（社）日本建築家協会中国支部

第 5 回役員会議事録
□ 日 時 2009 年 11 月 27 日（金） 11：00～13：00
□ 場 所 下関商工会議所 会議室
□ 出席者 村重保則、僊石友秋、矢田和弘、山田 暁、久保井邦宏、髙志俊明、藤田佳篤、
三村夏彦、龜谷 清、杵村優一郎、堤 敏明、田中輝幸、塚田 隆、樋野朝昭、
奥田 實、
（役員 15 名）
、宇川民夫、佐藤正平（委員長 2 名）
吉野康夫、山下忠明(交流部会 2 名)、天王（事務局員）
□ 欠席者 仲子盛進、高田 一、黒川隆久、上定正張、尾川隆康、佐々木著
□ 司 会 久保井常任幹事
１．開会

久保井常任幹事

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
第 4 回中国支部大会を開催することが出来、うれしく思います。また、主管の山口地域会に
は大変感謝しています。
出江会長の講演はしっかりと楽しんでください。
環境再生フォーラムには下関市長にもご出席頂きます。良い形でのやり取りが出来ればいい
と思います。
中国建築大賞の発表には内藤先生にもお越し頂き、講演もしていただきます。
３．議事録署名人、議事録作成人の指名
議事録署名人として、田中輝幸氏、龜谷 清氏
議事録作成人として、髙志俊明氏を指名した。
４．報告事項
4-1 本部理事会等報告（添付資料による）

村重支部長

・第 176 回理事会 (資料 1) 2009 年 11 月 16 日(月)
審議事項
1. 入退会者承認の件

：承認された。（中国支部入会者 3 名）

2009 年度期初（4,956 名）より 42 名の減。
2. 後援名義承認の件
3. 委員会委員委嘱の件

：承認された。
：承認された。

4．名誉会員の選考に関する規定

：承認された。

5．資格喪失処分会員

：承認された。
（中国支部では該当者なし）

協議事項
1．環境行動ラボの事業者登録

：不透明な部分が多く理事会で検討中

2．災害対策委員会からの要請
3．財政再建施策

：現状では赤字決算、赤字予算になる見込み。
公益法人化のこともあり、会計方法が複雑になっている。
会費改定については、支部特別会費（昨年決定）に加え
て、本部会費の値上げに対する抵抗も多い。

4．ＪＩＡ会員のＵＩＡ大会登録要請 ：中国支部でも目標に達していない。
報告事項
1． 四国プレＵＩＡ大会中止
・ 臨時理事会

（資料 2) 2009 年 11 月 24 日(火)

協議事項
1. 登録建築家審査関係について協議されたものの結論に至らなかった。

4-2 各県地域会報告
岡山地域会(資料 3）

藤田地域会長

＜事業報告＞
1. 全員集会／岡山文化セミナー
日

時：09/25（金） 14：00～17：00

講
内

師：万城あき氏（岡山県郷土文化財団）
容：万城さんの案内で後楽園・岡山城を歩く会

参加人数：１０名
2. 役員会
日

時：10/27（火） 19:00～20:30

内

容：地域会の状況について

3. ワンデーエクササイズ（ＯＫＣ共催）
日

時：11/14（土） 10：00～18：00

場
所：倉敷／水島サロン
課 題 地：天満屋倉敷店跡地
審査委員長：小川広次氏
参加人数：建築系学校９校１６チーム（２００人）
＜今後の予定＞
1. 公共建築月間イベント（ＪＩＡ担当分）
日

時：11/28(土)

10：30～12：00

内

容：岡山西消防署見学会（参加無料）
（設計：ＪＩＡ会員 黒川隆久）

2. 役員会／全員集会／忘年会
日
時：12/10（水） 15：00～20：00
セミナー：神原邦男氏（川崎福祉大学特任教授）
内

容：
「池田綱政と後楽園」－藩主の日記からの庭造りの背景を考える－

3. 建築関係５団体新年互例会
日

時：01/08（金） 18：00～20：00

場

所：メルパルクＯＫＡＹＡＭＡ

内

容：５団体会費制新年会

４．ＪＩＡ中国支部新年会
日
時：01/22（金）14：00～20：00（役員会、地域会、セミナー、新年会）
場

所：ピュアリティまきび

＜その他＞
１．グラスハウスについては津山市運営で存続となった。
（施設は県が改修）
2． 新業務報酬要望書については岡山市以外へは提出。
3. 3 月に若手建築写真家との交流会を予定
4． 新会員を今年度中に 3 名予定（内 1 名は申込み済み）
広島地域会

堤幹事

10/24 日本インダストリアルデザイン協会とＪＩＡとで、デザインバトルを行った。参加
者 50 名
10/24・25 住宅月間イベント
11/05 全員集会
11/21 福山建築文化セミナー
11/22 広島住まいづくり連絡協議会 セミナー 出席者 70 名

山口地域会(資料 4)

三村地域会長

09/29 山口地域会役員会
10/01・02 全国大会京都
10/22 山口地域会 全体協議会 中国支部大会について
11/06・07 中国支部大会準備会議
11/18 中国支部大会準備会議
公共団体への新業務基準の要望書を３会にて各市町村をまわって３割程度終了、年内に終了
予定。
島根地域会

龜谷地域会長

12 月～１月 会合を予定
鳥取地域会

杵村地域会長

10/16・17 例会
4-3 委員会報告
(1) 全国学生卒業設計コンクール 2009 実行委員会（資料 5）

遠藤本部委員（代理 久保井）

第 1 回ＪＩＡ中国建築大賞の中に学生対象の賞を設けることも検討する必要がある。
今回は広島の大学卒業設計展での表彰作品を支部推薦作品として提出した。今後の課題と
して、中国支部管内の対象学校について調査する必要がある。
(2) 建築基本法特別委員会(資料 6)
矢田副支部長
2003 年くらいから議論されてきた、特に学会においては熱心に取り組まれてきた。
ＪＩＡだけではなく関係団体が足並みをそろえる必要がある。今後の動きに関心をもって
いただきたい。
(3) 建築家資格制度委員会

山田副支部長

アンケート等は進んでいるが、まとまっていない状態。
(4) 事業・教育委員会(資料 9)
ＪＩＡ中国建築大賞
住宅部門 １４作品

宇川委員長

一般部門

１４作品

一般部門

２作品

合計

２８作品の応募

一次審査通過
住宅部門

６作品

9/24（島根）10/20・21（岡山・広島）現地審査
大賞受賞の３名には、明日プレゼンテーションをしていただく予定。
(5) 設計業務環境改善委員会（資料 8）

田中委員長

中国地方各自治体の設計業務環境の実態調査結果を山田副支部長を通じて本部へ提出
①入札において最低制限価格を設定している自治体の有無
低入札価格調査制度、最低制限価格制度、高落札率入札調査制度がある。
②確認申請に設計契約書の写しの添付を行っている自治体の有無
中国地方の全自治体において無し。
③告示 15 号の自治体への要望状況
全県３団体連名で提出済

(6) 再生・環境対応委員会（資料 9）

佐藤委員長

11/06（金）下関勤労福祉会館にて、本日の支部大会環境再生フォーラムの打合せを開催。
11/07（土）現地視察
4-4 部会報告（資料 10）

吉野交流部会長

2010 年の交流部会組織を発表
岡山の新年会以降、山下氏（日立ビルシステム）へ交流部会長を交代する。
５．協議事項
(1)「ＵＩＡ2011 東京大会」の件

山田副支部長

登録がまだ少ない。寄付についても中国支部では 200 万円が予定されている。
(2) 設計業務環境改善委員会の件 （資料 8）

田中委員長

本部委員会にて「新しいプロポーザルのあり方」を提言するにあたり、各地域における実
例を収集。支部役員、設計業務環境改善委員へメール送付済、12/10 までに返信すること。
内容
1. いつ行われたか（プロポの時期）
2. どの市町村が行ったか
3. 公募型か、指名型か
4. それに対する意見
実例調査についてはもっと具体的な内容様式を作成しメールにて配信
本部からの依頼：低価格入札（予定価格の 50％未満）があれば支部事務局へ報告
首長選挙時のアンケートについても各地で実施
（村重支部長）
(3) 準会員制度について

久保井常任幹事

岡山：地域会としては前向きに進める予定は無い。
島根：建築系学校も少なく、対象者が少ない。
広島：10 年程前より制度がある。
学生のみだけではなく、建築を志す者（学生、スタッフ）を対象。
若い層を取り込むためには良い制度では。
正会員入会資格を有する人の対応は要検討（会費の差、名称利用について）
支部で設けるべきか、地域会毎にて対応すべきか、引き続き検討する。
(4) 次回支部大会開催地について

村重支部長

来年度も支部大会は開催するが、開催地については次年度役員会にて決定する。
(5) その他
アーカイブスについて：金沢工業大学にて選任の研究員もおいて保管を進めている。
現在、歴史的価値の有る図面も無くなりつつある。矢田副支部長
業務改善について

：アトリエ系事務所へもチャンスが与えられるようにプロポーザル
について、本部にて意見を早くまとめ国交省や公共団体へ提出すべ
きではないか。

ＪＩＡをはじめ建築関係団体の活動内容が一般に対して不透明である。
６．次回開催日の確認
平成 22 年 01 月 22 日(金)岡山にて開催予定。

奥田顧問
樋野監事

７．閉会
司会の久保井常任幹事が閉会を宣言し散会した。
議事録署名人 田中輝幸

議事録署名人 龜谷 清

議事録作成人 髙志俊明

