（社）日本建築家協会中国支部

第５回役員会議事録
□ 日 時 2008 年 10 月１日（水）13:30～16:00
□

場 所 建築サロン（事務局会議室）

□

出席者 村重保則、山田 暁、矢田和弘、久保井邦宏、髙志俊明、
藤田佳篤、仲子盛進、三村夏彦、龜谷 清、高田 一、黒川隆久
田中輝幸、塚田 隆、
（役員１３人）
事務局員、吉野康夫、松永高雄（交流部会２名）

□

司 会

髙志副常任幹事

１．開会
定刻に至り司会が開会を宣言した。
２．開会挨拶

村重支部長

黙祷

・鬼頭 梓第４代会長 名誉会員 ８月２０日逝去 （葬儀９月２日）

紹介

・大光電機株式会社広島営業所 山本所長から松永所長へ（10 月 1 日）

３．議事
議事録署名人として、高田 一氏、黒川隆久氏を選出した。
４．報告事項
4-1 本部理事会報告：第 162 回、第 163 回、臨時理事会

村重支部長
資料 1 資料 2

審議事項
・ 懲戒の件：低価格入札が判明し、第 160 回理事会の議決を受けて、審査結果の報告が
懲戒審査委員会よりあり、承認された。
資料 1-1
・ ＪＯＢから会員協賛のお願い：ＵＩＡ2011 東京大会の協賛を会員事務所へ求めること
が承認された。
資料 1-2
・ 本部会計と支部・地域会会計統合の件：会計統合について承認された。中国支部では
当面、地域会は統合せずに支部までの対応とする。

資料 1-4

・ 名誉会員追加承認の件：名誉会員として以下の 1 名が承認された。
Mr. Byun Yong,
Immediate Past President, Korean Institute of Architects(KIA)

資料 1-5

・ 本部委員会の追加委嘱・解嘱の件：本部委員会 委員の追加委嘱・解嘱について承認
された。
資料 1-6
・ 入会者・退会者承認等：入会者・退会者について承認された。

資料 1-7

・ 後援名義承認の件：後援名義について承認された。

資料 1-8

協議事項
・ 資格制度オープン化、時期、体制の件：書類不備のため協議されず。10/1 臨時理事会
にて承認された。
・ 2009 年度予算案と本部支部運営費：7 支部については支部会費を徴収、北陸・東海・
中国の 3 支部は徴収しない。

資料 1-9

・ 国際交流基金のＵＩＡ会費充当の件：ＪＩＡ建築家交際交流基金のうち米国債にて運
用している分の利息を積み立ててＵＩＡ会費へ充てていたがその積立金が不足するの
で、基金元本の一部を取り崩してＵＩＡへの支払いへ充てることが協議された。
資料 1-10
・ 会費改定の件：支部確定動向確認
・ 環境事業委員会特別会計化の件：委員会名を「環境行動ラボ」とすることで決定した。
資料 2
・ 京都大会開催の件：テーマ・開催期間が決定した。
報告事項
以下の事項について報告があった。
・ 設計業務環境改善委員会報告

資料 1-14

・ 建設産業基本問題委員会報告
・ 業務委員会報告
・ ＮＰＯ建築家教育推進機構報告
・ 会館活用委員会報告

資料 1-18

・ 東北大会報告

資料 1-19

・ ＴＶ会議等事務局スケジュール

資料 1-20

・ 建築家教育推進機構の活動動向

資料 1-13

・ ＵＩＡトリノ大会

資料 1-14

4-2 各県地域会報告
Ａ. 岡山地域会
08/29 全員集会

藤田地域会長

文化セミナー「岡山城から学ぶ街づくり」
09/05 藤本壮介氏セミナー 300 名参加（学生 20％、ハウスメーカー20％、設計事務所 50％）
09/26 設備設計事務所協会との座談会
10/15 ＯＫＣと共催「木材について学ぶ」プレカット工場、材木市場等バスツアー（予定）
10/18 ワンデイエクササイズ（共催）
（予定）
11/09 公共建築イベント（予定）
11/14 全員集会
文化セミナー「セラミック素材による建築空間へのアプローチ」
（予定）
11/** コーポラティブハウス（岡山初）見学会（予定）
12/** 鉄鋼協同組合と座談会（予定）
01/23 支部役員会・新年会・セミナー（予定）
Ｂ. 広島地域会
09/26 ひろしま美術館ＪＩＡ25 年賞受賞記念講演会 40 名参加
10/25
10/26 住生活月間イベント参加（予定）
11/14 第 3 回福山建築文化セミナー（予定）

仲子地域会長

Ｃ. 山口地域会

三村地域会長

07/31 地域会役員会
10/10 地域会役員会
03/13・14 萩市にて環境事業フォーラムを開催予定
Ｄ. 島根地域会

龜谷地域会長

09/13 支部大会準備打合
Ｅ. 鳥取地域会

塚田幹事

07/25 米子にて全員集会
街づくりフォーラム
10/04 地域会（予定）
4-3 委員会報告
Ａ. 建築家資格制度委員会

黒川委員長

評議会（議長：奥田實、評議委員：柳勝巳、青山祐、高松隆夫、高木榮子）10/24 開催予定
Ｂ．設計業務環境改善委員会

田中委員長

09/11 本部より活動依頼
建築士法 24 条の改正について
08/21 本部委員会
各支部毎で３会にて打ち合わせを始めている。
ＢＣＳとの調整
Ｃ．総務広報委員会

髙志（代理）

会員手帳、アニュアルレポート発刊について報告
4-4 部会報告
・交流部会報告

吉野交流部会長

退会者が出ている。
1 月の新年会、役員会（岡山）の時にセミナーを予定
５．協議事項
（1）ＪＩＡ中国支部建築家大会ｉｎ島根・鳥取について

久保井常任幹事
矢田副支部長
資料 3

（2）ＪＩＡ中国支部建築大賞 2008 について
2010 年度総会にて表彰（第 1 回）

山田副支部長
資料 4

（1）ＪＩＡプロフェショナル・スクールについて
広島開催について、広島地域会でも協議する。

山田副支部長

開催日は 2/20（金９21（土）にて検討
（4）
「ＪＩＡ建築家大会 2008 東北」への出席について
（5）ＴＶ会議開催について 報告

久保井常任幹事
久保井常任幹事

（6）新広島球場見学会について

久保井常任幹事

企画書を作成し設計者である仙田前ＪＩＡ会長と調整
（7）事務局後任人事について

久保井常任幹事

ＪＩＡ中国支部、広島地域会、広島県設計連合の事務局員として、今後、調整を進める。

６．次回開催日 平成 20 年 11 月 28 日（金） 11：00～ 松江にて
７．閉会
司会の髙志副常任幹事が閉会を宣言し散会した。
2008 年 11 月 5 日（水）
議事録署名人 高田 一

議事録署名人 黒川隆久

議事録作成人 髙志俊明

