
（社）日本建築学会九州支部 7 月常議員会議事録 
 
日時：2008 年 7 月 25 日（金）14:00～17:30 
場所：九州支部事務局会議室 
出席者：渡邊支部長，萩島総務幹事，谷本総務幹事，北山学術幹事，後藤学術幹事，木方会計幹事，奥

園会計幹事，木村常議員，植田常議員，米村常議員，清水常議員，小林常議員，事務局 伊地知，志賀作

品賞運営協議会幹事 （敬称略） 
 
Ⅰ．前回議事録確認 

1. 新旧常議員会議事録（案）（木村常議員） 
2. 合同役員会議事録（案）（尾宮常議員）  
3. 6 月幹事会議事録（案）（谷本総務幹事） 

それぞれ承認された。 
 
Ⅱ．報告事項 
1. 本部関係報告 
(1) 6 月理事会報告（渡邊支部長） 資料-1，回覧-1 

渡邊支部長より資料に沿って説明があった。 
・斉藤事務局長が 5 月総会で退職された旨の説明があった。 
・また，受託研究について規定では「一企業」からは受けないようになっているが，九州電力か

らの受託研究分については公共性が高いことから承認されたとの説明があった。 
・建築士法改正の関係で，インターンシップが必要となることから，受け皿確保のための産学連

携教育支援協議会設立について説明があった。 
・2008 年学会賞（作品）受賞記念講演会の開催について，スポンサー2 件が降りられ，規模を縮

小せざるを得ない状況であるため，各支部の事業等に絡めて実施していただけるよう依頼があっ

たことの説明があった。 
(2) 7 月理事会報告（渡邊支部長） 資料-2，回覧-2 

渡邊支部長より資料に沿って説明があった。 
・大学院 JABEE 認定の現況の説明があった。（3 大学が予定されているとのこと） 

(3) 7 月支部長会議報告（渡邊支部長） 資料-3，回覧-3 
渡邊支部長より資料に沿って説明があった。 
・法人制度基本問題検討委員会が 6 月に設置され，来年 3 月までに基本的方針を提示する予定。 

(4) 7 月学術推進委員会（北山学術幹事） 資料-4，回覧-4 
北山学術幹事より資料に沿って説明があった。 
・拡大幹事会についての委員構成について説明があった。 
・渡邊支部長より，委員会の回数減に伴い，情報伝達が滞りなく行われるように依頼があった。 

(5) 2007 年度事業報告・収支決算書（萩島総務幹事） 回覧-5 
萩島総務幹事より説明があった。 

(6) 2008 年度通常総会資料（萩島総務幹事） 回覧-6 
萩島総務幹事より説明があった。 

(7) 2008 年度本会主要行事日程（萩島総務幹事） 資料-5 
萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。 

(8) 理事会代行者の変更連絡（萩島総務幹事） 
萩島総務幹事から谷本総務幹事へ変更された旨説明があった。 

 



2. 支部関係報告 
(1) 5 月・6 月の支部事業報告について（萩島総務幹事） 資料-6 

萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。 
(2) 5 月・6 月の支部会計報告について（木方会計幹事） 資料-7 

木方会計幹事より資料に沿って説明があった。 
・未収金について解消された旨説明があった。 
・災害委員会への交付（30,000 円）について，確認の上，振込手続き方依頼があった。 

(3) 2007 年度支部消費税の請求及び還付金の交付について（木方会計幹事） 資料-8 
木方会計幹事より資料に沿って説明があった。 
・2007 年度分の支部消費税請求額と還付金について説明があった。 

(4) 2008 年度支部通常総会の付随行事について（萩島総務幹事） 資料-9 
・記念報告会 参加者 65 名（昨年 69 名） 
・懇親会   参加者 58 名（招待者 21 名，事務局 3 名） 
萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。 
・次年度開催の際の課題等について提示され，説明があった。 

(5) 「作品選集 2009」応募について（萩島総務幹事） 資料-10 
・応募件数：23 件（昨年 15 件） 
・第 1 回支部選考部会：6 月 25 日（水）14 時～16 時 20 分，13 件を選定（現地調査へ） 
・第 2 回支部選考部会：8 月 5 日（火）14 時～開催予定（10 件を選定予定） 
萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。 

(6) 2008 年度支部共通事業「設計競技」九州支部審査結果について（萩島総務幹事） 資料-11 
  萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。 
  ・作品応募数：107 件（昨年応募数 85 件） 支部入選数：19 件 
(7) 2008 年度日本建築学会九州支部建築九州賞（業績賞）の推薦について（萩島総務幹事） 資料-12 

萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。 
・研究委員会と支所宛に推薦依頼済み（7/4 メール，10 月 20 日推薦締切） 
・件数が例年少なめであることから，支所関係，研究委員会，常議員の方々で心当たりがあれば

推薦頂くよう渡邊支部長より依頼があった。 
(8) 2008 年度上期国際交流振興基金の援助について（萩島総務幹事）           資料-13 

渡邊支部長，萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。 
・九州支部と大韓建築学会釜山・蔚山・慶南支部との学術交流記念シンポジウムの開催に，240,000
円の援助が決定した旨説明があった。 

(9) 市民企画講座・支部企画への助成について（萩島総務幹事）                     資料-14 
萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。 
・災害委員会の申請が採択された。（助成金額 18 万円） 

(10) 2007 年度特色ある支部活動企画事業報告書（建築年報掲載予定）（萩島総務幹事）      回覧-7 
萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。 

(11) その他（萩島総務幹事） 
1) 福岡建築行政研究会第 3 回定例会について                                        回覧-8 

渡邊支部長，萩島総務幹事より説明があった。 
・萩島総務幹事が出席され，産学官の集まりのようなもので，福岡限定の会であったとの説明が

あった。支部で対応するよりも，福岡支所による対応が適当であるため，支部長より福岡支所へ

参加への依頼を行うとの説明があった。 
2) 寄贈図書                        回覧-9 

・日本建築学会四国支部研究報告集第 8 号 



・日本建築学会北陸支部研究報告集第 51 号 
・日本建築学会東北支部研究報告集第 71 号（構造系、計画系） 
・高知県中芸地区森林鉄道遺産調査報告書 
・胡桃館遺跡埋没建物部材調査報告書 

3) 中村洋先生からのご寄付について  5 月 23 日付け 2,340 円 
渡邊支部長より，ご寄付が累積で 30 万円超であると説明があった。支部として，本年度の研究報

告会へ中村先生をご招待し，感謝状をお送りしたいとのご提案があり，承認された。 
4) 九州支部への研究論文に対する質疑への対応についての報告                    回覧-10 

支部研究報告会においても対応する必要があり，研究報告募集要項に記載することとした。 
5) その他の各種案内 回覧-11 

 
Ⅲ．審議事項 
1. 2008 年度幹事会および常議員会の年間スケジュールについて（萩島総務幹事） 資料-15 

萩島総務幹事より資料に沿って説明があり，今後の日程について以下のように決定した。 
（今後の日程） 幹 事 会：2/17（火）※未決定分 
        常議員会：11/26（水），1/30（金），3/18（水） 

2. 常議員の担当について（萩島総務幹事） 資料-16 
常議員の役割分担について，萩島総務幹事より資料に沿って説明・提案があり，承認された。 

3. 2008 年度支部経営助成費の交付について（木方会計幹事） 資料-17 
木方会計幹事より資料に沿って説明があった。資料中 1 件が納入済みとの報告があった。 

   ・未納の法人会員・賛助会員への納入依頼について 
4. 2008 年度九州支部研究発表会募集要項（案）および日程（案）（北山学術幹事） 資料-18 

北山学術幹事より資料に沿って説明があった。 
・日程，変更箇所等についての説明があった。 
・大韓建築学会釜山・蔚山・慶南支部との交流の関係で要項 4，8 に追加を行った。大韓建築学会釜

山・蔚山・慶南支部からの投稿の場合，使用言語は日本語または英語，発表言語は原則英語か日本

語（適宜対応）で行うこととした。また，案内，募集要項等の英語化についても対応依頼があった。 
・報告集の DVD 化についての予算説明があった。本年度の冊子の申込状況を見て，登録費等の調整

を行うこととした。 
・DVD 化に伴い，別刷廃止の説明があった。 
・質疑討論に関する取り扱いについて，要項 16 の説明があった。 

5. 2008 年度支部研究発表会実行委員会について（清水常議員） 資料-19 
清水常議員より資料に沿って進捗状況および課題の説明があった。 
・会場は琉球大学千原キャンパスに決定し，会場までの交通手段等について説明があった。 
・機材の関係で，発表は PowerPoint2003 形式でお願いしたいとの依頼があった。 
・講演会について，韓国の講演内容を確認した上で，沖縄支所で検討して頂くよう依頼があった。 
・講演会，懇親会は那覇市内で実施するとの説明があった。 

6. 2008 年度日本建築学会九州支部建築九州賞（作品賞）の運営計画について 資料-20 
（北山学術幹事、志賀作品賞運営協議会幹事） 

志賀作品賞運営協議会幹事より資料に沿って説明があった。 
・2008 年度については第 3 次審査を早めに実施するために昨年より一ヶ月ほど繰り上げて実施した

い旨説明があり，承認された。 
・作品賞選考部会，同運営協議会への委員推薦依頼があり，常議員から北山学術幹事，後藤学術幹

事を推薦することとした。 
・渡邊支部長より，特別会計より拠出の予算についての確認があった。 



・渡邊支部長より，10 月幹事会において会計報告を行うよう依頼があった。 
7. 2008 年度支部共通事業「設計競技」について（萩島総務幹事） 資料-21 

萩島総務幹事，事務局より説明があった。 
   ・「設計競技」支部入選の表彰式について 日時 2009 年 3 月 7 日（沖縄） 
   ・応募図面の返却先について，各大学一括での返却にする。 
8. 全国大会研究集会のテーマ立案（萩島総務幹事）                資料-22 
  萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。 
  例年の照会先：研究委員会、本部締切：9 月末 
9. 休会中（8 月・9 月）の審議事項について（萩島総務幹事） 

(1) 「2009 年度特色ある支部活動」の企画案の検討（植田常議員）     資料-23 
植田常議員より，鹿児島大学木方先生（常議員）のグループによる活動を申請することの説明が

あった。本部締切：9 月 30 日, 支所・研究委員会の支部締切は 7 月 23 日 
10. その他 

(1) 2008 年度運営資料の改訂について（萩島総務幹事） （配布） 
(2) 議案書・議事録（案）の取り扱いについて（萩島総務幹事） 資料-24 

萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。 
・議案書，議事録の作成締切，作成手順等。 

(3) 共催依頼について（萩島総務幹事）                                       資料-25，回覧-12 
萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。共催を承諾した場合に九州支部で人的もしくは金

銭的な負担が発生するのか否か、詳細を萩島総務幹事が確認することとなった。 
・福岡市赤煉瓦文化館「誕生１００年祭」（福岡市赤煉瓦文化館「誕生１００年祭」市民の会） 

(4) 後援依頼について（萩島総務幹事） 回覧-13 
いずれも承認された。 
・ 福岡県美しいまちづくり賞（福岡県建築都市部住宅課） 
・ シンポジウム「成熟社会にふさわしい地域運営の手法」（独立行政法人建築研究所） 
・ 国際フォーラム「維持可能な都市のための地域デザイン 
  －ルイス・マンフォード都市・地域計画論再考―」（日本都市計画学会九州支部） 

 
Ⅳ．報告懇談事項 
1. 短期的課題について 
  ①支部研究報告の DVD 化の検討 
   ･･･審議事項４において検討を行った。 
  ②法人会員について 
  ③会員サービスと新規会員開拓 
2. 中長期的課題について 
  ①新会計システムへの移行 
  ②受託研究対策について 
   ･･･本年度追加で一件の予定があることの説明があった。 
  ③研究委員会・支所活動のあり方について 
 
Ⅴ．その他 

10/12 開催の建築文化事業について，米村常議員より説明があり，パンフレットの回覧があった。 
 
Ⅴ．次回会議日程 
1. 10 月幹事会 



日時：2008 年 10 月 22 日（水）14 時～ 
2. 11 月常議員会 

日時：2007 年 11 月 26 日（木）14 時～ 
3. 12 月幹事会 

日時：2007 年 12 月 24 日（水）14 時～ 
※場所：いずれも九州支部事務局会議室 


