平成２８年７月５日

会員・会友・協力会員各位
(公社)日本建築家協会千葉地域会
(公社)日本建築家協会千葉地域会第１回

役員会報告

【開催日】
【全役員】

平成２８年６月３０日(木)１６：００～１８：３０
榎本雅夫、荒井裕三、寺川典秀、星野 治、森田敬介、橋場隆夫、安達文宏、井上茂實、
風戸宏孝、河原泰、向後勝弘、小島広行、櫻井 修、柳田富士男
監査／宇野武夫、村井一知
協力会／鈴木周二、川原武美、
（出席者は氏名下にアンダーライン）

１．行事の実施と予定
（１）前回役員会以降に実施された会議・行事、及び報告事項等
ア. ５月 09 日（月）ＪＳＣＡ千葉役員会
イ. ５月 09 日（月）第 4 回建築展準備委員会№1
ウ. ５月 10 日（火）～24 日（火）建築設計 6 団体「要望書」県内 54 市町村提出
エ. ５月 12 日（木）2016 年度通常総会・懇親会
オ. ５月 12 日（木）2016 年度協力会総会
カ. ５月 13 日（金）ＪＩＡ支部総務委員会
キ. ５月 17 日（火）ＪＩＡ支部常任幹事会及び役員会
ク. ５月 17 日（火）ＪＩＡ支部総会、会員集会、懇親会
ケ. ５月 17 日（火）千葉県空調衛生工事業協会総会懇親会
コ. ５月 19 日（水）百科打合せ会
サ. ５月 19 日（水）全国学生卒業設計コンクール委員会
シ. ５月 19 日（火）建築相談
ス. ５月 19 日（木）百科打合せ会
セ. ５月 26 日（木）～27 日（金）千葉測器ひまわりフェア in 幕張 2016
ソ. ５月 26 日（木）千葉県建築士会総会懇親会
タ． ６月 01 日（水）ＪＳＣＡ千葉総会記念講演会・懇親会
チ． ６月 03 日（金）千葉県建築士事務所協会総会懇親会
ツ． ６月 06 日（月）第 4 回建築展準備委員会№2
テ． ６月 07 日（火）ＪＩＡ支部総務委員会
ト． ６月 09 日（木）ＪＩＡ千葉ゴルフコンペ（新千葉ＣＣ）
ナ. ６月 10 日（金）～12 日（日）ＪＩＡ支部大会 2016 群馬
ニ. ６月 20 日（月）千葉県建築設計６団体連絡協議会
ヌ. ６月 20 日（月）千葉県建築設計６団体連絡会議・意見交換会
ネ． ６月 22 日（水）百科打合せ会
ノ． ６月 24 日（金）千葉県耐震判定協議会理事会
ハ． ６月 24 日（金）全国学生卒業設計コンクール委員会
ヒ． ６月 24 日（金）ＪＩＡ通常総会
フ． ６月 25 日（土）全国学生卒業設計コンクール 2016 公開審査
ヘ． ６月 25 日（土）欠陥建築トラブル法律相談会
ホ． ６月 30 日（木）2016 年タチカワブラインド新商品発表会
（連絡・調整事項等）
（報告事項等）

（２）次回役員会までに開催する会議・行事予定
ア. ７月 01 日（金）ＪＩＡ支部常任幹事会
イ. ７月 04 日（月）第 4 回建築展準備委員会№3
ウ. ７月 06 日（水）ＪＩＡ支部総務委員会
エ. ７月 07 日（木）建築相談
オ. ７月 11 日（月）ＪＳＣＡ千葉役員会
カ. ７月 12 日（火）欠陥建築トラブル法律相談会個別報告会及び懇親会
キ. ７月 14 日（木）千葉県すまいづくり協議会
ク. ７月 14 日（木）ＪＩＡ支部常任幹事会
1

ケ. ７月 15 日（金）百科打合せ会
コ. ７月 20 日（水）全国学生卒業設計コンクール委員会
サ. ７月 21 日（木）建築相談
シ. ７月 21 日（木）ＪＩＡ支部地域サミット
ス. ７月 28 日（木）７月定例役員会
セ. ７月 29 日（金）有形文化財保存セミナー（建築会館８Ｆ）
（連絡・調整事項等）

２．本

日 の 議 題
① 全国学生卒業設計コンクール報告
・開催報告：森田幹事より報告があり、千葉からの作品は残念ながら、３次審査までは残れなかった。
全国大会の審査方法等の報告があった。
・事業協力金のお礼：千葉からの協力があった旨の報告があった。また、本部行事にも関わらず、
ＪＩＡから予算が全く出ないのはおかしいのではないか？（森田幹事より）
→本部への意見伝達について検討する。
（榎本代表より、本部役員の櫻井幹事と協議する等）

② 第４回千葉県建築展について
・７月中に建築展の全貌を決める（ポスター作成のため）、また募集要項を作成し、作品を各団体に募る。
テーマは「地域に生きる」。
建築

構造

・11 月 11 日（土）のシンポジウムのプログラムが大筋決まりはじめた。基調講演のテーマは「 5 × 5 」
この内容に沿って６団体の会員に質問を募集する予定。
・作品展はできるだけ模型を中心に募集したい。
・シンポジウムは有料開催にしたい。
・現在後援については、千葉県、千葉市、市川市、市原市から承認が得られた。
・１日目は専門家向け（第 1 部は内藤氏、金箔氏にお願いし、第２部は６団体主体で開催したい。）
２日目は一般市民向けに開催したい。
・１日目の第２部について
ＪＩＡだけでなく６団体としてのスタンスが必要である。
群馬支部大会では内藤氏は建築の話は殆どなく、内山節氏の『いのちの場所』の話であった。
建築に限らず『地域に生きる』をテーマにプレゼンしたらどうなのか？
『地域に生きる』パネラーを選定したらいいのではないか。
『地域』を『千域』と捉えてはどうか？
千葉の建築展なので、千葉の建築のプレゼンでもいいのではないか？
５Ｘ５に対抗して６Ｘ６とか？
・建築相談のブースは必ず設けたい。

③ 安心安全計画百科について
・行政への依頼事項の報告（森田幹事より）
今回は「空き家を活かす」をサブテーマに開催する。今年は千葉県県土整備部住宅課に「空家等対策特別
措置法などについて」講演いただき、今現在の状況や他県の取組等もお話いただく。協力会からは実
際の現場の話や改修等にも使う材料の話等を行う。また、番外編として、世界のﾄｲﾚ事情の話も行う。
千葉県県土整備部住宅課が百科の案内を県内 54 市町村にメール配信をしてくれることになった。
今回は例年以上に行政の参加を見込める予定。
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・会員への案内状をプログラムについて（2016 年 8 月 10 日（水）13：10～）
案内状の内容を再度確認し、近々会員の皆様に配信する。

④ 納涼会について
・開催日時：2016 年 8 月 10 日（水）17：30～
・開催場所：香林閣（例年と同じ場所）を予定。

⑤ 会員の退会について
・退会会員 ㈲山田守設計事務所 山田守
退会を承認されました。

⑥ 専門家相談を担当する建築士の推薦について
・千葉県弁護士会からの依頼
会員の皆様の中から希望者を募る予定。後日メールにて配信。

⑦ 支部大会の報告について
・ＪＩＡ支部群馬大会にて風戸幹事が「ここのあるタカラモノ」と題し発表を行った。千葉以外の発表は歴史
的建造物についての話が多かった（保存問題の色が濃かった）
・次回開催は千葉の予定だが、開催時期は決定していない。（２～３年後と思われる）

⑧ その他
・電話回線の切り替えについて
ひかり電話に切り替える方向で進めていくことになった。
・建築相談委員会ＡＧＣセミナーにて、(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターの青木氏と会談。
今後連携を深めることで合意。
・７月 29 日開催の千葉県防水工事業協会通常総会懇親会（創立 25 周年記念式典も同時開催）の出席
について
星野副代表 が出席することになった。
・地域会 HP の更新について
支部がＨＰ改編の検討途上にあり、地域会も追随していきたい。当面は現 HP を活かしながら、作品や
記事の更新を進めることとする。
広報委員長として小島幹事、副委員長に磯野幹事に決定した。今後、前委員長の大岩氏にアドバイス
をもらいながら更新していきたい。
・会員作品見学会について
見学会開催のため、会員の作品を募集したい。
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