社団法人 日本建築学会 九州支部７月常議員会議事録
記録 栗山
日時：2004 年 7 月 23 日（金）14：00〜17：30
場所：九州支部事務局会議室
出席者：崎野支部長
赤司総務幹事、石田学術幹事、伊東会計幹事、本間常議員、伴丈常議員
有馬常議員、木村常議員、尾崎常議員、栗山常議員、真鍋常議員、森下常議員
事務局（伊地知）
Ⅰ．前回議事録確認

いずれの議事録も異議なく確定。

1. 新旧常議員会議事録（案）
（伴丈常議員）

メールにて送付済み

2．合同役員会議事録（案）
（本間常議員）

メールにて送付済み

3．6 月幹事会議事録（案）
（有馬総務幹事）

メールにて送付済み

Ⅱ．報告事項
1．本部関係報告
（1）6 月理事会報告（崎野支部長）

資料‑1，回覧‑1

（2）7 月理事会報告（崎野支部長）

資料‑2，回覧‑2

（3）7 月支部長会議（崎野支部長）

資料‑3，回覧‑3

･･･11 月 電子支部会議あり。
（4）6 月学術推進委員会（木村学術幹事）

資料‑4

（5）2003 年度事業・予算報告及び 2004 年度事業・予算計画（赤司総務幹事）

回覧‑4

･･･既に 確認済。
（6）2004 年度本会主要行事のお知らせと依頼（赤司総務幹事）

資料‑5

･･･理事会出席代行者：有馬総務幹事，事務職員の大会参加研修：伊地知事務職員で回答済み

２．支部関係報告
（1）前月支部事業報告の本会提出について（赤司総務幹事）

資料‑6

･･･資料−6 により説明。
（2）前月支部会計報告の本会提出について（伊東会計幹事）

資料‑7

･･･6 月財産目録 九州 及び 九州支部収支について説明。
（3）2004 年度支部通常総会の付随行事について（赤司総務幹事）
･･･講演会・懇親会について報告。
・記念講演会 参加者 40 名
・懇親会

参加者 40 名（招待者 9 名，事務局 3 名）

（4）
「作品選集 2005」応募について（赤司総務幹事）
･･･作品選集応募について報告。
・応募件数：27 件
・第 1 回支部選考部会：7 月 2 日（金）14 時〜15 時 30 分，17 件選定（現地調査）
1

資料‑8

・第 2 回支部選考部会：8 月 25 日（水）14 時〜開催予定（14 件を選定予定）
（5）受託調査の受託について（赤司総務幹事）

資料‑9

･･･以下の受託調査の受託について説明。承諾。
・期

間：契約締結日より 2005 年 3 月 25 日まで

・調査事項：大加速度入力時の構造物の安全評価指標に関する研究（その 3）
・委 託 費：4,000,000 円
・委 託 者：日本原子力発電株式会社
・受 託 者：日本建築学会九州支部 支部長 崎野健治
・調査特別委員会委員長：川瀬 博（九州大学教授）
（6）建築文化週間 2004 支部企画について（本間常議員）

資料‑10

･･･資料−10 により説明。承諾。
・文化事業計画，建築雑誌掲載内容，文化事業講師依頼状
（7）2004 年度日本建築学会九州支部業績賞の推薦について（赤司総務幹事）

資料‑11

･･･資料−10 により説明。承諾。
・研究委員会と支所宛に推薦依頼済み
・推薦がない場合，常議員や幹事で口頭で照会を行なう団体を検討（10 月末推薦締切）
（8）CPD 登録について（赤司総務幹事）

資料‑12

･･･周知を図る。
・研究委員会や支所で行なう事業活動の CPD 登録について，研究委員会委員長と支所長宛に
案内メールを送付済み
（9）連続まちづくりセミナー（九州開催）について（赤司総務幹事）

資料‑13,回覧‑5

･･･既に実施済。
・参加者数：43 名
（10）選挙管理委員会委員について（赤司総務幹事）

資料‑14

･･･前選挙管理委員会委員 任期満了についてのお礼状及び今期委員への就任依頼状について報告。
・前期委員へのお礼状，今期委員への就任依頼状等
（11）九州支部材料施工委員会 委員の変更のお願い（赤司総務幹事）

資料‑15

･･･材料施工委員会 委員の変更について報告。
（12）CPD プロバイダー認定書送付について（建築家協会より）
（赤司総務幹事）

資料‑27

･･･CPD プロバイダー認定書について報告。
（13）その他（赤司総務幹事）
･･･以下の項目について報告。
1) 2004 年度支部訪問に関するお礼（本会より）

回覧‑6

2) 日本建築学会「能力開発支援制度」周知方のお願い

回覧‑7

3) 寄贈図書
・日本建築学会四国支部研究報告集第 4 号

回覧‑8

・日本建築学会東北支部研究報告集第 67 号（計画系，構造系）

回覧‑9，回覧‑10

・日本建築学会北海道支部研究報告集第 77 号

回覧‑11

・日本建築学会北陸支部研究報告集第 47 号

回覧‑12
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・旧片山家住宅調査報告書

回覧‑13

・まちづくり教科書 第 1 巻〜第 4 巻

回覧‑14

4) 中村洋先生からのご寄付について（新建築学シリーズ，朝倉書店）
・5 月 21 日付け，印税として 21,150 円
・6 月 23 日付け，印税として 4,320 円
5) 後援名義の使用（依頼）

回覧‑15

・福岡県美しいまちづくり賞（福岡県建築都市部住宅課）
6) 自衛消防隊編成に伴う要員選出のお願い

回覧‑16

・例年にならって，崎野支部長，赤司総務幹事，伊地知事務局員の 3 名を回答済み
7) 国内会議開催動向調査へのご協力のお願い

回覧‑17

・例年にならって，回答済み
8) 平成 15 年度日本建築学会九州支部委託研究 研究成果報告書

回覧‑18

・大加速度入力時の構造物の安全性評価指標に関する研究（その 2）
・調査特別委員会委員長：川瀬 博（九州大学教授）
9) 平成 16 年度建築積算資格者「更新講習」及び平成 16 年度建築積算資格者試験の実施に
伴うポスター掲載お願いについて

回覧‑19

10) 観光させぼコンベンション説明会のご案内

回覧‑20

Ⅲ．審議事項
1. 2004 年度支部運営資料の改訂について（赤司総務幹事）
･･･支部ルールとして念頭においておくこと。
特に A3 折込部については、必ず眼を通しておくこと。
2. 2004 年度九州支部研究発表会募集要項（案）について（石田学術幹事）

資料‑16

･･･『今年度は、発表原稿の作成と登録に関して以下のような変更がありますのでご注意下さい。
』
⇒『発表原稿の作成と登録に関して以下の点にご注意下さい。
』に変更する。
＊その他の文面中『今年度は』については全て省く。
3. 2004 年度支部共通事業「設計競技」について

資料‑17

・
「設計競技」支部入選の表彰式の具体案について（木村学術幹事）
･･･受賞者への服装に関する依頼は削除
表彰式進行役：赤司総務幹事
受賞代表者のみ前段用意の対面席に着席
・
「設計競技」審査会について（7 月 21 日予定）
（有馬常議員）
･･･66 作品(間に合わなかった作品 7 作品) 作品大きくなっているためこれ以上増えると審査スペース
不足の恐れあり
・作品総評を表彰式で報告してもらう件についての審査会への打診について（有馬総務幹事）
･･･鮎川(株)環・設計工房代表取締役に依頼。
・応募図面の返却先について（赤司総務幹事）
･･･同じ大学からの応募図面については、まとめて常議員・幹事に送り大学にて返却して頂く。
それ以外の応募図面については、各個別返却。
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4. 2003 年度支部消費税の請求について（伊東会計幹事）

資料‑18

･･･既に支払い済。
5. 2004 年度支部経営助成費の交付について（伊東会計幹事）

資料‑19

・未納の法人会員・賛助会員への納入依頼について
･･･資料−19 により説明。
6. 2004 年度支部研究発表会について（本間常議員）

資料‑20

・実行委員会案，付随事業講演依頼状案
･･･伊東豊雄氏への依頼状 了承。
7. 特色ある支部活動企画案について（小路常議員，代理：赤司総務幹事）

資料‑21

･･･素案 1：義務教育を対象とした次世代への建築教育活動 を支部案として進める(9/30〆切)
8. 講習会について（赤司総務幹事）

資料‑22

・2004 年度支部共通事業「建築物荷重指針」改定講習会
−福岡：9 月 29 日（水）9:50〜17:20，福岡建設会館 8F 大ホール（予約済み）
−開会挨拶，司会，アルバイトの件
･･･開会挨拶，司会，アルバイトについて崎野支部長に一任。
・2004 年度支部共通事業「高強度コンクリートの調合・製造・施工指針」講習会
−福岡：2005 年 2 月 25 日（金）
，10:00〜17:00（予定）
，福岡建設会館 8F 大ホール（予約済み）
･･･開会挨拶：崎野支部長、司会：木村常議員に依頼。
9. 大災害に対する災害調査体制整備および災害に対する市民啓蒙活動実施のお願い（赤司総務幹事）
資料‑23,回覧‑23
10.

その他

(1) 議案書・議事録（案）の取り扱いについて（赤司総務幹事）

資料‑24

･･･資料−23 により説明。
(2) 常議員の担当について（赤司総務幹事）

資料‑25

･･･資料−24 により説明。各担当了承。
(3) 常議員会議事録の九州支部ホームページ掲載について（木村学術幹事）
･･･2001 年 4 月以降 常議員会議事録を九州支部ホームページに掲載することになっていたが、
4 月・７月・11 月のみ掲載されているのみで、それ以降掲載されていないのが現状。
今までの議事録は削除し、新に今年度 4 月以降からの議事録を掲載することとする。
(4) 電子会議のための通信環境移行の件（赤司総務幹事）
･･･電子会議対応のための ISDN から ADSL への移行は進める。
11 月に電子会議を実施予定。

Ⅳ．次回会議日程
1. 10 月幹事会
日時：2004 年 10 月 22 日（金）14 時〜
場所：九州支部事務局会議室
2. 11 月常議員会
日時：2004 年 11 月 26 日（金）14 時〜17 時
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資料‑26

場所：九州支部事務局会議室
※2004 年 11 月担当理事会日程：11 月 9 日（火）

5

