（社）日本建築学会九州支部 7 月常議員会議事録
日時：2009 年 7 月 23 日（木）14:00〜17:00
場所：九州支部事務局会議室
出席者：松井支部長，谷本総務幹事，田上学術幹事，奥園会計幹事，上滝会計幹事，米村常議員，二宮
常議員，山田常議員，志賀作品賞運営協議会幹事，山口福岡支所幹事，事務局 伊地知（敬称略）
Ⅰ．前回議事録確認
1. 新旧常議員会議事録（案）
（清水常議員） メールにて送付済み
2. 合同役員会議事録（案）
（小林常議員） メールにて送付済み
3. 6 月幹事会議事録（案）
（中原総務幹事） 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) 6 月理事会報告（松井支部長）
松井支部長より資料に沿って説明があった。
(2) 7 月学術推進委員会（田上学術幹事）
田上学術幹事より資料に沿って説明があった。
(3) 2008 年度事業報告・収支決算書（谷本総務幹事）
谷本総務幹事より説明があり、資料を回覧した。
(4) 2009 年度通常総会資料（谷本総務幹事）
谷本総務幹事より説明があり、資料を回覧した。
(5) 2009 年度本会主要行事日程（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。
(6) 理事会代行者の変更連絡（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。

資料-1，回覧-1
資料-2，回覧-2

2. 支部関係報告
(1) 5 月・6 月の支部事業報告について（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。
(2) 5 月・6 月の支部会計報告について（谷本総務幹事・奥園会計幹事）
谷本総務幹事より資料に沿って説明があった。
(3) 2008 年度支部消費税の請求について（谷本総務幹事・奥園会計幹事）
谷本総務幹事より資料に沿って説明があった。
(4) 「建築学会の技術者倫理教材」講習会（谷本総務幹事）
・日時：2009 年 6 月 11 日（木）
，場所：福岡建設会館，参加者：59 名
谷本総務幹事より説明があった。
(5) 2009 年度支部通常総会の付随行事について（谷本総務幹事）
・記念報告会 参加者 78 名（昨年 65 名）
・懇親会
参加者 51 名（招待者 12 名，事務局 3 名）
谷本総務幹事より資料に沿って説明があった。
(6) 「作品選集 2010」応募について（谷本総務幹事）
・応募件数：12 件（昨年 23 件）
・第 1 回支部選考部会：6 月 17 日（水）13:30〜16:20 分，9 件を選定（現地調査へ）

回覧-3
回覧-4
資料-3
資料-4

資料- 5
資料- 6
資料- 7

資料- 8

資料- 9

・第 2 回支部選考部会：7 月 30 日（木）13:30〜開催予定（6 件を選定予定）
谷本総務幹事より資料に沿って説明があった。
(7) 2009 年度支部共通事業「設計競技」九州支部審査結果について（谷本総務幹事）
資料- 10
・作品応募数：85 件（昨年応募数 107 件） 支部入選数：18 件
谷本総務幹事より資料に沿って説明があった。
(8) 2009 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（谷本総務幹事） 資料- 11
・研究委員会と支所宛に推薦依頼済み（6/19 メール，10 月 19 日推薦締切）
谷本総務幹事より資料に沿って説明があった。
(9) 市民企画講座・支部企画への助成について（谷本総務幹事）
資料-12
谷本総務幹事より資料に沿って説明があった。
(10) その他（谷本総務幹事）
1) 寄贈図書
回覧- 5
・日本建築学会四国支部研究報告集第 9 号
・日本建築学会東北支部研究報告集第 72 号（構造系、計画系）
・日本建築学会北陸支部研究報告集第 52 号
・日本建築学会北海道支部研究報告集第 82 号 CD-ROM
・出雲大社境外社建造物調査報告書
・重要文化財建造物現状変更説明 1962-1964（本文編、図版編）
・日本建築学会の技術者倫理教材
谷本総務幹事より説明があり、資料を回覧した。
2) その他の各種案内
回覧- 6
資料を回覧。
Ⅲ．審議事項
1. 2009 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（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り、了承された。
2. 常議員の担当について（谷本総務幹事）
資料-14
谷本総務幹事より資料に沿って説明があり、了承された。
3. 2009 年度支部経営助成費の交付について（谷本総務幹事・奥園会計幹事）
資料-15
・未納の法人会員・賛助会員への納入依頼について
谷本総務幹事より資料に沿って説明があり、了承された。
4. 2009 年度九州支部研究発表会募集要項（案）および日程（案）
（田上学術幹事）
資料-16
田上学術幹事より資料に沿って説明があった。発表登録費、研究報告冊子・ＣＤ等のありかたにつ
いて、学術幹事・会計幹事・総務幹事の話し合いにより改革案をまとめ、その後、常議員個々に諮
って決定することとなった。また、この問題について、研究発表の登録時に会員にアンケートをし
てはどうか、という提案があった。
5. 2009 年度支部研究発表会実行委員会について
資料-17
山田常議員より資料に沿って実行委員会構成、日時、会場等の説明があり、了承された。
6. 2009 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-18
（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り、本年度の計画について了承された。今後
の運営方法についてはさらに検討することになった。
7. 2009 年度支部共通事業「設計競技」について（谷本総務幹事）
資料-19
・
「設計競技」支部入選の表彰式について 日時 2010 年 3 月 6 日（長崎）
・応募図面の返却先について

谷本総務幹事より資料に沿って説明があり、了承された。
8. 全国大会研究集会のテーマ立案（谷本総務幹事）
資料-20
例年の照会先：研究委員会、本部締切：9 月 30 日
谷本総務幹事より資料に沿って説明があり、了承された。
9. 2010 年日本建築学会教育賞（教育業績）候補業績の推薦依頼について（谷本総務幹事）
資料-21
本部締切：11 月 30 日
谷本総務幹事より資料に沿って説明があり、了承された。
10. 建築 CPD 運営会議プログラム申請について（谷本総務幹事）
資料-22，回覧-7
九州支部主催の行事について事務局より申請することで了承された。
11. 2010 年度建築文化週間の企画について（米村常議員／山口福岡支所幹事）
2010 年担当の福岡支所山口幹事より、建築文化週間の企画内容について説明があり、了承された。2010
年秋開催予定。
12. インターンシップの回答について
（谷本総務幹事）対応済
資料-23
谷本総務幹事より資料に沿って説明があり、了承された。
13. 国際交流振興基金の使途および企画について（谷本総務幹事）
資料-24
谷本総務幹事より資料に沿って説明があった。山田常議員より次年度の支部研究発表会開催県にあた
り企画案を検討する旨提案があった。締切まで他の企画も募ることになった。
14. 受託研究の受託について（谷本総務幹事）
資料-25
(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：2009 年 7 月 15 日より 2010 年 2 月 25 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)、ＪＳＴブジッジ(株)
・受 託 者：日本建築学会九州支部 支部長 松井愛人
・調査特別委員会委員長：前田潤滋（九州大学教授）
谷本総務幹事より資料に沿って説明があり、了承された。
15. 「2010 年度特色ある支部活動」の企画案の検討について（谷本総務幹事）
参考資料
本部締切：9 月 30 日, 支所・研究委員会の支部締切は 7 月 17 日
谷本総務幹事より参考資料に沿って説明があった。
「建築九州賞」審査会や出版を「特色ある支部
活動」として申請してはどうかという提案がなされ、了承された。
16. 災害委員会の今年度予算配分について（奥園会計幹事）
奥園会計幹事より災害委員会の今年度予算配分について説明があり、了承された。
17. その他
(1) 2009 年度運営資料の改訂について（谷本総務幹事）
（配布）
谷本総務幹事より配布資料に沿って説明があり、了承された。
(2) 議案書・議事録（案）の取り扱いについて（谷本総務幹事）
資料-26
谷本総務幹事より資料に沿って説明があり、了承された。
(3) 後援依頼について（谷本総務幹事）
回覧- 8
・ 福岡県美しいまちづくり賞（福岡県建築都市部住宅課）
・ キャリアパスフォーラム 2009『アジア都市のサステナブル・デザイン潮流−環境先進国シンガポー
ルのデザイン戦略−』
（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）
・ 福岡近代建築ツアー（MAT 福岡）
（MAT 福岡実行委員会 九州大学大学院人間環境学府）
谷本総務幹事より回覧資料に沿って説明があり、了承された。

Ⅴ．次回会議日程
1. 10 月幹事会
日時：2009 年 10 月 22 日（木）14 時〜
2. 11 月常議員会
日時：2009 年 11 月 17 日（火）14 時〜（案）
3. 12 月幹事会
日時：2009 年 12 月 24 日（木）14 時〜
4. 1 月常議員会
日時：2010 年 1 月 28 日（木）14 時〜（案）
5. 2 月幹事会
日時：2010 年 2 月 25 日（木）14 時〜
6. 3 月常議員会
日時：2010 年 3 月 18 日（木）14 時〜（案）
7. 4 月幹事会
日時：2010 年 4 月 22 日（木）14 時〜
※場所：いずれも九州支部事務局会議室

