（社）日本建築家協会中国支部

第６回役員会議事録
□ 日 時 2008 年 11 月 28 日（金）11:00～12:30
□

場 所 島根県立産業交流館（くにびきメッセ 6F）

□

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、杵村優一郎、
堤 敏明、田中輝幸、尾川隆康、塚田 隆、
（役員 13 名）
宇川民夫（委員長 1 名）
、吉野康夫（交流部会 1 名）
事務局員（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

３．議事
議事録署名人として、堤 敏明氏、田中輝幸氏を選出した。
４．報告事項
4-1 紹介

村重支部長

石井事務局員の紹介
本日（11 月 28 日）施行の法改正に伴う「重要事項説明書」の解説書の紹介
U-40 コンペにおいて、広島地域会の三分一博志会員が 1 次審査を通過。
4-2 本部理事会報告
10 月 16 日（木）理事懇談会

村重支部長
資料 1-1

協議事項
・ 公益法人制度改革対応について：2008 年～2013/11/13 の公益法人化移行期間があり、
今後定款改正委員会により、随時進められていく。
・ 登録建築家制度のオープン化について
10 月 20 日（月）臨時理事会（WEB 会議）

資料 1-2

審議事項
・ 後援・協賛事業の承認について：3 件の後援事業が承認された。
・ 10 月度入退会者の承認について：承認された。
・ 1 項資格要件未達の入会希望者の承認について：一級建築士免許取得後実務経験が 3
年以下であるが、実務経験は受験資格取得後十分にあり、一級建築士免許取得後 3 年
以上と同等と判断できる等の理由により承認された。

11 月 18 日（月）第 164 回理事会
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審議事項
・ 被懲戒処分会員からの不服申立について：次回への継続審議となった。
報告事項
・ 建築アーカイブス委員会より支部・地域会においても図面をはじめスケッチ等々の資
料の保存等を進めるよう要請があった。
4-3 各県地域会報告
Ａ. 岡山地域会

藤田地域会長

10/15 全員集会
文化セミナー「木について」
（OKC と共催・JIA より 10 名参加）
10/31 役員会
11/01 ワンデーエクササイズ：建築系学生対象のコンペを開催
審査委員長：小川広次・参加９校１７チーム（OKC と共催）
11/09 公共建築イベント・おかやま建築まち歩き Part-2（参加者 15 名）
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」
講師：大河内信雄
11/23 コーポラティブハウス（岡山初）見学会
12/09 鉄構工業会と座談会（予定）
12/19 全員集会・見学会（全国都市緑化おかやまフェア「花と緑のテーマ館」
）
01/07 建築関係 5 団体新年互礼会（予定）
01/22 支部役員会・新年会・セミナー（予定）
Ｂ. 広島地域会

仲子地域会長
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10/25～
10/26 「安心でエコロジーな住まい術」主催：ひろしま住生活月間実行委員会
11/15 第 3 回福山建築文化セミナー 講演者：長谷川豪・参加者 174 名
・ 広島住まいづくり支援ネットワーク事業の件
・ 支部長賞を出すことについて
Ｃ. 山口地域会

三村地域会長
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10/10 地域会役員会
支部役員会報告及び環境フォーラム事業について
Ｄ. 島根地域会

矢田副支部長

支部大会準備打合
Ｅ. 鳥取地域会
支部大会準備打合
新入会員の申し込みにより地域会員数が 10 名

杵村地域会長

4-3 委員会報告
Ａ. 建築家資格制度委員会

村重支部長
資料 3-1、3-2

登録建築家制度のオープン化に向けての組織作りについて、11/19 実務委員会 WEB 会議にて協
議された。
：専攻建築士とのダブルスタンダードではなく UIA2011 東京大会へ向けて 1 本化が望
まれる。

Ｂ．建築相談委員会

佐々木委員長（書面にて報告）
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建築相談委員会本部連絡 WG より全国の JIA 建築相談室の活動を把握する目的でよせられたア
ンケートに委員長の責任のもとで 9/12 付回答し、その内容を 9/15 に各委員に報告した。
4-4 部会報告
・交流部会報告

吉野交流部会長
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10/末 情報交換会、懇親会
1/22 の新年会、役員会（岡山）の時にセミナーを予定
「効果的に環境保全・災害対策実現（アクアメイク）
」
５．協議事項

久保井常任幹事

（1）WEB 会議への対応について

村重支部長

各役員においても WEB 会議への対応が望まれる。マイク等のセットを購入の上支部事務局へ申
し込み。
（2）JIA プロフェッショナルスクールについて

山田副支部長

本部主催にて支部協力
2/21（土）22（日）にて開催
（3）JIA 中国支部建築大賞 2009 について
審査委員長：内藤廣氏の都合もあり 2008→2009 へ変更

宇川事業・教育委員長

スケジュール：2009/11 支部大会にて受賞者の発表、講演会
2010/04 支部総会にて表彰
（4）来年度総会決算について

久保井常任幹事

2009/4/10 までに地域会、4/17 までに支部の決算書を本部と 1 本化された会計ソフトにて提出
2009/4/24～5/8 の間に支部総会を開催
（5）新広島球場見学会について
久保井常任幹事
広島市としての見学会受け入れは 11 月までであり、今後完成後の見学会を検討
（6）その他
各県単位での行事については各地域会へ委ねる。

久保井常任幹事

６．次回開催日 平成 21 年 1 月 22 日（木） 岡山にて
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 30 日（日）
議事録署名人 堤 敏明

議事録署名人 田中輝幸

議事録作成人 髙志俊明

