（社）日本建築学会九州支部 3 月常議員会議事録
日時：2009 年 3 月 18 日（水）14:00〜17:00
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. 1 月常議員会議事録（案）
（米村常議員作成） メールにて送付済み
2. 2 月幹事会議事録（案）
（谷本総務幹事作成） メールにて送付済み
それぞれ承認された。
Ⅱ．報告事項
1. 本部関係報告
(1) 2 月担当理事会報告（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。
(2) 3 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。
・東京中央郵便局，歌舞伎座保存に関する議論の内容についての補足説明があった。
・法人制度関係の報告について，当初の予定通り一般法人を目指すとの説明があった。
・学会直営出版物の在庫の取り扱いについて，赤字を抱えていることから絶版，廃棄処分等を検
討しているとの説明があった。
(3) 3 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。
2. 支部関係報告
(1) 1 月，2 月の支部事業報告について（萩島総務幹事）
資料‑ 4
萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。
(2) 1 月，2 月の支部会計報告について（木方会計幹事）
資料‑ 5
木方会計幹事より資料に沿って説明があった。4/17 に会計監査の実施が行われることの確認と，
本年度の収支決算の見通しについての確認依頼がなされた。
(3) 2008 年度日本建築学会支部 共通事業「JASS5 鉄筋コンクリート工事」改定講習会
(4) ・日時：2009 年 2 月 24 日（火）
，場所：福岡建設会館，参加者：188 名 （萩島総務幹事）
萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。
(5) 2008 年度 48 回日本建築学会九州支部研究発表会について（清水常議員）
清水常議員より，以下の通り報告・課題等の説明があった。
1）コンペの表彰式の際の司会進行の確認ができていなかったこと，また，映像等を活用すること
で来場者にわかりやすく説明できるなどの次年度以降の課題の説明があった。
2)懇親会は当初予定より多くの参加があった。
3)研究発表会において，歴史・意匠委員会において司会の決定手続きに不手際があったことが報
告され，渡邊支部長が歴史・意匠研究委員会に確認を行うこととなった。また，木方会計幹事が
当該セッションの司会依頼を受けていた経緯（結果的に当該セッションの進行を急遽行った）が
あったため，司会決定の状況を再度確認し，渡邊支部長に報告することとなった。
4)会計処理上の課題があり，木方会計幹事，奥園会計幹事で改善策を検討することとなった。
5)国際交流振興基金では補いきれなかった支出について，追加資料が配付され，予備費からの支

出の承認がなされた。
6)上記の課題等についての引き継ぎについては，常議員間で行うこととした。
・研究者集会について（谷本総務幹事）
資料‑ 6
谷本総務幹事より説明があり，資料‑6 については差し替えを行うこととした。
・電子投稿経費および報告集の販売状況について（萩島総務幹事）
資料‑ 7
萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。
(6) 建築九州賞「作品賞」について（北山学術幹事，志賀作品賞運営協議会幹事）
資料‑ 8
・第 1 次選考，第 2 次選考結果および今後の審査予定
志賀作品賞運営協議会幹事より資料と追加資料に沿って説明があった。
1)次年度の募集と 1 次審査の方法に関しての説明があった。
2)第 3 次選考の旅費についての確認がなされた。
3)共催と事業との関わりについての追加説明がなされた。
4)作品集の冊子単価および収支の見通しについての追加説明と確認がなされた。
(7) 支部費等交付金について（木方会計幹事）
・2008 年度支部費精算，準会員還付金，支部経営助成費について
資料‑ 9
木方会計幹事より資料に沿って説明があった。
(8) 2009 年度全国大学・高専卒業設計展示会の開催日程について（小林常議員）
資料‑ 10
小林常議員より資料に沿って説明があった。
(9) その他（萩島総務幹事）
萩島総務幹事より説明があった。
1) 寄贈図書
回覧‑ 4
・日本建築学会東北支部 60 年略史
・日本建築学会東海支部研究報告集第 47 号
・日本建築学会中国支部「中国支部研究報告集 32 巻」CD‑ROM
・日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事 2009」
2) その他の各種案内
回覧‑ 5
Ⅲ．審議事項
1. 2008 年度九州支部支部長賞の授与について（谷本総務幹事）
資料‑11，回覧‑ 6
谷本総務幹事より資料に沿って説明があった。
2. 2009 年度九州支部通常総会について
・スケジュールおよび役割分担について（萩島総務幹事）
資料‑12，参考資料
萩島総務幹事より資料に沿って説明があり，了承された。
・懇親会企画について（谷本総務幹事）
資料‑13
谷本総務幹事より資料に沿って説明があった。
・ポスター，案内文等の作成について（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り，
「記念講演会」の「記念」を削除することとした。
3. 2009 年度講習会事業計画（案）について（谷本総務幹事）
資料‑15
・本部から 2 件予定，これ以外の希望の有無
谷本総務幹事より資料に沿って説明があった。
・参加費が高いとの意見が示された。
4. 2009 年度建築文化事業・親と子の都市と建築講座 企画について（谷本総務幹事）
資料‑16
・3 月 27 日本部申請〆切
谷本総務幹事より資料に沿って説明があった。
5. 2008 年度建築九州賞「研究新人賞」の選考について（萩島総務幹事）
資料‑17
萩島総務幹事より資料に沿って説明があり，了承された。

6. 2008 年度建築九州賞（業績賞，研究新人賞，作品賞）の表彰状について（萩島総務幹事）
萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。
7. 研究委員会・支所等の 2008 年度事業報告および 2009 年度事業計画について
回覧‑ 7
（萩島総務幹事）
萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。
8. 2008 年度事業報告：本部提出用（萩島総務幹事）
資料‑18
・本部〆切 4 月２日
萩島総務幹事より資料に沿って説明があり，修正等を加えることで了承された。また，各委員会，
支所等の内容についても再度確認して頂くよう依頼があった。
9. 2009 年度事業計画案：総会資料用（谷本総務幹事）
資料‑19
谷本総務幹事より資料に沿って説明があり，総会までの間に修正等を加えることで了承された。
10. 2009 年度日本建築学会国際交流振興基金の援助申請について（萩島・谷本総務幹事）
萩島総務幹事，谷本総務幹事より資料に沿って説明があり，案を作成し提出することで了承された。
11. 災害委員会委員推薦の依頼について（萩島総務幹事）
資料‑20
・本部〆切 3 月 31 日
萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。渡邊支部長より，支部の災害委員会前田委員長を推
薦することで了承された。
12. 災害委員会 2009 年度支部企画の募集について（萩島総務幹事）
資料‑21
・本部〆切 4 月 30 日
萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。
13. その他（萩島総務幹事）
回覧‑8
(1) 後援名義の使用（依頼）
萩島総務幹事より資料に沿って説明があり，承認された。
・キャリアパスフォーラム 2008『アジアの建築・都市開発におけるサステナブル・デザイン』
（大学院 GP「アジア都市問題を解くハビタット工学教育」九州大学大学院人間環境学府）
・
「ハビタット工学」国際シンポジウム 2008『アジア都市･建築 −持続化への挑戦−』
（大学院 GP「アジア都市問題を解くハビタット工学教育」九州大学大学院人間環境学府）
Ⅳ．報告懇談事項
・大韓建築学会釜山・蔚山・慶南支部との今後の交流の進め方（11 月の訪問等）について，渡邊
支部長より説明，依頼があった。
Ⅴ．次回会議日程
1. 4 月幹事会
日時：2009 年 4 月 17 日（金）14 時〜
※13:00〜13:40 は会計監査会を行う（監事予定確認ずみ）
※場所：九州支部事務局会議室
2. 新旧常議員会・合同役員会
日時：2009 年 5 月 23 日（土）10 時〜
※場所：福岡建設会館 7 階 703 会議室
※午後は通常総会および関連事業

