（社）日本建築家協会中国支部

第７回役員会議事録
□ 日 時 2009 年 1 月 22 日（木）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、
藤田佳篤、仲子盛進、三村夏彦、龜谷 清、杵村優一郎、
高田 一、堤 敏明、田中輝幸（役員 13 名）
佐藤正平（委員長 1 名）
、吉野康夫（交流部会 1 名）
事務局員（2 名）
、

□

司 会

久保井常任幹事

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、矢田和弘明氏、山田 暁氏を選出した。
４．報告事項
4-1 本部理事会報告
12 月 12 日（金）第 165 回理事会

村重支部長
資料 1

審議事項
1. 後援・協賛事業の承認について：承認された。
2. 12 月度入退会者の承認について：承認された。
3. 職責委員会報告の承認について：懲戒事由とは、認め難いとして承認した。
協議事項
1. 決算、総会等の期日について：昨年度と同様早目になる。
2. 建築家資格制度について：一部に建築士会の専攻建築士制度に乗っかっていこうかと言
う意見が出ている。
3. 被懲戒処会員からの不服申立について：弁明を事情徴収した。
4. 入会資格要件の運用について：会員規則内規（案）について承認された。
1 月 7 日（水）臨時理事会（WEB 会議）

資料 2

協議事項
1. 懲戒処分不服申立関係者への事情聴取について：対社会行動委員会、懲戒審査委員会及
び職責委員会の各委員長の事情説明を受け、
不服申立による再審査必要なしと決議され
た。

報告事項
1. 資格制度のオープン化について：2009 年度からオープン化し社会制度へ移行、それに
ともない認定・登録の審査基準の引き上げを予定。その為、未登録会員の新規申請受付
基準を 2 月 28 日に変更。
1 月 16 日（金）第 166 回理事会（WEB 会議）

資料 3

審議事項
1. 1 月度入退会者の承認について：承認された。
2. 後援・協賛事業の承認について：承認された。
3. 2009 年度総会期日・場所について：5 月 28 日（木）大阪・綿業会館に決定。
4. 懲戒処分不服申立への対応の件について：承認された。
5. 部会規定改定の件について：承認された。
6. 本部委員会再編成の件について：2009 年度より委員会を整理・統合・再編成し新編成
で実施したい。また、その実施案の検討を総務委員会に委属することで承認された。
7. ＵＩＡ特別会費の件について：全会員を対象に、例えばＵＩＡ協力特別会費等として募
り、募集活動は、支部単位で行い、支部で取りまとめたものを、本部よりＪＢＯへ「Ｕ
ＩＡ東京大会活動補助金」として納付する事で承認された。
8. 2009 年度予算編成の件について：承認された。
9. 建築サポートセンター設立の件について：承認された。

4-2 各県地域会報告
Ａ. 岡山地域会
12/09 岡山県鉄構工業会と意見交換会
資質向上・次世代育成・連携などについて（JIA より 10 名参加）

藤田地域会長
資料 4

12/19 都市緑化フェア「花と緑のテーマ館」にて建築見学会（参加者 25 名）
01/07 建築関係 5 団体新年互礼会に参加（参加者 180 名）
02/27 第 4 回岡山文化セミナー「岡山城・後楽園とまちづくり」
講師：万城あき（岡山県郷土文化財団）
03/27 第 5 回岡山文化セミナー「陶芸家としての作家活動」講師：十河隆史
Ｂ. 広島地域会
12/18 第 5 回全員集会
・プロフェッショナルスクール開催について

仲子地域会長
資料 5

広島地域会、広島建築事務所協会及び広島建築士会へ参加案内の広報を行なった。
・歓送会（事務局員 藤恵・石井）
Ｃ. 山口地域会
12/19 地域会全員集会・忘年会
01/29 地域会役員会

三村地域会長
資料 5

・萩市にての環境事業フォーラムを 2 月上旬に募集を行い、2 月末の締切りの予定。
Ｄ. 島根地域会
現在支部大会の整理を行なっている。

龜谷地域会長

Ｅ. 鳥取地域会

杵村地域会長

01/17,18 にて鳥取岩美の浦富海岸の別荘（塚田氏）にて研修

4-3 委員会報告
（1）総務・広報委員会

堤委員長

2008 年度 JIA アニュアルレポートについて

資料 6

総会案内（2009 年 5 月 15 日発行）と同時に会員の皆様にお送りする事になり、
その関係で原稿等の締切りが早くなった。
（2）建築家資格制度委員会

村重支部長（黒川委員長代理）

登録建築家未登録会員の新規申請受付基準を 2 月 28 日に変更。
（3）建築相談委員会

佐々木委員長（書面にて報告）

12/09 受付の電話案内 2 件について対応した。
（4）事業・教育委員会

資料 7
山田副支部長（宇川委員長代理）

協議事項と同じ内容なのでその時に話を行う。
（5）設計業務環境改善委員会

田中委員長

本部の取り決めが明確ではないのでまだ何も出来ない状態。
（6）再生・環境対応委員会

佐藤委員長

山口地域会開催の萩市にての環境事業フォーラムにおいて
共同でセミナー又は勉強会を行う予定。
（7）
「UIA2011 東京大会」準備委員会
協議事項と同じ内容なのでその時に話を行う。

山田副支部長

4-4 部会報告
・交流部会報告

吉野交流部会長

12/10 忘年会
01/20 メールマガジンの発行
01/22 セミナー：コクヨ中国販売株式会社にて
講師：松岡 勝（永和国土環境株式会社）
01/28 事務局にて会合

５．協議事項
（1）
「UIA2011 東京大会」の件
協力会費等の募集について各役員に意見を聞いたが次回に
協議持ち越しとなった。

山田副支部長
資料 8

（2）
「JIA プロフェッショナルスクール 2009」開催の件
最低でも 20 名～25 名は集め、是非成功させたい。

山田副支部長
チラシ・申込書添付

広島地域会にて広報をお願いした。
（3）
「第 1 回 JIA 中国建築大賞」について

山田副支部長

2 月に審査委員長の内藤廣氏にあって最終日程の調整を行う。

資料 9

各地域会に応募作品の推薦及び情報のお願いをした。
応募作品の現地審査（調査）のご案内について、各地域会にて協力をお願いをした。
（4）資格制度の件

村重支部長

未登録の会員の方は、申請受付期限を最大限延長したので、
是非とも今回申請をして頂く様お願いした。
（5）2009 年度総会（支部・地域会）の件

村重支部長

4/28（火）に支部総会を開催、それにあわせて各地域会の総会日程を調整
（6）名誉会員、終身会員の件

村重支部長

各地域会にて推薦のお願いをした。

６．次回開催日 平成 21 年 3 月 13 日（木） 山口・萩にて
７．閉会
司会の久保井常任幹事が閉会を宣言し散会した。

2009 年 1 月 28 日（水）
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 久保井邦宏

