（社）日本建築学会九州支部 5 月新旧常議員会議事録
日時：2009 年 5 月 23 日（土）10:00〜12:00
場所：福岡建設会館 7 階 703 会議室
出席者：渡邊支部長，松井新支部長，萩島総務幹事，谷本総務幹事，北山学術幹事，後藤学術幹事，田
上学術幹事，木方会計幹事，奥園会計幹事，上滝会計幹事，尾宮常議員，植田常議員，木村常議員，小
林常議員，清水常議員，米村常議員，位寄常議員，二宮常議員，山田常議員，村田支所長，友清支所長，
志賀作品賞運営協議会幹事，事務局 伊地知（敬称略）
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（萩島総務幹事）
別添資料‑ 2
萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。
Ⅳ．前回議事録確認
1. 3 月常議員会議事録（案）
（小林常議員作成） メールにて送付済み
2. 4 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。また，議事に先立ち，谷本総務幹事より資料 12 に議事録等の担当を振り分け済
みである旨説明があった。
Ⅴ．報告事項
1. 本部関係報告
(1) 4 月，5 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。
(2) 4 月，5 月学術推進委員会報告（後藤学術幹事）
資料‑ 2，回覧‑ 2
後藤学術幹事より資料に沿って説明があった。
2010 年度大会について，北陸・富山大学が予定されているとの説明があった。
(3) 通常総会（2009 年 3 月）の資料について（萩島総務幹事）
回覧‑ 3
萩島総務幹事より説明があり，資料を回覧した。また，渡邊支部長より本会における総会開催に
ついて補足説明があった。
(4) 2009 年度事業計画・収支予算書について（萩島総務幹事）
回覧‑ 4
萩島総務幹事より説明があり，資料を回覧した。
(5) 第 10 期代議員選挙結果について（萩島総務幹事）
回覧‑ 5
萩島総務幹事より，結果については建築雑誌（5 月号）に掲載されている旨説明があった。
(6) 本部役員（会長, 副会長 2 名，監事 1 名）選挙結果について（萩島総務幹事）
回覧‑ 6
会 長：佐藤滋（早稲田大学）
副会長：辻本誠（東京理科大学）
，吉野博（東北大学）
，可児才介（大成建設）
監 事：岩田衛（神奈川大学）
渡邊支部長より会長改選，副会長 2 名改選，監事改選等の説明があり，資料を回覧した。
(7) 会費長期滞納者について（萩島総務幹事）
回覧‑7
萩島総務幹事より説明があり，資料を回覧した。また，滞納者への連絡等の依頼があった。
2. 支部関係報告
(1) 3 月，4 月の支部業務報告について（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。
(2) 3 月，4 月の支部会計報告について（木方会計幹事）
木方会計幹事より資料に沿って説明があった。

資料‑ 3
資料‑ 4

(3)

2008 年度会計および会務監査会の結果について（萩島総務幹事）
資料‑ 5
4 月 17 日に会計および会務監査会が実施された。付帯意見について，萩島総務幹事より資料に沿
って説明があった。
(4) 2009 年度支部費等の交付金送金のお知らせについて（奥園会計幹事）
資料‑ 6
奥園会計幹事より資料に沿って説明があった。
(5) 2009 年度支部役員（支部長・常議員）選挙結果について（渡邊支部長）
回覧‑ 8
渡邊支部長より説明があり，資料を回覧した。
(6) 建築九州賞（作品賞）審査結果について（北山学術幹事，志賀作品賞運営協議会幹事）資料‑ 7
志賀作品賞運営協議会幹事より，資料に基づき選定結果等の説明があった。
(7) 2009 年度九州支部研究委員会について（萩島総務幹事）
資料‑ 8
材料・施工委員会委員長：村上聖（熊本大学）→ 河上嘉人（近畿大学）
（支部長への報告事項）
都市計画委員会委員長：黒瀬重幸（福岡大学）→ 出口敦（九州大学）
萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。
(8) 2009 年度上期国際交流振興基金の援助について（谷本総務幹事）
資料‑ 9
谷本総務幹事より資料に沿って説明があった。
(9) 事務連絡会議について（伊地知事務員）
伊地知事務員より事務連絡会議について出席報告がなされた。また，渡邊支部長より事務連絡会
議について補足説明があった。
(10) 受託調査の報告について（萩島総務幹事）
回覧‑ 9
萩島総務幹事より説明があり，資料を回覧した。
・調査研究名：RC 構造物の耐震補強方法の合理化に関する研究その２
・調査研究名：九州地域における非住宅建築物のエネルギー消費量データベース構築
に関する研究その２
(11) その他
萩島総務幹事より説明があり，資料を回覧した。また，渡邊支部長ならびに尾宮常議員より「ア
ーキニアリング・デザイン展」についての概要，補足説明等がなされた。
1) 寄贈図書（萩島総務幹事）
回覧‑10
・2008 年度第 79 回日本建築学会関東支部研究報告（CD‑ROM）
・日本建築学会「アーキニアリング・デザイン展」カタログ
・日本建築学会「2008 年度日本建築学会設計競技優秀作品集 記憶の器」
2) その他の各種案内
回覧‑11
Ⅵ．審議事項
1. 2009 年度九州支部通常総会の議案および資料について（萩島総務幹事）
資料‑10
渡邊支部長より，議題「
（５）その他」において役員交代の説明を行うことについて適当かどうか（本
年度事業は新支部長が行った方がよいではないか等）を以降検討頂きたい旨依頼があった。また，
総会資料４頁「13.特別事業・その他 (1)」の取り扱いについて説明があった。
・2008 年度事業報告（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。
資料 3 頁の「11.表彰関係(1)2」
「建築賞」
」を「作品賞」に修正することが確認された。
・2008 年度収入支出決算報告（木方会計幹事）
木方会計幹事より資料に沿って説明があった。
・2009 年度事業計画（谷本総務幹事）
谷本総務幹事より資料に沿って説明があった。
・2009 年度収入支出予算（奥園会計幹事）
奥園会計幹事より，2008 年度の書式から変更になっており，それらの対応も含めて 2009 年度分

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

について資料に沿って説明があった。
・委任状の回収状況について（萩島総務幹事）
萩島総務幹事より説明があった。
5/22 現在 76 通
欠席予定者への委任状提出依頼（全常議員）
総会成立条件：支部正会員数の 1/30≒63.96 以上（3 月 1 日現在支部正会員数：1,919 名）
以上，総会資料について了承された。
2009 年度九州支部の役員構成について（萩島総務幹事）
資料‑11，回覧‑12
萩島総務幹事より資料に沿って説明があった。また，資料を回覧した。
・支部各幹事の選任（運営資料 III-1-1：常議員から支部長が毎期選定し常議員会で承認）
・支部監事の選任（運営資料 III-1-1：支部長が選定し常議員会で承認）
・支部選挙管理委員会委員の選任（運営資料 III-2-9）
九州支部運営資料の更新について（谷本総務幹事）
回覧‑13
・2009 年度九州支部事業日程と役割分担について（谷本総務幹事）
資料‑12
谷本総務幹事より資料に沿って役割分担等の説明があり，了承された。
渡邊支部長より，今年度は佐賀支所，長崎支所の設計展の日程が被っているため，建築作品賞と
設計展の併設が出来なくなった旨説明があった。また，併設にあたっては各会場スペースの問題
もあることの問題が指摘された。
2009 年度建築文化事業・建築文化週間企画書提出版について（谷本総務幹事）
資料‑13
建築が語る佐賀の 50 年 −地方の履歴と建築デザイン―
谷本総務幹事ならびに後藤学術幹事より概要説明があった。
災害委員会からの「2009 年度支部企画の募集」について（萩島総務幹事）
資料‑14
・1 件申請済み（災害フォーラムの実施）
災害委員会・前田委員長より資料に沿って説明があった。
2009 年度第 49 回日本建築学会九州支部研究発表会について（谷本総務幹事）
山田常議員（長崎総合科学大学）より企画等について説明があった。
・開催日：2010 年 3 月 7 日（日） アンケートの結果問題なかったため確定
・担当校・会場校：長崎総合科学大学 （会場）
受託研究の受託について（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った。
(1) 研究題目：送電鉄塔補強部材の強風時性能に関する研究
・期
間：契約締結日より 2010 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)
・受 託 者：日本建築学会九州支部 支部長 渡邊俊行
・調査特別委員会委員長：前田潤滋（九州大学教授）
その他

Ⅶ．報告懇談事項
Ⅷ．次回会議日程
1. 6 月幹事会
日時：2009 年 6 月 19 日（金）14 時〜
※場所：九州支部事務局会議室
2. 7 月常議員会
日時：2009 年 7 月 22 日（水）14 時〜
※場所：九州支部事務局会議室

（昨年度開催日 2008 年 6 月 20 日）

（昨年度開催日 2008 年 7 月 25 日）

