
　　　　　　令和4年度5月臨時理事会　15：30〜16：00

　　　　＊Zoom併用で開催します。

　

令 和 4 年 度・定 時 代 議 員 会

一般社団法人 関西インテリアプランナー協会

議  案  書

日時：　令和4年（2022年）5月21日（土）　　14：00～15：30

受付　13:30～14：00

場所：　大阪産業創造館　5階研修室A・B

　大阪市中央区本町　1－4－５　



令和4年度　定時代議員会

　目次
（1）　開会のことば　（出席員数、委任状数の報告と成立宣言）

（2）　議長選出 及び 副議長、書記の選出　（議事録書名人　2名の指名）

（3）　会長あいさつ

（4）　議事

　　第 1号議案　　令和３年度事業報告及び決算の承認の件

　　　　1．令和３年度　事業報告

　　　　2．令和３年度　決算報告

　　　　3．令和３年度　事業及び決算についての監査報告

　　第2号議案　　令和４年度事業方針、活動計画及び予算の承認の件　

　　　　4．令和４年度　事業方針

　　　　5．令和４年度　活動計画

　　　　6．令和４年度　事業予算

　　第３号議案　　定款改定の件

　　　　７．定款　第1章（名称）第1条の変更

　　第4号議案　　理事及び監事改選の件

　　議事終了　書記より議事録朗読、作成議事録への議事録署名人捺印依頼

（6）閉会のことば

　　　引き続き令和４年度5月臨時理事会を開催します。

　■理事会資料

　　　　１．第８期代表理事の選出

　　　　2．令和４年度　第８期組織体制について　（第８期理事・監事名簿)

　一般社団法人　関西インテリアプランナー協会



第１号議案　令和３年度事業報告及び決算の承認の件

　1．令和３年度　事業報告

　　◇会員数　（令和３年４月２６日）　正会員　107名　　アソシエイト会員　4名　　一般会員　32名　　学生会員　3名　企業会員　26社　　

　　◇全国展開と新旧の目立つ活動

　　　　　コロナ禍の長期化に伴い、協会活動はオンラインと対面のハイブリッドが定着した。東京や冬季北京オリンピックでの明るい話題

　　　　　も束の間で、ウクライナへのロシア侵攻の影響を鑑みて、イベント企画の見直しを余儀なくされた。一方、日本インテリアプランナー協会

　 　　（JIPA）の活動見直しによる事務局の関西移転を受け入れ、その活動の一翼を大きく担うこととなった。関西発の事業をJIPAから

　　　　　の発信として全国展開するなど、テレワーク時代の新しい基盤拡張の試みが始まった。またIP試験対策講座や学生デザインコンペなど、

　　　　　オンライン導入の効果もあり堅調で、若年層・学生へのPRにも繋がる結果となった。対面での活動に関しては、官主導に基づいての十分

　　　　　活動とは言えず、イベントや交流企画が実現せず、また高齢者・企業の退会も増え、新旧活動の対比が目立ちつつある。

　 　●インテリア・インテリアプランナー像の確立

　　　　・オンラインでの活動、KIPA忘年会企画（延期）　事業交流　…△

　　　　・インテリアCPDプログラムの普及：IPアワードと関連したCPD認定セミナー・見学会等延期　事業交流・総務…×

　　　　・コンペ・アワード他展示会の開催：学生デザインコンペ　教育…◎

　　　　・他協会・学会等への普及／他協会との連携企画への積極的な参画（学生シンポジウム他）教育・・・〇

　 　●資格制度への対応

　　　　・資格制度の広報：大学・学校等への資格・試験制度の広報・資格取得の働きかけ等を通じ将来の会員数の増強を展開／資格者像の

　　　　　明確化・確立を図る　教育・・・◎

　　　　・若手IPと仕事とのマッチング「キャリアセミナ―」（コロナ中止）　教育･･･× 1

 　◇　活動の重点項目　　　　　　　（※　委員会名　 は担当委員会を示す）



　　　　・IP資格取得支援：受験対策講座：学科試験通信講座の充実　教育…◎／受験テキスト＆試験問題解答・解説の発行　教育…◎

　　　　・IPガイドブック：建築技術教育普及センターから日本インテリアプランナー協会が発刊に変更となり、学科テキスト内容の

　　　　　改訂・発行の準備　教育…〇

       ●情報発信と将来に向けた準備

　　　　　　・情報発信の整理と活性化：現状ＨＰの再整備　総務…◎（活用を常態化）／Facebook・ＨＰ・機関紙Table の役割明確化とコンテンツの

　 　　　　　　整理（会員名簿　）総務…◎（HPとメールマガジンの連携）／情報発信体制の整備　総務…◎（HPへのtable掲載）

　　　　　　・情報発信での新しいコンテンツの発刊：メールマガジンの発行・定期化　総務…◎

 　 　●組織基盤の再整備

　　　　　・会員の福利厚生・利便の向上：ＨＰ・Facebook運営　総務…◎/FBやスマホ向けH.P.の定常的な運用／会員特典の拡大・充実

　　　　　　事業交流…△／文芸健保組合の着実な運営　総務・事務局…○

　　　・財政の強化：収益事業拡充の企画（IP受験対策講座の大学連携他） 教育…〇オンラインによるIP受験対講座（学科）

　　　　　　国際セミナー、学生デザインコンペ 総務・事業交流・国際・教育…×、◎／事務局運営・経費の見直し 総務…〇／JIPA事務局との分割

　　　　　　各事業収支の確実な運営　事務局・事業交流・国際・教育…◎／WEB活用での広報業務改変・情報活用　総務…〇

　　　　　　／助成事業の活用　事務局・総務…×／会員数増強の企画（特にアソシエイト、企業）　事業交流・教育…×／

　　　　　　企業とのコンサルティング連携企画　事業交流…×

　　　　　・研究会活動の活性化：デザイン研究会による広報活動、人材の発掘　事業交流…×（オンライン）

　　　　　・組織体制の再整備：高齢化と若手受入れに対しての組織体制の再構築（現状維持）　総務・事務局・事業交流…△

　　　　　・インテリアプランナー資格の向上：諸官庁他との協議により順次課題抽出（建築技術教育普及センター、日本インテリアプランナー協会）　

　　　　　　総務・事務局…◎（JIPA委員会活動の開始とオンライン会議定期開催）

　　　　　・インテリア設計業務の確立：情報交換から業務支援の可能性を探る　総務・事業交流…×（情報収集が必要）
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　　　 ・会報誌(table)の新しいスタイルでの編集・発刊：検討の末、メールマガジン的な配信を行う総務…◎（定期掲載済）



　　  ●交流・ネットワークの拡大

　　  　・若手の入会促進・育成：「KIPA＋」を核とした（ブランド化・地域連携）若手参加者の拡充・活動強化　KIPA＋・総務…△／

　　　　　　キャリアセミナー、学生デザインコンペの実施　教育・事業交流･･･×、◎（キャリアセミナーコロナ中止）／デザイン研究会の

　　　　　　定期的開催　事業交流…×、◎（コロナ中止、研究会メンバーのTableにてYOUTUBE配信）

　　　　　・地域会員の参加しやすい環境の創出：地域でのイベントの共同企画・拡充　事業交流・KIPA＋…×（コロナ中止）

　　　　　・新交流事業の拡充：ネットワーク拡大型交流会（新企画忘年会、BIMセッション交流会の実施　事業交流…×（コロナ中止）

　　　　　　／キャリアセミナーとIPA巡回展学生デザインコンペ展示会・表彰式連動開催など　教育・総務・企画事業…×、◎（キャリアセミナーコロナ中止

　　　　　・関連組織・業界・団体との交流・連携：建築・ランドスケープ・照明・インテリア関連団体・学会との交流・連携　事業交流・国際・総務…

              ◎（四団体学生デザインシンポジウム他)

　   　●組織・企業・学校との連携の強化

　　　　　・企業モニター事業の新展開：モニターメッセ定例化を保留／企業との連携によるコンサルティング活動の実施　事業交流･･･×（コロナ中止）

   　　●国際社会との循環促進

　　　　     の 可能性把握　国際…×
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 　　　・メゾン＆オブジェ　パリ出展：事業としての確立を目指す　国際…×（コロナ中止）

・海外対応関係者との交流：海外対応業務（コンサル・バイヤー・企画・調達）や海外経験者の情報交換を通じた国際交流

　　　　　・企業と学校をつなぐ事業の開発：インターンシップ制度開発・フォーラム拡充（関西デザイン学生シンポジウム、キャリアセミナー）など

　　　　　（オンライン含む）事業交流・教育…〇



■令和3年度（2021年）各委員会活動報告

●事業交流委員会　　　（委員長：来海素存、副委員長：森本正道、副委員長：白井進）

◇令和3年度（2021年）活動報告

１，事業交流委員会の開催

ZOOM及びmail、電話等により適宜開催。 (委員長、副委員長等で）

２，定例理事会への出席（zoom）及び、委員会から情報発信。

① 7月 20日 理事会にて、事業交流委員会2021年度活動計画の説明。

② 9月 22日 理事会にて、日本インテリア学会主催の、「日本のクラシックホテルと国際観光政策」講演会の開催案内。

③ 10月 28日 理事会にて、関西デザイン学生シンポジウム2021の開催案内、ゼネコン売上ランキングの紹介。

④ 11月 30日 理事会にて、JIPA情報・広報委員会の開催報告。

⑤ 1月 13日 理事会にて、広報担当の森本副委員長が年頭挨拶。

⑥ 2月 18日 理事会にて、大阪中之島美術館開館情報及び高島屋資料館で開催の「大大阪の百貨店」展示会の案内。

⑦ 3月 18日 評議員会・理事会に出席

3.①JID，JIDA，JCD，KIPA　4団体共同開催の「関西デザイン学生シンポジウム2021」への参加。

 11月13日、KIPA代表として、神戸女子大学きまちゼミ3回生がプレゼンテーション発表。

  ②「KIPAデザインコンペティション2021」への参加。

神戸女子大学「きまちゼミ」7名が作品応募。

  ③「KIPAデザイナーズラボ2021」の企画延期。

2021年12月開催を予定したが、集会の自粛要請も出ており、今年度も開催を断念。
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 2021年度は、新組織をベースとしたセミナー・見学会を開催する予定であったが、新型感染症が終息せず、2020年度に続き、
 ほとんどの活動が実施不可能となった。しかしながら、在阪のデザイン団体とのイベント活動を主とした交流活動には一定の
成果をあげる事ができた。　　（日本インテリア学会、日本インテリアデザイナー協会等）

直近では、3月11日に神谷事務局長も交えて、今後の活動計画の協議。

組織　　事業交流担当副会長：猪木　陽子　　　　事業交流委員長：来海　素存　　　　事業交流副委員長：森本　正道
事業交流副委員長：白井 進　(企業会員会)　・森本 正道(交流会・KIPAサロン）　・デザイン部会：責任者不在



４，企業会員会及びKIPAサロンは、具体的な活動実績なし。

５．KIPAサロン　大阪府宅地建物取引業きょうかいの

『令和3年版、あなたの不動産、税金は？（取得した時・売った時・持っているとき、貸しているとき）の

110頁の教材をメンバーに配布）各自にて勉強用とした。

５，デザイン部会・・・・部会長不在

2021年度は特に活動実績なし。

●国際委員会　　　　（委員長： 草木 義博　　副委員長： 徳岡浩二・北川良明）

◇令和3年度（2021年）活動報告

・202１年5月22日（土）　　総会の記念講演として開催　リモート（ZOOM）開催　参加31名

　国際セミナー2021「世界の万博と展示空間デザインの魅力」講師：石川敦子氏＋岸田匡平氏

・2022年3月12日（土） 　リモート（ZOOM)開催・・・・ウクライナ問題発生の為開催延期

　国際セミナー2022「ロシアのアートとインテリア」ロシアの歴史、住まい方とアート、インテリア

　講師：ジダーノワ・アリーナ様

・2021年９月　メゾン・エ・オブジェ Paris Design Week出展、 視察を計画していたがコロナの為募集を中止した
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●教育委員会　　　（委員長：金沢 明彦　　　副委員長：児玉 憲一）

◇令和3年度（2021年度）活動報告

令和3年度インテリアプランナー試験日程学科試験　　6月20日（日曜） 設計製図試験　11月21日（日曜）

◇IP試験対策講座　（学科・設計製図）

参加16名　Aコース11,000円　Bコース9,000円　収入　150,000円

・令和3年度IP試験直前対策講座（学科講座）の運営・実施　5月29日 事務局よりリモートで対策講座実施　参加７名 

・令和3年度IP試験対策講座（学科講座）＋テキスト販売　総収入351,500円

・令和3年度IP試験対策講座（設計製図講座）の運営・実施　大阪産業創造館  10月3日、16日5階A・B研修室 30日6階研修室

  参加24名 計画予算　30000円x20  20000円×5（会員）　収入　688,000円

◇講座テキスト　発行販売

・本試験対応模擬テストⅠ、Ⅱ 団体、個人

・令和3年度IP試験対策講座（製図講座）＋テキスト販売　総収入964,000円

・令和3年度IP試験対策講座（学科＋製図）収入1,368,500円　支出1,058,439円　収支310,061円

・今回のテーマは、“WAITING” ―「待つ」を豊かにする空間

・応募期間 2021年7月20日（月）～10月15日（金）　審査10月発表11月・展示11月下旬・・

学生デザインコンペティション展示 12月2日〜12月5日　京都美術工芸大学
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◇　KIPA 学生デザインコンペティション　審査員長小梶会長　実行委員長 馮植

・令和2年度IP試験対策講座（学科通信講座）の運営・実施　4月23日スタート5月13日　5月21日模試

・2021年度インテリアプランナー学科試験問題　解答速報解答・解説（2021年春）解答速報（7月）

・令和3年度版学科試験対策通信講座学科テキスト　4月頒布　、インテリアプランニング・キーワードブック、　

・令和3年度版インテリアプランナー設計製図テキスト 設計製図講座課題設計基礎資料・演習問題　（10月初め発行予定）

◇　キャリアセミナー　本年度はコロナ蔓延のため開催中止



●総務委員会　　　（委員長：神谷 剛　　副委員長：高野直樹、児玉憲一）

◇令和3年度（2021年）活動報告

・　総務委員会担当業務：会議体運営、他団体窓口業務、広報（HP,メルマガ等）、建築ＣＰＤへのの設定及び登録（共管）　　

　　事務局業務補佐：財務文書管理、文芸美術健康保険管理、会員登録管理、名簿管理　　実施

・　令和3年度定時代議員総会 2021年5月22日（土）　グランフロント大阪・ナレッジサロン（Zoom併用）開催

   同時開催　国際セミナー「世界の万博と展示空間デザインの魅力」講師：石川敦子氏＋岸田匡平氏

・　理事会：WEB会議（Zoom)にて9回開催　　6月、8月、12月理事会未開催 出席：平均66％　16.5／25名

・　第8期（令和4年～5年）代議員選挙の選挙管理委員会の設置及び選挙の実施・・・金沢選挙管理委員長＋委員3名

　　2020年12月1日告知：第8期代議員選挙立候補受付開始、　2021年1月17日告示、1月31日投票締切り、2月4日開票・当選者広報

・　本年度、建築ＣＰＤへのの設定及び登録事業無し　＊事業交流委員会との共管とする。

・　情報発信の整理と活性化を図る。現況下、ＨＰの重要性を重視して再整備を行う。　コンペティション欄等の充実を図った

・　機関誌「table」の新しいスタイルでの発刊 2021・05，０９、10、11、2022・01，03　6社プロジェクト紹介

・　情報発信の新しいコンテンツ「メルマガ（メールマガジン）」の月刊発行及び随時、メール（一部FAX)による多面的な情報発信。　　

　　公的な機関、関連団体、各地域IP協会、企業会員及び会員からの情報等の発信

・　現保有のZoom を利用した委員会活動の活性化・・・今年度は理事会での利用のみ
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監　査　報　告　書

2. 令和３年度 決算報告

◇  令和４年度　定時代議員会　議案書　別冊資料をご覧ください。

・令和３年度関西インテリアプランナー協会決算 20220421

・令和３年度 財産目録 20220421

・令和３年度　文芸美術国民健康保険組合（JIPA委託)収支計算書 20220421

3. 令和３年度　事業及び決算についての監査報告

監 査 意 見 書

　令和３年（2021年）4月1日より令和４年（2022年）3月31日までの、理事

の事業執行と財産状況を監査するため、関係法令、定款、細則に従い監査確認

をおこなった結果、次の通り意見を述べます。

1．事業監査

会長、副会長、理事の事業執行については、関係法令、定款に違反する

2．会計監査

令和３年度決算報告に関して、提出された財務諸表等は関係法令、定款、

ならびに公正妥当と認められる会計の諸原則に従って、本会の財産及び当該

年度の収支の状況を正しく示していると認めます。

一般社団法人　関西インテリアプランナー協会

監事　　保田　　孝 印

監事　　中山　邦子 印
8

行為はなく、事業報告書の内容は事実であると認めます。

令和４年 4月21日



第２号議案     令和４年度事業方針、活動計画及び予算承認の件

　4． 令和４年度　事業方針

　　◇会員数（令和4年４月２８日現在）正会員　99名　アソシエイト会員　4名　一般会員　29名　学生会員　３名　企業会員　26社(休会1社)　　

　　◇事業方針

　テーマ：全国展開とウィズコロナでの活動再開

　　　　　全国インテリアプランナー協会の申し合わせによる協会名称の変更を実現し、活動の展開を全国を見据えた基盤に移行していきたい。

　　　　　一方、WebでのHP活用、オンライン会議、テレワークなど、良い部分は継続しつつ、活動を再開を果たす。

　 　　さらにJIPAの活動に協力し、広報戦略として全国への展開を図りながら、若い世代や新しい会員確保に繋がる根幹となる事業をさらに

　　　　　活性化し、間近になった関西万博などを見据え、様々な連携を実施しながら、しっかりと暮らしに対する意識の高まりに応えることのできる

　　　　　活動としていきたい。国際社会不安定いな影響下にも、新しい生活様式に向き合う姿勢を実行し、様々な活動を再開し、大きく新しく前進したい。

　5.　令和４年度　活動計画　　　　　　　　　　　（※　委員会名　は担当委員会を示す）

　　　　　＜注意＞本年度の活動も、新型コロナ感染症拡大防止に充分配慮の上、公的基準に基づき、会員と参加者の安全確保を最優先しながら、

　　　　　　最大限に有意義かつ効果的な活動をお願いします。

　  　●インテリア・インテリアプランナー像の確立

　　　　　・「IPアワード」受賞作品見学会、関連セミナー等の企画実施：IPアワード受賞・入選作品の見学会　事業交流

　　　　　・インテリアCPDプログラムの普及：IPアワードと関連したCPD認定セミナー・見学会等の実施　事業交流・総務

　　　　　・学生デザインコンペの実施：KIPAデザインアワード2023準備・企画　教育

　　　　　・IPアワード受賞作品巡回展・住宅リフォーム推進協議会PR展示（隔年開催）　教育　※実施について検討要

　　　　　・他協会・学会等への普及／新しいIPサロンの企画実施：他協会との連携企画への積極的な参画（学生シンポジウム）　事業交流・総務

  　　●資格制度への対応
　　　　　・資格制度の広報：大学・学校等への資格・試験制度の広報・資格取得の働きかけ等を通じ将来の会員数の増強を展開／資格者像の

　　　　　　明確化・確立を図る　教育
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　　　　　・若手IPと仕事とのマッチング「キャリアセミナ―」を開催・企画　教育

　　　　　・IP資格取得支援：受験対策講座：学科試験通信講座の充実　教育／受験テキスト＆試験問題解答・解説の発行　教育／IPガイドブック

　　　　　　日本インテリアプランナー協会発刊のIP試験対策ガイドブック学科テキスト内容の発行と販売広報　教育

  　　●情報発信と将来に向けた準備

　　　　　・オンラインでのテレワーク活動のさらなる充実　総務・事務局・事業交流・国際・教育・KIPA+

　　　　　・情報発信の整理と活性化：現状ＨＰのさらなる整備　総務／Facebook・ＨＰ・機関紙Table 、コンテンツ（新しい会員名簿）配信　総務

　　　　　／情報発信体制のさらなる整備　総務

　　　　　・会報誌(table)のHPでの継続発刊（YOUTUBE）と動画簡素化への見直し：メールマガジンと連動　総務

　　　・情報発信でのコンテンツの充実：メールマガジンの定期発行　総務／JIPA　HP広報との連携　事務局・・総務・JIPA委員会

　　　　　・事務局の在宅勤務・テレワークの推進　事務局・総務

  　　●組織基盤の再整備

　　　　　・協会名称変更（（仮）日本インテリアプランナー協会　関西）とJIPA活動への積極的参画　事務局　総務　JIPA委員会

　　　　　・テレワーク活動のさらなる充実　総務・事業企画・教育・国際・KIPA+

　　　　　・会員の福利厚生・利便の向上：ＨＰ・Facebook運営　総務／FBやスマホ向けH.P.の定常的な運用　総務／会員特典の拡大・充実

　　　　　　事業交流／文芸健保組合の着実な運営　総務・事務局

　　　　　・財政の強化：収益事業拡充の企画（IP受験対策講座の連携他）教育／ランドスケープセミナー、BIMセッション、国際セミナー

　　　　　　総務・事業交流・国際・教育／事務局運営・経費の見直し　総務・事務局／直接経費の各事業への振り分け。各事業収支の確実な運営

　　　　　　学生デザインコンペ準備（隔年開催）事務局・事業交流・国際・教育／WEB活用での広報業務改変・情報活用　総務　JIPA委員／

　　　　　　会員数増強の企画（特にアソシエイト、企業）　事業交流・教育／企業とのコンサルティング連携企画　事業交流

　　　　　・研究会活動の活性化：デザイン研究会による広報活動、人材の発掘　事業交流

　　　　　・組織体制の再整備：高齢化と若手受入れに対しての組織体制の見直し・再編（事業交流委員会の発足　総務・事務局・事業交流

　　　　　・インテリアプランナー資格の向上：諸官庁他との協議により課題抽出（日本インテリアプランナー協会）総務・事務局・教育・事業交流

　　　　　・インテリア設計業務の確立：情報交換から業務支援の可能性を探る　総務・事業交流
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　  　●交流・ネットワークの拡大 

　　　　　・若手の入会促進・育成：「KIPA＋」を核とした（ブランド化・地域との連携）若手参加者の拡充・活動強化　KIPA＋・総務／キャリアセミナー、

　　　　　　学生デザインコンペ(隔年開催)の実施・準備　教育・事業交流（直接的な会員確保に繋げる必要性）／デザイン研究会の定期的開催

　　　　　　（将来の人材確保への可能性）／事業交流

　　　　　・地域会員の参加しやすい環境の創出：オンライン活用・地域でのイベントの共同企画・拡充　事業交流・KIPA＋

　　　　　・新交流事業の拡充：ネットワーク拡大型交流会（新企画忘年会、交流会の実施　事業交流／キャリアセミナーとIPA巡回展・

　　　　　　学生デザインコンペ展示会連動開催など　教育・総務・事業交流（隔年開催のため、キャリアセミナーのみ実施）

　　　　　・関連組織・業界・団体との交流・連携：建築・ランドスケープ・照明・インテリア関連団体・学会との交流・連携　事業交流・国際・総務

　　　　　　隣接分野から講師を招いてのセミナー開催　事業交流・国際・総務

　　　　　・日本インテリアプランナー協会全国大会（中国）への協力・関西大会準備着手　事業交流・KIPA+・国際・教育・総務

　　　　　・日本インテリアプランナー協会委員会活動を通じた活動と交流の活性化　事務局　総務　JIPA委員会

　　  ●組織・企業・学校との連携の強化

　　　　　・企業と学校をつなぐ事業の開発：インターンシップ制度開発・フォーラム拡充（関西デザイン学生シンポジウム、キャリアセミナー）など　

　　　　　　事業交流・教育

　　　　　・企業モニター事業の展開：活動の見直しと新しい再開　事業交流／企業との連携によるコンサルティング活動の実施　事業交流

  　　●国際社会との循環促進

　　　　　・メゾン＆オブジェ　パリ出展：事業としての確立と次回出展準備検討　国際

　　　　　・海外対応関係者との交流：海外対応業務（コンサル・バイヤー・企画・調達）や海外経験者の情報交換を通じた国際交流の

　　　　　　 可能性把握　国際・事業交流
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■令和4年度（2022年）各委員会活動計画

●事業交流委員会　　　（委員長：来海素存、副委員長：森本正道、副委員長：白井進）

◇令和4年度（2022年）活動計画

◇交流会・「KIPAサロン」の活動計画　　森本副委員長

1、KIPAサロン ZOOMによる会議を検討,特に新たな議題がない時には『令和4年版あなたの不動産,税金？』の読み合せを実施予定　  

◇ デザイン部会  　部会長不在

2021年度の活動計画未定 12

2、「KIPAデザイナーズラボ2022」の開催。

3、その他交流会の企画、実行

6、「KIPA忘年会：デザイナーズラボ」の開催。(12月中旬頃開催予定）

7、「事業交流委員会」の定期開催（1回/月）

◇ 企業会員会の活動計画　　白井副委員長

1、「企業会員意見交換会」の開催　　（時期未定）

2、「KIPAデザイナーズラボ2022」の開催。

３、企業会員の拡充

4、「JIPA全国大会 」への参加。（下関市にて開催予定。日程未定）

組織　　事業交流委員長：来海　素存　　　　

事業交流副委員長：白井　進　(企業会員会)　　事業交流副委員長：森本　正道（交流会、KIPAサロン）　デザイン部会：担当者不在　

新型感染症の新規感染者数が高止まりしており、今後の動向は楽観できないが、今年度後半からの委員会としての活動を考えたい

まずは、会員を対象とした勉強会・研究会から活動開始を検討する。

現在、オンラインソフトのZOOM勉強会を企画中。全員がZOOMミーティングを企画できるレベルへの到達を目指す。

また、状況を見ながら、新築物件や歴史的建造物の見学会の企画を行う。

◇事業・交流の活動計画　　

1、インテリアプランニングアワード入賞作品の見学会・セミナーの開催。関西エリアの入賞作数件を実施予定。

2、インテリア関連団体や学校との交流・連携強化 （JID, JASIS, ODC, JCD, USD-O等と交流並びに協同事業を実施する）

　　WIW学生作品展・セミナー（5月14日開催予定)、関西デザイン学生シンポジウム2022等　（10月中旬頃開催予定）	

3、「日本インテリア学会全国大会」参加。（10月中旬頃開催予定）



●教育委員会　　　（委員長：金沢 明彦　　　副委員長：児玉 憲一）

◇令和4年度（2022年度）活動計画

令和4年度インテリアプランナー試験日程学科試験　　6月19日（日曜） 設計製図試験　11月20日（日曜）

◇IP試験対策講座　（学科・設計製図）

参加予定20名　Aコース11,000円　Bコース9,000円　収入予定　200,000円

◇・令和４年度IP学科試験直前対策講座JIPA+KIPA　大阪産業創造館5月29日 5階研修室A 

募集大阪会場30名　東京会場30名　オンライン90名 支出160,000円　収入160,000円

大阪会場：大阪産業創造館 ５階研修室C　13:00～18:00

東京会場：東京都立産業貿易センター浜松町館４階第１会議室　13:00～18:00

・令和4年度IP試験対策講座（設計製図講座）の運営・実施　大阪産業創造館  10月2日、15日, ,29日

参加25名 計画予算　30000円x20  20000円×5（会員）　収入予定　700,000円

◇講座テキスト　発行販売

・本試験対応模擬テストⅠ、Ⅱ 団体、個人

◇ＩＰガイドブック改訂　ＪＩＰＡ受託事業　収入予定 300,000円　7月開始〜年内編集校正〜2023年2月出版予定
　　編集責任者　加藤理事
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・令和3年度版インテリアプランナー設計製図テキスト 設計製図講座課題設計基礎資料・演習問題　（10月初め定）

◇　キャリアセミナーの開催 11月　 京都美術工芸大学予定

◇　KIPA 学生デザインコンペティション　　隔年開催事業　本年は休止年

・令和4年度IP試験対策講座（学科通信講座）の運営・実施　4月22日スタート5月13日　5月20日模試

・2022年度インテリアプランナー学科試験問題　解答速報解答・解説（2021年春）解答速報（7月）

・令和3年度版学科試験対策通信講座学科テキスト　4月頒布　、インテリアプランニング・キーワードブック、　



●国際委員会　　　（委員長：草木義博　　　副委員長：徳岡浩二・北川良明）

◇令和4年度（2022年度）活動計画

・令和４年６月　メゾン・エ・オブジェ Paris Design Week 視察検討・募集準備（社会状況で判断）

・令和４年９月　メゾン・エ・オブジェ Paris Design Week2022 視察会

・令和４年１０月〜１１月メゾン・エ・オブジェ Paris Design Week 報告セミナー

・令和５年３月国際セミナー開催　講師：ジダノーワ・アリーナ氏　テーマ：アートとインテリア（検討）

・ミラノサローネ Milano Design Week2023 視察会

●総務委員会　　　（委員長：神谷 剛　　　副委員長：高野直樹・児玉 憲一）

◇令和4年度（2022年度）活動計画

・　総務委員会担当業務：会議体運営、他団体窓口業務、広報（HP,メルマガ等）、建築ＣＰＤへのの設定及び登録（共管）　　

・　事務局業務補佐：財務文書管理、文芸美術健康保険管理、会員登録管理、名簿管理・

・　令和４年度定時代議員総会の開催および開催方法の検討・実施

・　毎月の理事会の開催のWEB会議（Zoom)の設定あるいは会議室の予約と日時連絡

・　建築ＣＰＤへのの設定及び登録　　　＊事業交流委員会との共管とする。

・　情報発信の整理と活性化を図る。現況下、ＨＰの重要性を重視して再整備を行う。

１．KIPAの活動のアーカイブとしての「活動報告」欄の充実を図る。

２．文芸健保（文芸芸術国民健康保険組合）の紹介ページを新設する。

３．バナー広告の実施検討

・　機関誌「table」の新しいスタイルでの発刊の継続

・　情報発信の新しいコンテンツ「メルマガ（メールマガジン）」の定期的発行及び随時、メール（一部FAX)による多面的な情報発信。　　

　　公的な機関、関連団体、各地域IP協会、企業会員及び会員からの情報等の発信

・　現保有のZoom を利用した委員会活動の活性化

・ 会員名簿のメンテナンスの方法と管理の一元化、明確化、会員証の再配布の準備・会員特典の見直し・充実

14



第3号議案     定款改定の件

6．定款　第1章 総則　（名称）第1条の改定

令和4年4月21日の理事会で承認された案

改定の目的：各地域協会の名称を「日本インテリアプランナー協会 地域名」に統一し、各地域協会の連携を強めJIPAとしての一体的な展開を目指す。

（改定部分は太字、アンダーラインで表示）

改定前 改定後

  第１章　　総　則 　第１章　　総　則

（名称） （名称）

　英文名は“ＫＡＮＳＡＩ　ＩＮＴＥＲＩＯＲＰＬＡＮＮＥＲＳ’　ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ”とする。

なお、名称改定日を、令和4年（2022年）7月1日とする。

■ 定款改定にともなう細則改定項目
（改定部分は太字、アンダーラインで表示）

改定前 改定後

　第１章　　総　則 　第１章　　総　則

第１条　この細則は一般社団法人関西インテリアプランナー協会 第１条　この細則は一般社団法人日本インテリアプランナー協会　関西
　（以下「本協会」という。） 　（以下「本協会」という。）
定款第53条の規定に基づき、この定款の施行について必要な事項を 定款第53条の規定に基づき、この定款の施行について必要な事項を
定めるものとする。 定めるものとする。
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第１条　当法人は一般社団法人関西インテリアプランナー協会と称する。 第１条　当法人は一般社団法人日本インテリアプランナー協会　関西と称する。

　英文名は“ Japan Interior Planner's Association,Kansai”とする。



第4号議案     第8期理事及び監事の選任の件

　　　　　定款　第4章　第26条〜32条に基づき、理事及び監事の改選を行う。

　　　　　・理事３〜３０名、監事２名を選任する。

　 　　なお、定款　第４章　第３３条の規定にあるように代表理事の選出は理事会に一任する。
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20220428 事務局 作成
　 　 　 　 　 　 　 　 一般社団法人関西イ ンテリ アプラ ンナー協会

　 　 　 　 　 （ 案） 第8期【 Ｒ 4‐ Ｒ 5年度】 　 理事等名簿

理事
通番 氏名 第7期 時点の所属委員会等、 現況 勤務先

1 理事 重任 　 石津 勝 事業交流、 教育・ KI PA学生コ ンペ審査員 大阪芸術大学

2 理事 新任   井手 洋一 教育 いで建築士事務所

3 理事 重任   伊東 政信 事業交流、 KI PAサロン ( 株) 岡田本社

4 理事 重任   猪木 陽子 副会長、 事業交流、 KI PAサロン ( 株) 大塚家具

5 理事 重任   片岡 宏正 事業交流 ﾘｱﾙﾏｲﾝﾄﾞ ﾌﾟ ﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｵﾌｨｽ

6 理事 重任   加藤 精一 JI PA代表理事・ 会長、 教育　 参与 ( 株) ジャ ス

7 理事 重任 　 金沢 明彦 教育委員長、 事務局長代行 ジーク ( 株)

8 理事 重任   神谷 剛 事務局長、 総務委員長、 教育、 事業交流 ( 株) 竹中工務店

9 理事 重任 　 川北 英 教育、 KI PA学生コ ンペ審査員 京都建築大学校

10 理事 重任   北川 良明 国際〈 副〉 、 KI PAサロン　 ステイ ト リ ーホームズ( 株)

11 理事 重任   来海 素存 事業交流委員長、 　 教育 神戸女子大学

12 理事 重任   草木 義博 国際委員長、 ( 有) 空間デザイ ンワーク ス

13 理事 重任 　 久保 勇人 KI PA＋ ( 株) 創芸

14 理事 重任   小梶 吉隆 会長、 教育、 事業交流    JI PA理事・ 事務局長 京都美術工芸大学

15 理事 重任 　 児玉 憲一 副会長、 総務( 副・ HP、 セキュ アグラ フ 窓口)   教育（ 副） 　 ジーク （ 株）

16 理事 重任 　 小林 康夫 事業交流 小林康夫デザイ ン工房

17 理事 重任 　 佐々木武 国際、 総務、 事業交流 オフ ィ ス未来

18 理事 重任   白井 進 事業交流〈 副〉 企業担当、 デザイ ン部会　 ( 有） 現代店舗

19 理事 重任 　 高野 直樹 副会長、 総務 ( 副 広報、 tabl e、 I CT化担当） JI PA理事 ( 株) 安井建築設計事務所

20 理事 重任   徳岡 浩二 副会長、 国際( BI M、 新規事業開拓） ( 株) 徳岡設計

21 理事 重任 中庄谷義雄 事業交流、 KI PAサロン ( 有) イ ンテリ ア中庄谷

22 理事 重任 　 中村 孝之 文芸健保担当（ 文芸健保JI PA会議員） 生活空間研究室

23 理事 重任 　 西村みどり 事業交流 ベルデスタ イ ル

24 理事 重任   森本 正道 事業交流〈 副〉 交流担当、 KI PAサロン世話役 ( 株) 千万喜

25 理事 重任 　 横江喜美子 事業交流 アミ デザイ ンワーク ス

◎ 監事 重任   保田 孝 KI PAサロン アイ ・ プラ ンニング

◎ 監事 重任   中山邦子 名誉理事、 教育 中山ｲﾝﾃﾘｱ研究所
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