（社）日本建築家協会中国支部

第８回役員会議事録
□ 日 時 2009 年 3 月 13 日（金）11：30～13：30
□

場 所 萩博物館

□

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、
田中輝幸、塚田 隆（役員 11 名）
佐藤正平（委員長 1 名）
、吉野康夫（交流部会 1 名）
事務局員（1 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、佐藤正平氏、三村夏彦氏を選出した。
４．報告事項
4-1 支部長報告
1. 1/23～24 全国支部長会議（静岡）
2. 1/30

JASCA 会議

3. 2/07

住まいのリフォームコンクール（広島県）の表彰
（出展数：786 点）

4. 2/16

本部理事会

5. 2/22
6. 2/26

プロフェッショナルスクール（広島）
事務局の使用についての会議

7. 3/10

事務局の使用についての会議

8. 3/11

建築サロンの使用届けについて徹底することが決定した。
ＪＩＡ・ＪＯＢ ＷＥＢ会議

4-2 本部理事会報告
2 月 16 日（月）第 167 回理事会
審議事項
1. 入退会者承認の件：承認された。
2/11 時点の会員数 4,960 名（年初 4,840 名+120 名）
2/12 時点にて 48 名が資格喪失見込
2. 後援・協賛名義承認の件：承認された。
3. 本部委員会委員の委嘱・解嘱の件：承認された。

村重支部長

村重支部長
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協議事項
1. 出江会長 2009 年度方針について
会長就任以降、
専務理事の決定等に時間がかかったため思うように当初の予定通り進ん
でいない現状に対して、2009 年度の方針が示された。
2. ＵＩＡ特別会費の件
ＵＩＡ特別支援金として扱い、検討していく。
3. 資格制度オープン化について
4. ＪＩＡ財政支援金返却の件
2005 年に募集された、会員による預託金は 2008 年度末をもって出資者に全額還付す
ることになっており、還付時期を 2009 年 4 月とする。
5. 会費規定改定の件
4-3 各県地域会報告
Ａ. 岡山地域会

藤田地域会長

01/29 交流部会「岡山会」との意見交換会
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支部交流部会及び地域会との連携について、今後の活動について
参加人数：交流部会 8 名/地域会 4 名
02/18 全員集会・岡山文化セミナー（ＯＫＣ共催）
「地域型伝統構法の公開実大実験」
「大州城天守復元と建築基準法」
（前川建築研究室 前川代表）
02/27 岡山文化セミナー
「御茶室から見た後楽園」（
（財）岡山県郷土文化財団 万城あき氏）
参加者：16 名
03/27 岡山文化セミナー（予定）
「陶芸家としての作家活動」講師：十河隆史
04/10 岡山地域会総会（予定）
その他 岡山市中央小学校へ「おかやまの建築家」
（5 冊）寄贈
2009 年度 3 名の入会者を予定
Ｂ. 広島地域会

髙志副常任幹事（代理）

03/19 広島地域会役員会（予定）
04/02 広島地域会総会（予定）
Ｃ. 山口地域会
01/29 地域会役員会
支部役員会の報告・フォーラム準備
02/27・03/06
フォーラム準備
04/03～04
全国支部長会議（予定）
04/08 山口地域会総会（予定）

三村地域会長

Ｄ. 島根地域会

龜谷地域会長

支部大会の収支報告：小額の赤字（後日、改めて報告書を提出の上説明）
島根会地域会総会については未定
2009 年度 3 名の入会者を予定
Ｅ. 鳥取地域会

塚田幹事

01/17～18
例会（鳥取県内のプロポーザルミーティング）
01/17,18 にて鳥取岩美の浦富海岸の別荘（塚田氏）にて研修
鳥取地域会総会については未定
2008 年度は 2 名の新入会員があり、2009 年度も引き続き会員増強に努める
※ 黙祷

白井一臣会員（岡山） 2 月 22 日逝去

4-4 委員会報告
（1）建築家資格制度委員会

黒川委員長（書面にて）

03/11 中国支部認定評議会
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03/20 本部認定評議会（予定）
03/25 本部実務委員会（予定）
（2）建築相談委員会

佐々木委員長（書面にて報告）

03/23 1 件の案内
（3）事業・教育委員会
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山田副支部長（代理）

02/22 プロフェッショナルスクール広島が開催された。
建築家大賞について協議され、日程等を決定した。
（4）設計業務環境改善委員会

田中委員長

現在、本部にて情報を整理している途中であり、報告する事項は無い
本部では、
「重要事項説明」
「告示 15 号」
「設計契約」
「申請時の添付書類」
「設計環境の実態
調査」等について情報収集を行い整理していく予定
（5）再生・環境対応委員会

佐藤委員長

本日の環境事業フォーラムにおいてパネルディスカッションを行う
（7）
「UIA2011 東京大会」準備委員会

山田副支部長

資金については理事会にて検討することとし、準備委員会では、今後、各企画の取りまとめ、
連絡、広報等を担当する。
4-5 部会報告
・交流部会報告
交流部会「山口会」の紹介
03/末 花見会（予定）建築サロンにて

吉野交流部会長

５．協議事項
（1）
「第１回ＪＩＡ建築大賞」の件

山田副支部長

審査委員長 内藤廣（建築家・東京大学大学院教授）
審査員 倉森治（建築家・ＪＩＡ名誉会員）
06/1～06/30

登録期間

07/10

応募（提出）〆切

07/末

一次審査

08/末～09/初 現地審査
11 月

中国支部大会にて発表

04 月

支部総会にて表彰

後援については、広島以外の中国 4 県・5 建築士会・5 建築士事務所協会・日本建築積算協
会中国四国支部・日本建築構造技術者協会中国支部が決定しているが、広島県に後援をお願
いしたい。
（3/20 までにお願いする。
）
（2）名誉会員・終身正会員の件

村重支部長

名誉会員については、今回中国支部にて推薦者なし
終身正会員として、僊石友秋直前支部長を推薦することとした。
（3）2009 年度総会（支部・地域会）の件

久保井常任幹事

スケジュールの確認・調整を行い、以下の通り決定した。
会計締

：3 月 31 日（火）

決算書作成

：4 月 3 日（金）

会計監査
地域会総会

：4 月 7 日（火）
：4 月 10 日（金）までに終了

（岡山：4 月 10 日（金）広島：4 月 2 日（木）山口：4 月 8 日（水）島根：未定 鳥取：未定）
地域会及び委員会の総会資料を支部事務局へ送付（メールにて添付）
：4 月 13 日（月）
総会議案書印刷開始 ：4 月 17 日（金）
総会議案書印刷上り ：4 月 24 日（金）
中国支部通常総会開催：4 月 28 日（火）場所：ホテルセンチュリー21
中国支部通常総会当日の日程 4 月 28 日（火）
1.役員会
時間：13：00～14：00
場所：ホテルセンチュリー21（広島市的場町 1-1-25）
議事：通常総会議案書の確認
2.通常総会
時間：14：30～16：00
3.記念講演会
時間：16：00～17：30
講師：松本敏夫氏（ＪＩＡ副会長）
演題：未定

4.懇親会
時間：17：40～19：30
会費：6,000 円
６．次回開催日 平成 21 年 4 月 28 日（火） 広島にて
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 3 月 17 日（月）
議事録署名人 佐藤正平

議事録署名人 三村夏彦

議事録作成人 髙志俊明

