（社）日本建築学会九州支部 5 月新旧常議員会議事録
記録 安井

日時：2006 年 5 月 27 日（土）10:00〜12:00
場所：九州支部事務局会議室
出席者： 竹下支部長
（退任常議員）有馬常議員、尾崎常議員、木村常議員、真鍋常議員、森下常議員
（留任常議員）志賀常議員、曽我常議員、太記常議員、森常議員、安井常議員、山成常議員
（新任常議員）大井常議員、島岡常議員、趙常議員、西川常議員、堀常議員、山田常議員
（支所長）友清支所長、山川支所長
事務局（伊地知）
Ⅰ．支部長挨拶
Ⅱ．新旧常議員・支所長紹介

別添資料１

Ⅲ．本日のスケジュールについて（有馬総務幹事）
別添資料２
別添資料２により、スケジュールの確認を行った。なお、通常総会の委任状が当日までに 83
通あり、総会の成立要件を満たしていることが報告された。
Ⅳ．前回議事録確認
下記議事録は、異議なく了承された。
1. 3 月常議員会議事録（案）
（曽我常議員）
2. 4 月幹事会議事録（案）
（志賀総務幹事）

メールにて送付済み
メールにて送付済み

Ⅴ．報告事項
1. 本部関係報告
資料等に基づき、報告があった。
(1) 4 月理事会報告（竹下支部長）
資料 1・回覧 1
資料 2・回覧 2
(2) 5 月理事会報告（竹下支部長）
資料 3・回覧 3
(3) 4 月学術推進委員会報告（太記学術幹事）
資料 4・回覧 4
(4) 5 月学術推進委員会報告（太記学術幹事）
回覧 5
(5) 通常総会資料の送付について（有馬総務幹事）
回覧 6
(6) 新役員（副会長 2 名，監事 1 名）選挙結果（有馬総務幹事）
副会長：神田順（東京大学）
、平倉章二（久米設計）
、監事：西谷章（早稲田大学）
2. 支部関係報告
資料等に基づき、報告があった。
(1) 3 月，4 月の業務報告（有馬総務幹事）
(2) 3 月，4 月の会計報告（尾崎、森会計幹事）
(3) 2005 年度会務および会計監査会について（有馬・志賀総務幹事）
(4) 第７期代議員選挙結果について（有馬総務幹事）
第７期代議員（５名）
：有馬隆文、森下陽一、栗山茂樹、小路芳晴、真鍋正規
(5) 2006 年度支部役員選挙結果について（有馬総務幹事）
新常議員（６名）
：大井尚行、島岡成治、趙翔、西川長秀、堀賀貴、山田義智
(6) 2006 年度支部費等の交付金送金のお知らせ（森会計幹事）

資料 5
資料 6
資料 7
回覧 7
回覧 8
資料 8

(7) 福岡建設会館賃貸借変更契約について（有馬総務幹事）
回覧 9
契約金額を例年どおりにするために契約変更を行った。
(8) 支部共通事業「JASS6 鉄骨工事改定ならびに関連指針」講習会開催について（有馬総務幹事）
開催日：2007 年 2 月 27 日（火）
場所：福岡建設会館 8 階大ホール
資料 9
(9) 2005 年度特色ある支部活動の事業報告（建築年報）について（有馬総務幹事）
資料 10
(10) 学会ホームページからの入会申込受付について（有馬総務幹事）
(11) 120 周年式典について（伊地知事務員）
2006 年 4 月 7 日（金）に，建築会館において記念式典が行われた。
回覧 10
(12) その他（有馬総務幹事）
・
「2005 年福岡県西方沖地震災害調査報告」２冊 寄贈
・奈良文化財研究所「重要文化財建造物現状変更説明 1974−1976（本文編）
」寄贈
・奈良文化財研究所「重要文化財建造物現状変更説明 1974−1976（図版編）
」寄贈
・竜王会館「野﨑家旧宅調査報告書」寄贈
・日本コンクリート工学協会九州支部「JCI 九州支部福岡県西方沖地震被害調査報告書」寄贈
Ⅵ．審議事項
1. 2006 年度九州支部の新役員構成（案）について（有馬総務幹事）
資料 11
・2006 年度九州支部事業日程と役割分担について（志賀総務幹事）
資料 12
資料 11 および資料 12 に基づいて説明があり、異議なく了承された。
2. 2006 年度九州支部通常総会議案について
資料 13
・2005 年度事業報告（有馬総務幹事）
・2005 年度収入支出決算報告（尾崎会計幹事）
・2006 年度事業計画（案）
（志賀総務幹事）
・2006 年度収入支出予算（案）
（森会計幹事）
・通常総会委任状について（有馬総務幹事）
委任状回収状況：83 通（5 月 27 日現在）
総会成立：支部正会員数の 1/30≒72.43（支部正会員数：2,173 名）
資料 13 に基づいて説明があり、異議なく了承された。
3. 2006 年度（第 46 回）支部研究発表会について（島岡常議員）
担当校・会場校：日本文理大学（大分）
開催日：2007 年 3 月 4 日（日）
島岡常議員より日程と開催場所について説明がなされ、承認された。なお、研究発表会の具体
的内容については、今後検討する。
4. 研究委員長および委員の交代について（有馬総務幹事）
資料 14
・材料・施工委員会委員長：佐藤嘉昭（大分大学）→ 村上 聖（熊本大学）
資料 14 に基づいて説明があり、異議なく了承された。
5. 平成 18 年度科学研究費補助金会計報告について（竹下支部長）
回覧 11
以下のテーマが研究成果促進費として採択されたことが報告され、了承された。シンポジウムの
具体的執行方法については，竹下支部長と山川支所長が相談することとなった。
シンポジウム名 ：
（社）日本建築学会九州支部学術講演会
「既存建築物の耐震診断と耐震補強・改修の勧め」
開催予定日
： 平成 19 年 3 月 30 日
補助金額
：1,050,000 円
6. 九州支部支部長賞に関する規程の改定について（志賀総務幹事）
資料 15
今年度から大学院生も表彰の対象とすること、および選考を柔軟に行えるよう規定を改定したこ
とが報告され、了承された。
7. 120 周年記念事業の設計競技およびコンクールについて（有馬総務幹事）
資料 16
資料 16 に基づいて説明があり、異議なく了承された。

8. 120 周年記念事業の作業所見学について（有馬総務幹事）
資料 17
資料 17 に基づいて説明があり、異議なく了承された。
9. 会費長期滞納者の取り扱いについて（有馬総務幹事）
資料 18
九州地区の会費長期滞納者一覧が示され、滞納者の解消が提案された。
10. 福岡支所の設置について（竹下支部長）
資料 19
社会貢献する立場から福岡支所を設置する必要が生じたことについて竹下支部長より説明があ
り、支所長とのメール会議の内容が報告された上で、福岡支所の設置が承認された。支部総会の
議を経て、本部理事会で承認されれば、2007 年度より福岡支所が設置される。
11. その他（有馬総務幹事）
・(社)日本建築協会「第７回日本建築協会賞」候補業種の応募及び推薦について 依頼 資料 20
・吉阪隆正展九州実行委員会「吉阪隆正展・九州」(6 月) 共催依頼
回覧 12
・(社)セメント協会・研究所
「コンクリートの補修・補強材に関する技術セミナー」(9/13) 後援依頼
・ パート事務員の雇用について（有馬総務幹事）
吉阪隆正展については、
「共催」ではなく「後援」とすることとなった。また，パート事務員
については、今後採用する予定であることが報告され、いずれも了承された。
Ⅶ．報告懇談事項
竹下支部長より、下記内容について説明がなされた。
1. 短期的課題について
①全国大会の準備状況について（太記学術幹事）
②法人会員対策（尾崎会計幹事）
④受託研究対策（竹下支部長）
⑤支部研究会の運営（尾崎、木村）
2. 中長期的課題について
①支部賞（業績賞・支部長賞）のあり方（志賀総務幹事）
②建築諸団体との連携協力（森会計幹事）
③支所活動の運営とあり方（太記学術幹事）
④社会貢献活動への支部のあり方（竹下支部長）
⑤調査委員会のあり方（竹下支部長）
Ⅷ．次回会議日程
1. 6 月幹事会
日時：2006 年 6 月 21 日（水）14 時〜
場所：九州支部事務局会議室
2. 7 月常議員会
日時：未定
場所：九州支部事務局会議室

