
（社）日本建築学会九州支部 3 月常議員会議事録（案） 
                                   記録 小路 

 
日時：2005 年 3 月 31 日（木）14:00～17:00 
場所：九州支部事務局会議室 
主席者：崎野支部長 
    赤司総務幹事、石田学術幹事、伊東会計幹事、伴丈常議員、本間常議員、有馬常議員 
    木村常議員、尾崎常議員、真鍋常議員、森下常議員、小路常議員 
 
Ⅰ．前回議事録確認 
1. 1 月常議員会議事録（案）（森下常議員）  メールにて事前送付、異議なく確定した。 
2. 2 月幹事会議事録（案）（有馬総務幹事）  メールにて事前送付、異議なく確定した。 
 
Ⅱ．報告事項  
1. 本部関係報告：資料にもとづき、報告があった。 

(1) 1 月担当理事会報告（崎野支部長）               回覧 1 
(2) 2 月担当理事会報告（崎野支部長）               回覧 2 
(3) 2 月支部長会議報告（崎野支部長）             資料 1・回覧 3 
(4) 3 月理事会報告（崎野支部長）              資料 2・回覧 4 
(5) 3 月支部長会議報告（崎野支部長）             資料 3・回覧 5 
(6) 2 月学術推進委員会報告（木村学術幹事）           資料 4・回覧 6 

 
2. 支部関係報告：資料にもとづき、説明があった。 

(1) 1 月，2 月の業務報告（赤司総務幹事）              資料 5 
(2) 1 月，2 月の会計報告（伊東，尾崎会計幹事）            資料 6 
(3) 「高強度コンクリート施工指針（案）・同解説」講習会について（赤司総務幹事） 

・他の講習会と重なっていたので、急遽日程を変えて行った。 
・日 時：2005 年 3 月 2 日（水） 
・場 所：福岡建設会館 8 階大ホール 
・司会等：崎野支部長 
・参加者：100 名 

(4) 2004 年度（第 44 回）九州支部研究発表会について 
・研究者集会について（議事録）（有馬総務幹事）           資料 7 
・報告集の販売状況について（赤司総務幹事）  
  ・昨年より売れている。                     資料 8 

(5) 支部費等交付金について（伊東，尾崎会計幹事） 
・2004 年度支部費清算，準会員還付金，支部経営助成費について（伊東会計幹事） 資料 9 
・2005 年度支部費交付金について（尾崎会計幹事）          資料 10 

(6) 2005 年度支部研究補助費交付決定について（赤司総務幹事）       資料 11 
・以下のとおり決定したことの報告が行われた。 
・「土盛り緑化壁の実証的研究－現代の竪穴式住居」 
・西岡 弘，小野公平（西日本工業大学） 
・研究補助費 200,000 円 
・支部交付金の弾力的運用に伴い，当該申請制度は 2005 年度をもって廃止 

 



(7) 2004 年度九州支部支部長賞の授与について（赤司総務幹事）    資料 12・回覧 7 
・資料のとおり支部長賞を授与した。 

(8) 2005 年度全国大学・高専卒業設計展示会の開催日程（案）について     資料 13 
 ・資料のとおり学会本部へ提出した。 
(9) 研究委員会・支所への 2004 年度事業報告および 2005 年度事業計画の提出依頼について 

（赤司総務幹事）                    資料 14 
(10) 災害委員会委員の推薦について（崎野支部長）            資料 15 
 ・資料のとおり回答を提出した。 
(11) その他（赤司総務幹事）                  回覧 8 
・これらの寄贈等が行われた。 
・奈良文化財研究所「重要文化財建造物現状変更説明 1977-1979（本文編）（図版編）」寄贈 
・奈良文化財研究所「重要文化財建造物現状変更説明 1980-1982（本文編）（図版編）」寄贈 
・日本建築学会「地盤震動－現象と理論－」寄贈 
・日本建築学会東海支部「東海支部研究報告集第 43 号」寄贈 
・日本建築学会「高強度コンクリート施工指針（案）・同解説」寄贈 
・大社町教育委員会「出雲大社社殿等建造物調査報告」寄贈 
・九州産業大学大学院学術フロンティア景観研究センター平成 16 年度シンポジウム 
 「生活世界の環境美学」開催案内 

 
Ⅲ．審議事項 
1. 2005 年度九州支部通常総会について（赤司総務幹事） 

・スケジュールおよび役割分担について              資料 16 
・例年通り設定したい。 

・懇親会企画について                    資料 17 
・昨年と同じように企画する。映像で見せるなど何かやってもらいたい。JASCA の大宮さん 
に相談する。支出方法は例年どおり。 

・講演会について 
・記念講演会を「福岡西方沖地震」の報告を行うことで了解された。内容は４月５日に開かれ

る災害委員会で決めたい。建築雑誌の５月号に載るよう努力する。 
・その他 

2. 2005 年度講習会事業計画（案）について（赤司総務幹事）         資料 18 
・本会から 3 件予定，これ以外に希望の有無 

   ・Ｓ－１，Ｋ－４，N―３の３件とする。他の希望なし。 
3. 2005 年度建築文化事業について（赤司総務幹事）            資料 19 

・「親と子の都市と建築講座２００５企画について」は例年家協会の廣瀬先生に出していただいて

おり、今年も了解をもらった。 
4. 2005 年度支部業績賞の表彰状について（赤司総務幹事）          資料 20 
  ・全体を短くする必要がある。崎野支部長が対応する。 
5. 研究委員会・支所等の 2004 年度事業報告および 2005 年度事業計画について 

（赤司総務幹事）                     回覧 9 
6. 支部の 2004 年度事業報告および 2005 年度事業計画（赤司総務幹事）      資料 21 

・2005 年度事業計画（事業報告と同じフォーマット）→有馬総務幹事 
・支部総会資料への転用について 
・事業報告のフォーマットは本会より指定されているが、事業計画については指定されていな

い。資料の簡素化をはかるためにも、共通部分はできるだけ同じフォーマットで設定する。 



・事業計画（案）「予定なし」を「未定」に書きかえる。１３．（３）特色ある支部活動「博多

灯明づくり」を加える。１５．支所事業 2004→2005 に訂正。 
・４月４日までに訂正して赤司総務幹事から有馬委員へ送る。 
 

7. ２００４年度決算見込みおよび２００５年度事業計画（赤司、有馬総務幹事）    資料 22 
 ・シンポジウムをやった分は、収入、支出とも決算見込みに入れること。 
 ・２００５事業計画で経営助成金の収入減は調査研究費で調整している。メダル作成費に関しては 
  ３年分の支出を見込むことになる。次期支部長とも相談し、検討する。 
8. 日本建築学会国際交流振興基金申請について（赤司総務幹事）        資料 23 
・この資料のとおり本部へ申請することで了解された。 

9. 研究委員長の交代について（赤司総務幹事）                   資料 24 
・任期満了に伴う交代であり、資料のとおり了解された。 
・環境工学委員会：藤本一壽（九州大学）→林 徹夫（九州大学） 
・建築歴史・意匠委員会：林 一馬（長崎総合科学大学）→伊藤重剛（熊本大学） 

10. 事務連絡会議への支部職員派遣について（赤司総務幹事） 
・4 月 8 日本会 304 会議室，伊地知事務員出席予定，提案事項 

  ・伊地知事務員出席で了解される。支部の事務的な提案があればだすこと。 
11. 福岡県西方沖地震における支部災害委員会の活動について（崎野支部長） 
・事前に委員会を立ち上げたことについて了解された。委員の構成は支部長に一任。 

12. 事務局員の次年度給与について（伊東，尾崎会計幹事）         常議員資料 
・この方式で昇給計算を行うことが了解された。 

13. その他（赤司総務幹事）                   回覧 10 
・以下の後援依頼が了解された。 
・福岡大学工学部建築学科同窓会「彗揚会」講演会「近作を語る（伊東豊雄）」後援依頼 

 
Ⅳ．次回会議日程 
1. 支部監査会 

日時：2005 年 4 月 19 日（火）10 時～12 時 
場所：九州支部事務局会議室 
出席：監事 2 名，支部長，総務幹事 2 名，会計幹事 2 名，事務局 

2. 4 月幹事会 
日時：2005 年 4 月 19 日（火）12 時 30 分～15 時 
場所：九州支部事務局会議室 

3. 5 月新旧常議員会・合同役員会・支部通常総会 
日時：2005 年 5 月 27 日（金）10 時～12 時，13 時～13 時 50 分，14 時～ 
 


