（社）日本建築家協会中国支部

第 6 回役員会議事録
□ 日 時 2010 年 01 月 22 日（金） 14：00～16：00
□ 場 所 ピュアリティまきび
□ 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、
仲子盛進、三村夏彦、龜谷 清、黒川隆久、田中輝幸、塚田 隆、柳 克己
（役員 14 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 杵村優一郎、堤 敏明、上定正張、尾川隆康、高田 一、佐々木著、遠藤吉生
□ 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
本年も大変厳しい社会情勢の中、各々の立場で頑張れば光明が見えてくることもあると思い
ます。
任期も後数ヶ月です、まとめ及びに次期支部長への引継ぎをしていきたい。
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、矢田和弘氏、山田 暁氏
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）
・第 177 回理事会 (資料 1) 2009 年 12 月 11 日(金)

村重支部長

審議事項
1. 入退会者承認の件

：承認された。

2. 後援名義承認の件

：承認された。

3. 委員会委員委嘱の件

：承認された。

4．次年度総会期日の確定

：承認された。

来期からは全国各地にて開催することになった。2010 年度は名古屋にて開催
5．対社会行動委員会審議要請
協議事項

：継続審議となった。

1．会長政策提言

：継続審議となった。

2．建築家資格制度オープン化

：継続審議となった。

報告事項
1． ベルコリーヌ委員会報告
現在、引き続いて紛糾している状態であり、収入になるかどうか不明。
2． 熱海リフレッシュセミナー
今年より再開、3/7～3/9 に開催
中国支部では 9 万円の負担、2 名の参加要請があった。
・ 第 178 回理事会 (資料 2) 2010 年 01 月 19 日(火)
審議事項
1. 入退会者承認の件

：承認された。

2. 後援名義承認の件

：承認された。

3. 対社会行動委員会提言改定

：継続審議となった。

4．資格制度マニュアル審議

：承認された。

5．専務理事選定について

：次期専務理事については、現出江会長と次期芦
原会長予定者にて協議して頂くこととなった。

協議事項
1．ＣＰＤ評議会細則改定

：ＣＰＤに関する細則が改定された。

2．子供教育支援委員会の設立

：委員会設置を要望

報告事項
1． ベルコリーヌ委員会報告
未だ、入金がない状態。このまま入金が無ければ赤字決算になる。
4-2 各県地域会報告
岡山地域会(資料 3）

藤田地域会長

＜報告事項＞
１．公共建築月間イベント（関係団体共催ＪＩＡ担当分）
日

時：１１月２８日（土） １０：３０～１２：００

内

容：岡山西消防署建築見学会【参加無料】
（設計：ＪＩＡ会員 黒川隆久）
参加人数：２５名

２．役員会／全員集会／忘年会
日

時：１２月１６日（水） １５：００～２０：００

セミナー：神原邦男氏（川崎福祉大学特任教授）
「池田綱政と後楽園」―藩主の日記から庭造りの背景を考える―
参加人数：２２名
３．建築関係５団体新年互礼会（ＪＩＡ共催）
日
場

時：１月８日（金） １８：００～２０：００
所：メルパルクＯＫＡＹＡＭＡ

内

容：５団体会費制新年会

参加人数：２１０名
４．市民まちづくりワークショップ参加
日

時：１月２０日（水）

内

容：岡山市企画局主催
「よみがえる岡山城下」のまちづくりを考える

場
所：岡山市デジタルミュージアム
参加人数：約２０名
＜今後の予定＞
１．全員集会（ＯＫＣ共催）
日

時：２月１７日（水）

テ ー マ：
「育てて、育つ」 太陽光発電セミナー予定
２．岡山木材市場見学会意見交換会
日

時：２月２７日（土）

３．役員会／全員集会
日

時：３月１９日（金） １５：００～１８：００

セミナー：第 1 回ＪＩＡ中国建築大賞入賞者（岡山）発表会（岡山地域会会員３名）
＜その他＞
○ＪＩＡ入会申込書提出中（３名）

中村陽二（50）
・佐々木満（45）
・寺越則人（39）

広島地域会

仲子地域会長

12/15 ＵＩＡ連絡協議会に出席
02/初 役員会開催予定（次期人事について）
山口地域会

三村地域会長

12/10 役員会、忘年会
12/24 確認申請問題検討委員会への出席
島根地域会

龜谷地域会長

03/初 役員会開催予定
4-3 委員会報告
(1) 建築基本法特別委員会

矢田副支部長

Ｗｅｂ会議にて開催された。
(2) 建築家資格制度委員会

黒川委員長

オープン化による整理を行っている。
01/29 東京にてオープン化の説明会予定
(3) 事業・教育委員会

宇川委員長

中国支部大会にて、第 1 回ＪＩＡ中国建築大賞の発表を行った。
４月の支部総会にて表彰式を予定。
(4) 設計業務環境改善委員会
田中委員長
昨年末より、様々なアンケート等が本部に寄せられているが、本部での会議状況等の内容
が伝わってきていない。ＪＩＡとして本部と支部とが連携してすべきことがあるのではな
いか。
(5) 再生・環境対応委員会

佐藤委員長

中国支部大会にてパネルディスカッションを開催。
4-4 部会報告（資料 4）

山下交流部会長

現在の会員数 30 社
2010 年度の予定については支部スケジュールにあわせて検討。
５．協議事項
(1) 2010,2011 年度支部役員の選出、総会について（資料 5）

村重支部長

・2010,2011 年度支部役員の選出については規定に基づき対応していく。
選挙管理委員会を僊石直前支部長を委員長とし、岡山（柳）
、広島（奥田）、山口（栗林）、
鳥取（田中）の 4 名を委員として発足することが決定した。
仲子広島地域会長より、
「今までは地域会の総会にて役員選出をしてきたが、支部役員選出
規定に沿って役員選出を行った場合にどういった形で整合性を取るのか。また、定員以上の
立候補者があった場合の選挙権は支部正会員全員にあるのか、各地域会正会員にのみあるの
かをはっきりとしておく必要があるのではないか。支部の役員としての選出であればいいが、
地域会長を他の地域会の会員が選ぶ形態はおかしいのではないか。
」との意見があった。
告示を行うにあたり、各地域会長・幹事を選挙にて選出する場合の選挙権が支部正会員全
員なのか、地域会正会員のみなのかをはっきりさせておく必要がある。これについては選挙
管理委員会に委ねる。

・総会までのスケジュール
04/27 総会
04/09 までに地域会総会を開催
04/12 までに支部総会資料を支部事務局へ提出
(2) アニュアルレポート 2009（建築大賞受賞作品含む）

村重支部長

2010 年度総会にて配布

(3) 名誉会員の推薦、終身正会員の推挙について（資料 6）

村重支部長

中国支部からは名誉会員として、錦織亮雄氏（広島）を推薦し、終身正会員として、山下
宏氏を推挙することとした。但し、両会員が該当するかどうかを再度確認する。
(4) 熱海リフレッシュセミナー参加の件

村重支部長

03/07～03/09 2 泊 3 日にて開催予定
中国支部より 2 名の参加要請に対し、島根地域会より 1 名、岡山地域会もしくは広島地域
会より 1 名を出席させることとし、岡山、広島両地域会にて調整のうえ後日決定する。
(5) その他
・ＵＩＡ対応協議会について
広島地域会が独自で事業を行うかどうかは広島地域会にて結論を出す。
今後の会議へは次期山田支部長予定者と仲子広島地域会長の 2 名が出席する。
・2010 年度支部大会について
2010 年には岡山にて国民文化祭がある。また、2011 年には広島でＵＩＡ関連事業が行われ
ることから、2010 年度は岡山にて開催。

６．次回開催日の確認
平成 22 年 03 月 24 日(水)広島にて開催予定。
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 矢田和弘

議事録署名人 山田 暁

議事録作成人 髙志俊明

