まり、議連の共同代表として前田武志議員、中谷 元議員が選出された。

■6 月 18 日（金）東京都へ事業報告書提出
平成２５年度の活動報告書、活動事業費、役員変更届けなど定期の書類を東京都ＮＰＯ事務所に提
出した。平成２６年５月２３日の総会で竹川理事長が辞任し宮坂理事長が選出されたのでこの役員
変更届けも提出した。
■6 月 22 日（日）

南大沢集合住宅見学

外断熱建築を勉強するため千葉県のマンション管理組合･大規模修繕実行委員会の１２名がＮＰＯ
が外断熱改修設計監理をした南大沢の集合団地を見学した。

■6 月 23 日（月）竹川理事長に感謝する会
平成２６年５月２３日の総会で退任した竹川前理事長に感謝する会が開催された。
議連会長の前田武志参議院議員も出席された。
■7 月 4 日（金）木造部会
外断熱推進会議に設立する木造部会のＨＰを立ち上げる件について打ち合わせを行った。
■7 月 9 日（水）第３４回「外断熱」関西セミナー
空調の常識を変える！「地球の体温で暮らす家」㈱ジオパワーシステム

営業本部長 上田竹一氏

「窓から始まる 健康･快適な環境作り」ＹＫＫＡＰについてセミナーが開催された。
■7 月 30 日（水）木造部会打ち合わせ
木造部会への勧誘やリンク先などを入れるＨＰについて打ち合わせをおこなった。
■8 月 21 日（木）第三回

東北支部

外断熱セミナー

講演１：「老健施設における省エネ改修のイニシャルとランニングコスト」
（明山荘 事務長 石井貴志氏）
基調講演：「外断熱と病気の話」
（近畿大学建築学部 学部長・建築環境システム研究室

教授・博士（工学）岩前

篤先生）

本部から宮坂理事長が出席した。
■8 月 29 日（金）理事懇談会
定例の理事懇談会が開催された。１５：３０より東京医科歯科大学の名誉教授若松秀俊先生より
「働き盛りを突然襲う循環器系疾患（心臓病・脳梗塞など）と外断熱」と題して講演があった。
医学的な立場から建物の温湿環境の重要性をお話され価値ある講演であった。
■9 月 15 日（月）無錫会議
ＴＣ１６３／ＳＣ３外断熱の材料とシステムに関する国際会議が無錫（中国）で行なわれ岩前先生
の代理で田村が出席した。議題は７５０Ｅ（ＥＩＦＳ工法）に関してコメントのあった５ケ国に対
して委員長のＭＲ

Dalgeish 氏が意見を述べこれをＵＳＡの委員がＰＣに打ち込む形で進められ

た。また７５０Ｅ本文のＡＳＴＭに係る箇所にコメントが加えられた。今後は今回の検討結果が各
国に回覧されて現在ＤＳであるがこれがＦＤＩＳになるかが検討審議される。次回モントリオール。

■9 月 27 日（土）笠先生と議連について打ち合わせ
今後の議連活動について宮坂、夏目、近藤の３氏が笠先生と打ち合わせをした。海外視察は来年の
通常国会後に検討、また議連勉強会は 10/15 は無理。10/21 の開催で検討することになった。
■10 月 6 日（月）東北支部会議
ＮＰＯ外断熱推進会議東北支部の活動方針について野原産業㈱
㈱ヤブ原

東邦レオ㈱

㈱北洲

StoJapan㈱

綿半綱機

フクダ物産㈱より提案があった。また、外断熱工法の認知度を高めるため

訪問先と活動チーム を決めた。

■10 月 10 日（金）無錫会議報告と今後の進め方
9 月 15 日（月）無錫会議の報告（田村）と今後の進め方が断保協で開催された。委員長は近畿大
学の岩前先生で参加された方は田中先生

板藤

楠

若菜

服部

萩原

金谷

宮崎

福島の各氏

と田村の１１名。今後は岩前先生がＦＤＩＳに向けての作業を担当される。
■10 月 17 日（金）既存マンション・住宅

省エネ、断熱改修講習会

一般社団法人神奈川県建築士事務所協会主催の断熱改修講習会が横浜で開催された。内容は第１部
から第４部まであり堀内常務理事と高本コ－ポレーションの高本社長が「断熱改修 外断熱活用術、
屋根から外壁まで」と題して講演した。
■10 月 21 日（水）イギリス・ドイツ視察
イギリス視察の事前調査として 10/21～30 まで米澤、佐貫、美馬、堀内の４人はイギリスの末武
さんの案内で英国視察をした。
視察内容は平成 27 年初に開催される議連勉強会で報告される予定。

■12 月 19 日（金）理事懇談会・忘年会
理事懇談会は NPO 事務所で開催された。宮坂理事長以下、北海道支部、東北支部、関西支部から
も含め２０名が出席した。理事懇談会では、健康住宅、議連、外断熱建物の実測データについての
他、日本外断熱協会（工業会）、設計部会、木造部会についても審議された。終了後、恒例の忘年
会をレストラン・ニュートーキョーで開催した。

