（社）日本建築学会九州支部 5 月新旧常議員会議事録
記録 趙
日時：2007 年 5 月 26 日（土）10:00〜12:00
場所：福岡建設会館３階３０３会議室
出席者：竹下支部長、渡邊新支部長、志賀常議員、太記常議員、森常議員、曽我常議員、安井常議員、
山成常議員、大井常議員、堀常議員、西川常議員、島岡常議員、趙常議員、萩島常議員、
北山常議員、尾宮常議員、植田常議員、木方常議員、木村常議員、友清支所長、大鶴支所長、
事務局（伊地知）
Ⅰ．支部長挨拶
支部長竹下先生が簡単なあいさつをした後、会議が始まった。
Ⅱ．新旧常議員・支所長紹介
新旧常議員及び鹿児島支所長等 20 名の会議参加者は自己紹介をした。
Ⅲ．本日のスケジュールについて（志賀総務幹事）
本日の会議の段取り、役員名簿及び連絡先の確認が行われた。
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）
（島岡常議員）
メールにて送付済み
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

別添資料１
別添資料２

Ⅴ．報告事項
資料等に基づき、報告があった。
1. 本部関係報告
(1) 4 月理事会報告（竹下支部長）
資料 1・回覧 1
特にその内容の中に
5．2007 年日本建築学会大賞、学会賞、教育賞、文化賞の表彰業績の承認
6．
「より良い建築をつくるための提言――建築企画書（ブリーフ）の活用に向けて（案）
」
8．代議員定数
10．2008 年度大会開催会場
などの内容について比較的に詳細な説明が行われた。
(2) 5 月理事会報告（竹下支部長）
資料 2・回覧 2
役員の選任・内部監査報告及び事業報告について比較的に詳細な説明が行われた。事業評価の 6
つの内容（1、学術基盤の整備 2、社会ニーズと知の資産の創出 3、会員サービスの充実 4、社会貢
献 5、国際化への対応 6、学会の機構と経営）に関する解釈が行われた。
(3) 4 月学術推進委員会報告（堀学術幹事）
資料 3・回覧 3
(4) 5 月学術推進委員会報告（堀学術幹事）
資料 4・回覧 4
学術推進委員の仕事状態に関する報告が行われた。今年の大会学術講演会の発表タイトル数（題
数）は 6,245 題で、昨年の大会より 411 題増である。
(5) 通常総会資料の送付について（志賀総務幹事）
回覧 5
(6) 新役員（会長 1 名，副会長 2 名，監事 1 名）選挙結果（志賀総務幹事）
回覧 6
2. 支部関係報告
配布資料等に基づき、以下の報告がなされた。
(1) 3 月，4 月の業務報告（志賀総務幹事）
(2) 3 月，4 月の会計報告（森、西川会計幹事）
(3) 2006 年度会務および会計監査会について（志賀総務幹事）

資料 5
資料 6
資料 7

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

第７期代議員選挙結果について（志賀総務幹事）
回覧 8
2007 年度支部役員選挙結果について（志賀総務幹事）
回覧 9
2007 年度支部費等の交付金送金のお知らせ（西川会計幹事）
資料 8
福岡建設会館賃貸借変更契約について（志賀総務幹事）
回覧 10
事務連絡会議について（伊地知事務員）
資料 9
2007 年度日本建築学会九州支部研究フォーラム・シンポジウムの申請書の修正について（志賀
総務幹事）
資料 10
(10) 2007 年度建築九州賞（研究新人賞）の受賞者について（志賀総務幹事）
回覧 11
(11) 災害委員会委員の推薦及び災害委員会委員長の交代について（志賀総務幹事）
資料 11
・災害委員会委員長：川瀬博（九州大学）→ 前田潤滋（九州大学）
(12) その他（志賀総務幹事）

回覧 12

Ⅵ．審議事項
1. 2007 年度九州支部の新役員構成（案）について（志賀総務幹事）
資料 12
資料等に基づいて説明があり、了承された。
・2007 年度九州支部事業日程と役割分担について（大井総務幹事）
資料 13
役員構成（案）について、尾宮洋一新任常議員はすでに日本建築構造技術者協会 JSCA 九州支部
長職を担当している関係で仕事が繁忙なため、会計幹事職を担当せず、木方十根新任常議員は会
計幹事職を担任することとなる。
・2007 年度運営資料の改定について（大井総務幹事）
回覧 13
・新部会及び新支所の運営体制について（大井総務幹事）
資料 14
2. 2007 年度九州支部通常総会議案について
資料 15
資料等に基づいて説明があり、了承された。
・2006 年度事業報告（志賀総務幹事）
・2006 年度収入支出決算報告（森会計幹事）
・2007 年度事業計画（案）
（大井総務幹事）
・2007 年度収入支出予算（案）
（西川会計幹事）
・通常総会委任状について（志賀総務幹事）
委任状回収状況：14 通（5 月 25 日現在）
総会成立：支部正会員数の 1/30≒64.06（支部正会員数：1,922 名）
3. 2007 年度（第 47 回）九州支部研究発表会の開催日程について（志賀総務幹事）
資料等に基づいて説明があり、了承された。
開催日：2007 年 3 月 2 日（日）
，担当校・会場校：崇城大学（熊本支所）
4. 建築九州賞に関する規程等について（志賀総務幹事）
資料 16
・作品賞部会の作品賞選考部会と作品賞運営協議会のメンバー構成は、主に支部常議員推薦とい
う方法をとる。
・建築九州賞という枠組みの中で、作品賞、研究新人賞と業績賞を設ける。作品賞の選定におい
て、建築作品の総合的効果、すなわち建築意匠面と、計画、環境、施工、材料面の両方が優れ
た作品に着目すべきである。
5. 支部研究報告集全文データの登録および公開について（太記学術幹事）
資料等に基づいて説明があり、了承された。
6. 受託研究の受託について（志賀総務幹事）
資料等に基づいて説明があり、了承された。次の一歩の手続きに着手する。
(1) 研究題目：RC 構造物の耐震補強方法の合理化に関する研究
・期
間：契約締結日より 2008 年 3 月 31 日まで
・委 託 費：5,250,000 円（消費税を含む）
・委 託 者：九州電力(株)

資料 17
資料 18

・受 託 者：日本建築学会九州支部 支部長 竹下輝和
・調査特別委員会委員長：崎野健治（九州大学教授）
(2) 研究題目：鉄骨枠付Ｋ形ブレースの設計法の合理化に関する研究
・期
間：契約締結日より 2008 年 3 月 31 日まで
・委 託 費：3,500,000 円（消費税を含む）
・委 託 者：財団法人福岡県建築住宅センター
・受 託 者：日本建築学会九州支部 支部長 竹下輝和
・調査特別委員会委員長：松井千秋（九州大学名誉教授）
(3) 研究題目：送電用鋼管鉄塔補強部材の空力特性解明研究
・期
間：契約締結日より 2008 年 3 月 10 日まで
・委 託 費：1,000,000 円（消費税を含む）
・委 託 者：日本鉄塔工業株式会社
・受 託 者：日本建築学会九州支部 支部長 竹下輝和
・調査特別委員会委員長：前田潤滋（九州大学教授）
7. 会費長期滞納者の取り扱いについて（志賀総務幹事）
資料 19
資料等に基づいて説明があり、了承された。
8. その他（志賀総務幹事）
回覧 14
長崎プログラムの資料は立派なもので、学会本部に提出したほうが良いとの意見があった。
・(社)日本建築積算協会九州支部 建築積算学校九州校第 32 期（平成 19 年度）後援依頼
資料等に基づいて説明があり、了承された。
Ⅶ．報告懇談事項（ただし、時間の都合により審議しない議題もある）
1. 短期的課題について
①全国大会の準備について（太記学術幹事）
現段階の進行状態について、報告があった。
②支部研究発表会の運営について
③法人会員のサービス対策について
2. 中長期的課題について
①建築諸団体との連携協力について
②受託研究対策について
③研究委員会・支所活動のあり方について
Ⅷ．次回会議日程
1. 6 月幹事会
日時：2007 年 6 月 18 日（月）14：00 時〜17：00 時
場所：九州支部事務局会議室
2. 7 月常議員会
日時：2007 年 7 月 26 日（水）14：00 時〜17：00 時
場所：九州支部事務局会議室

