第１号議案
平成２７年度事業報告（案）並びに平成２７年度収支決算報告（案）承認の件

総括（喜多俊之

理事長）

2020 年開催予定のオリンピックは、久々に日本の国を挙げての大きな世界イベントです。エンブレ
ム、国立競技場のデザインなど、様々な課題を解決しながら、街づくりやインフラ整備、空間計画など
公共事業が着々と進められています。
衣食住のなかでも住環境や市街地の景観、そして風光明媚な地方文化の存続と活性化など、これか
ら日本が抱える大きな課題の推進が必要不可欠であり、そのひとつひとつを丁寧に紡いでいく中で、
「素敵に暮らす」という事の大切さが、生活文化や経済産業、そして環境問題の基本であることを今一
度申し上げたいと思います。
日本インテリアデザイナー協会の私達が取り組むテーマは、常に時代の変化に沿って活動してきま
した。長い歴史の中で培われた文化やライフスタイルなど、世界に向けた新たなる提案、新しい価値
観、それらを目指す次世代の活躍にも期待します。

[事業・業務]
１．公益目的事業（石川 尚副理事長）
１－１

選考事業プロジェクト（岩倉榮利理事・清水忠男委員長）

JID AWARD 2015 は、本年１月 10 日から応募期間が始まり、３月 30 日に締め切りとなった。
今回は、前回同様、web 上で募集要項を公開したが、加えて印刷媒体も作成、大きなイベント
会場での配布、デザイン関連教育機関への発送等を行い、試作や提案等挑戦的デザインを対象
とする NEXTAGE 部門を新設した。応募総数 141 点で中から大賞１点、インテリアスペース
部門賞 3 点、インテリアプロダクト部門賞 3 点、NEXTAGE 部門賞 10 点及び入選を決定、入
賞作品展を 9 月 17 日（木）から 29 日（火）まで OZONE で開催、17 日に表彰式、18 日に受
賞者によるゼミナーを実施した。
１－２

特別事業委員会（川上玲子理事・鳥井貴正委員長）

本年度 JID 特別事業プロジェクトを発足し、インテリア関連業界の活性化推進のため「インテリア
が変わる」をテーマに、企業と JID 協働企画の事業活性化プログラムの提案に取り組み、行動に移
した。
（１）株式会社 LIXIL シニアライフカンパニーとデザイン監修契約、からだとこころのケアデザイ
ンプロジェクトの協力のもと事業進行中、株式会社 LIXIL シニアライフカンパニーは、賛助
会員として新規登録
（２）2015 年 9 月 19 日 OZONE イベント

喜多理事長、渡辺篤史氏によるトークショー実施

（３）2015 年 12 月 5 日 日仏会館「レスパス」にて、「JID デザイナーズパーティー」実施
（４）2016.年 3 月 26 日

株式会社秀光青山ショールームにて、「Piazza

Aoyama」トークセッシ

ョン第１回目開催
株式会社 LIXIL シニア―ライフカンパニーとの共同事業は、来年度も継続
株式会社秀光「Piazza

２．共益目的事業（瀬戸

Aoyama」トークセッションは第３回まで受託済み、来年度事業として継続

昇理事）

（１）各種勉強会などの企画検討（メンバーシップ事業）

（２）会員相互交流の充実を図る／各エリア活動と密接に連携
（３）ジャパンデザイナーデータベースの企画・実施（Ｄ－８）

３．総務委員会（池田和修副理事長）基本方針-６
運営組織・会員の権利・権益・各種保険・福利厚生制度の整備などの業務
（１）2015 年第 3 回定時総会、並びにニューイヤーズパーティ、記念セミナー、交流会の開催
（２）福利厚生ベネフィットワンの契約更新
（３）JID パートナーズ（賛助会員）情報交流会開催
（４）報酬基準ガイドラインの改訂の検討
（５）定例会・委員会及び企画会議の開催
（６）日本デザイン団体協議会（D－8）との活動連携

デザイン保護研究委員会・ジャパンデザイン

ミュージアム設立研究委員会、他

４.国際委員会（牧尾晴喜理事・橋本 修委員長）
（１）IFI（International Federation of Interior Architects/Designers）国際インテリアアーキテクト
/デザイナー団体連合）のイベントとして毎年 5 月最終土曜日にワールドインテリアデイを開催
する。この催しのキックイベントを開催した。
（２）10 月の IFI 総会（韓国光州）に JID より IFI 橋本理事が出席
（３）12 月中国北京のインテリアデザインフォーラムに招待される。
（４）3 月フィリピンマニラのインテリアデザインフォーラムにゲストスピーカーとして、橋本国際
委員長参加、JID のプレゼンを実施
（５）ワールドインテリアデイ、として World Interior Week 2016 in JAPAN の準備のプロジェクト
チームを立ち上げ

５.広報事業（櫻井良樹理事）
（１）JID web-site の管理運営実施
（２）各エリア公益事業の告知・報告を web-site にて実施
（３）会員情報 ID／パスワード管理
（４）JID-AWARD 2015 web-site の管理運営実施
（５）JID-AWARD 2015 告知・web 応募・審査アプリケーションの整備・・審査補助
（６）JID ニュース 268 号～271 号の原稿依頼・回収・編集、web-site への掲載実施

６.財務委員会（木辺智子理事）
（１）組織の財務強化策並びに収支の管理、予算・決算書の作成管理業務
（年間予算の計画と執行および、事業遂行原資確保などの管理）

７．エリア活動
各エリアに於ける各々の事業特性等を考慮し、より効果的に事業を行うため下記の要領で推進

７-１．北・東日本エリア
（井出昭子理事・長堀映司エリア長・小野上勝志副エリア長・冨田恵子副エリア長）
公益目的事業（暮らしデザイン事業）長堀映司エリア長

（１）「こころとからだのケアデザイン」プロジェクト（小林秀徳リーダー）基本方針-２，３
１）サ高住ワークショップの開催

（本部特別事業プロジェクトとの共同）

LIXIL シニアライフカンパニーへのサービス付き高齢者住宅の基本デザイン提案に伴う会員
と一般、学生を含む 11 名によるワークショップを開催し、外観及びパブリックエリアの基本
デザイン提案を行った
２）前年度開発した高齢者用椅子「C-CHAIR」に続き

今年度は「ステッキホルダー」の開発を

行った。JID として「意匠登録」を出願し平成 27 年 10 月 7 日に受理された。
今後、試作品を福祉施設等でモニター調査し、28 年度発売を目指す。
３）ケア施設見学会「ケアデザインに求められること・現場事例から学ぶ」開催
2016 年 3 月 9 日（水）医療法人財団「橋本病院」東京都清瀬市
（２）「キッズデザイン」プロジェクト（小野上勝志リーダー）基本方針-２、３
１）JID kids design workshop を、子供達の心豊かな人間性や創造性の醸成に向けて開催
モノづくりのプロセスやデザインの楽しさを体験するワークショップをリビングデザインセ
参加者合計 72 組

ンターOZONE と連動して実施

1：あつまれキッズデザイナー「親子でインテリアをデザインしよう」2015 年 5 月 3 日/4 日
2：あつまれキッズデザイナー「親子であかりをデザインしよう２」2015 年 7 月 19 日/20 日
3：あつまれキッズデザイナー「親子で作ろう
２）東京図画工作研究会セミナーに参加

デザインパネル」2016 年 1 月 10 日/11 日

（2016 年 2 月 27 日）

東京都図画工作研究会主催の「図工で培う力とは」パネルディスカッションに参加
学習指導要領改訂の時期を迎え、図画工作科の造形教育について討議
（３）日本の意匠『温故知新』物語プロジェクト（池田和修リーダー）基本方針-１、３
１）セミナー日本の意匠『温故知新』物語
2015 年 6 月 19 日

第 7 話『日本の食「糀の神秘」うまいお話』開催

東京ミッドタウン 5 階デザインハブ内リエゾンセンターセミナールーム

第 1 部講演：
「麹と麹菌のもつ知られざるパワーを尋ねる」
講師：石川雄章氏

公益財団法人日本醸造協会

代表理事・会長

第 2 部：デザイントーク「美味しいデザインの話」
パネリスト：フードスタイリスト

森沢加代氏

ゲスト：石川雄章氏

２）日本の意匠『温故知新』物語の普及のため、冊子発刊又は DVD 制作等の企画継続検討
（４）「暮らしデザイン研究」プロジェクト（瀬尾 清リーダー）基本方針-１、２、３
１）第 3 回「3D Printing 企業見学会＋ミニセミナー」開催
2015 年 10 月 2 日（金）〜10 月 4 日（日）
会場：リビングデザインセンターOZONE１階アトリウムゾーン・ギャラリー
1,

展覧会：3D 作品展示 13 名

2,

出版：「モノづくり New Design Book」刊行

3,

セミナー：
「知っていますか・3D Printing」1 階ギャラリー

既存作品展示 13 社

協賛企業展示 6 社

1 階アトリウム

（５）デザイン職人「四方山話」プロジェクト（藤本文明リーダー）基本方針-２、３
１）第 20 回デザイン職人「四方山話」開催
2015 年 10 月 23 日

東京ミッドタウン 5 階デザインハブ内リエゾンセンターセミナールー

ム
海老沢宏氏と語る「言葉とデザイン作法」講師：海老沢宏氏
氏
参加者合計 75 名

（内一般 42 名）

コーディネーター：外山暁啓

（６）エリア特別事業（井出昭子担当理事・正副エリア長）基本方針-１、３
１）World Interiors Day 2015 キックオフイベント開催

（国際委員会と共同）

2015 年 5 月 30 日（土）品川区天王洲「キャプテンズワーフ」にて、
2016 年開催予定の「World Interiors Week 2016 in JAPAN」のプレイベントとして開催し
た。
２）JID AWARD 2015

FORUM in TOKYO 開催 （選考委員会と共同）

2015 年 9 月 18 日（金）リビングデザインセンターOZONE8 階セミナールーム B
受賞者の講演を聴く、また作品展示会場では直接説明を聴き、交流会を開催した。
３）DESIGNERS Party 2015 (本部特別事業プロジェクトと共同)
2015 年 12 月 5 日（土）日仏会館

L’ESPACE(レスパス)にて

デザイナーズパーティを開催

共益目的事業（メンバーシップ事業）小野上勝志副エリア長・冨田恵子副エリア長
（７）会員交流会及び新入会員サポートサロン会の企画（正副エリア長）
１）JID 光のセミナー2015「光と音とインテリア」2015 年 4 月 20 日（月）
カラーキネティクスジャパン銀座ショールームにて
２）第１回

セミナー＆銀座夜景巡り

2016 年 3 月 11 日（金）

調理機器セミナー

ミーレセンター目黒にて

料理研究家を招きオーブン、スチームクッカー等の操作や裏技を学ぶセミナー
（８）北・東日本エリア活動

企画・運営(正副エリア長) 基本方針⁻６

１）27 年度北・東日本エリア年次会議の開催、並びにエリア運営及び財務・管理に関する業務
２）デザイナーの卵の集い企画

基本方針-６

若いデザイナーやデザインを学ぶ学生対象に、セミナー、交流会等企画
小さく気軽なイベントを、多く企画し親睦と活性化をはかった
（９）広報事業(桜井良樹事業長・紗杜有紀子委員長) 基本方針-６
１）JID web-site の管理運営（エリア）
２）エリア会員情報 ID／パスワードの管理
３）エリア活動記録撮影
４）JID ニュース 268 号～271 号 北・東日本エリアページ原稿依頼・回収・入稿

７－２

中日本エリア（木辺智子理事・杉崎晃久エリア長）

（１）総務・組織委員会（中島健視委員長）
１）平成２７年度中日本エリア年次会議開催

岐阜県高山市

御宿四反田にて

7 月 11 日実施
２）役員会・定例会議の開催実施

国際デザインセンター共同会議室/他にて

３）会員の情報把握と会員への周知
（２）国際・交流委員会（宮地敦子委員長）
１）中部デザイン団体協議会

総会・理事会・委員会他各事業参加

２）中部インテリアデザイン連絡会定例会出席（隔月 6 回）
３）中部インテリアデザイン連絡会関連新年互例会参加
４）インテリア産業協会中部支部セミナー・懇親会参加
（３）広報委員会（丹羽浩之委員長）
１）JID news 原稿出稿および HP 掲載
２）ホームページ更新・メール通信等の整備
（４）事業委員会（森 勝利委員長）

１）インテリアデザインアワード 2015（JID 賞巡回展）
（11 月 21 日）
２）JID パートナーズと ACT と一緒にセミナー＆忘年会（12 月 10 日）
３）特別企画デザインセミナー（株）クルーズ共同企画）
セミナー＆交流会（9 月 29 日）
４）JID 中日本学生賞

授与

（５）北陸委員会（田村元宏委員長）
（６）27 年度

共催・後援事業

１）中部デザイン団体協議会各事業委員会の事業活動
２）中部インテリアデザイン連絡会事業協力
新年互礼会・リレーセミナー開催

７－３

第 16 回（4 月 23 日）第 17 回（10 月 30 日）

西日本エリア（牧尾晴喜理事・酒井コウジエリア長）

（１）総務委員会（景山隆司委員長）
１）すてきな暮らし

デザイントレンド最前線（基調講演＋デザイントレンド

リレートーク）

日時：6 月 13 日（土）
、於：(株)サンワカンパニー大阪ショールーム
プログラム１：総会
プログラム２：喜多俊之理事長「アジアのデザインとインテリア」
プログラム３：シンポジウム リレートーク

デザイン最前線,パネリスト：アーキテクトタイ

タン、安藤 眞代、安多 茂一,プログラム４：シンポジウム
プログラム４：リレートーク

ミラノデザイン最前線 、パネリスト：能口仁宏、玉井 恵里

子、酒井コウジ、司会：牧尾晴喜
プログラム５：懇親会
（２）アクティヴ委員会（鈴木儀雄委員長）
１）ワークショップ「親子でつくるわたしの部屋」
日時：8 月 1 日（土）、於：グランフロントナレッジキャピタル１F
（３）特別委員会＋国際委員会＋中四国委員、合同プロジェクト
（委員長：安藤眞代、委員長：古市伸子、委員長：大野晃貴彦、他）
１）暮らしの場がつながる・人がつながる「いすとかぐてん」（公募展）
期間：10 月 5 日（月）～12 日（月）
、於：(株)サンワカンパニー大阪ショールーム
２）トークセッション＆パーティ
日時：10 月 7 日(水) 、於：(株)サンワカンパニー大阪ショールーム
基調講演

私撰

Table60

講師：小宮容一（芦屋大学名誉教授）

トークセッション
ゲストパネリスト:
橋本健二（建築家）
小林 新也（プロデューサー）
小宮容一（芦屋大学名誉教授）
ファシリテーター：鬼田勲(鬼田デザイン研究所)
３）「いすとかぐてん」クロージングパーティ（関西デザイン学生シンポジウム合同）
日時：10 月 12 日（祝）
（月）
、於：(株)サンワカンパニー大阪ショールーム
（４）特別委員会＋総務委員会（景山隆司委員長、金沢ちかこ）
１）「いすとかぐてん」ガイド BOOK 編集、配布

（５）ACT＋特別委員会＋国際委員会＋アクティヴ委員会＋中・四国委員会合同プロジェクト
（統括：来海素存、委員長：安藤眞代、委員長：古市伸子、委員長：大野晃貴彦）
１）JCD/JIDA/JID/KIPA 4 団体共催

関西デザイン学生シンポジウム 2015＋模型展

期間：10 月 5 日（月）～12 日（月）
、於：(株)サンワカンパニー大阪ショールーム
２）シンポジウム
日時：10 月 12 日（祝）
（月）
、於：(株)サンワカンパニー大阪ショールーム
パネリスト 「Team JCD」 大阪モード学園
術工科大学

プロダクトデザイン学科

インテリア学科「JIDA Junior」

大阪芸術大学

デザイン学科

神戸芸

「JID ACT」

摂南大学

理工学部住環境デザイン学科 「KIPA」 行吉学園 神戸女子大学

家政学科

きまちゼミ

家政学部

展示演出部門（模型＆パネル＆パーティ演出）参加学生
大阪モード学園
科

有志

インテリア学科

第一工業大学

有志

摂南大学

理工学部住環境デザイン学

工学部建築デザイン学科

キャリアコミュニケーション学科

有志

神戸山手短期大学

有志

コメンテーター
東 潤一郎/JCD/JA laboratory 代表
竹綱章浩/JIDA 関西ブロック長/きづきデザインラボ代表
鈴木儀雄/JID アクティブ委員会/空間デザイナー/SUZUKI DESIGN OFFICE 代/
中村俊郎 / KIPA 副会長 / インテリアプランナー / 1046 design 代表
ファシリテーター&パーティ司会
玉井恵里子/JID/株式会社 タピエ代表取締役/ 大阪成蹊大学非常勤講師
酒井コウジ/JID 西日本エリア長/siesta-international-associates 所長
安藤眞代/JID 西日本エリア副エリア長/StudioMa 代表
（６）外渉＆特別事業委員会(統括：鬼田勲)
１）第 15 回定例総会＆懇親会
日時：平成 27 年 6 月 25 日（木）、於：ブライトンベル
２）JID, JCD ,DSA,SDA,空間デザイン 4 団体共催

御堂筋店

日本の空間デザイン展 2015

期間：11 月 20 日（金）～24 日（火）、於：(株)サンワカンパニー大阪ショールーム

（７）選挙管理委員会（景山隆司委員長）
西日本エリア 次期役員（任期平成 28 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）選挙開票
日時：12 月 17 日(木） 於：大阪デザインセンター船場会議室
出席委員（景山隆司、中山照雄、村上信、吉田武司（事務局））、役員 12 名選出
７－４

南日本エリア（飯田一博理事・江島太士エリア長）

（１）公益目的事業（小野和徳事業部長）
１） 九州発北欧展

講演会「北欧から学ぶ これからの日本の暮らしとデザイン」への参加

講師：島崎 信（名誉会員）ロバーツコーヒー福岡大名店会場
２） 九州産業大学にて第 11 回「2016 学生インテリアデザインコンテスト」
2 号館１階円形ホール展示
（２）共益目的事業（下田隆事業部長）

１）「九州インテリアデザイン展」
賛助会員とのコラボで方向性の相互確認からアイデアスケッチ、サンプル試作・検討会と進

行中
（３） 総務委員会（川崎泰秀委員長）財務委員会（菅原聖子委員長）
１）南日本エリア 2015 年次会議・および例会、会員賛助会員・その他の親睦会の交流
２）事業運営委員会・総務委員会の開催 4 回
（４） 広報委員会（荒川政勝委員長）
１）JID ニュース各号「南日本エリア」ページの企画、執筆、編集に協力

８.選挙管理委員会
平成 28・29 年度役員及び選考委員選挙を実施

９.事務局管理（池田和修副理事長）
本部事務局および各エリア事務局業務および運営に関する管理・指導業務

１０.事務局（峰尾 武事務局長）
（１）本部・各エリア事業活動と財務運営の把握と管理及び公益法人会計処理
（２）会員・所轄官庁・関連団体・及び関連業界と一般等、内外の負託に対応
（３）総会理事会主要会議の立案、準備、処理
（４）データベース化の推進とデータの提供及び制作物の頒布
（５）各種頒布物の販売
（６）各エリア事務局との連携による事務全般処理に対応
（７）27 年 7 月より日本デザイン団体協議会（D－８）の幹事協会としての会計及び事務処理を実施

