（社）日本建築学会九州支部 1 月常議員会議事録
日時：2010 年 1 月 28 日（木）14:00〜16:30
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，
中原常議員，二宮常議員，山田常議員，志賀作品賞運営協議会幹事，事務局 伊地知（敬称略）
議事録作成：二宮
Ⅰ．前回議事録確認
1. 11 月常議員会議事録（案）
（清水常議員作成） メールにて送付済み
2. 12 月幹事会議事録（案）
（中原総務幹事作成） 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) 11 月担当理事会（松井支部長）
(2) 12 月理事会報告（松井支部長）
(3) 1 月担当理事会報告（松井支部長）
(1)〜(3)について松井支部長より資料に沿って説明があった。
・建築会館のテナント退去による収入減
・2010 年度より 3 年間の支部経営助成費の 100%還元
・8 月の論文原稿受付
・学会の一般社団法人化
・学会会員資格，など
(4) 12 月学術推進委員会報告（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。
(5) 支部財政支援（支部経営助成費）の延長について（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。

回覧-1
資料-1，回覧-2
資料-2，回覧-3

資料-3，回覧-4
資料-4

2. 支部関係報告
(1) 11 月，12 月の支部事業報告について（谷本総務幹事）
資料-5
谷本総務幹事より資料に沿って説明があった。
(2) 11 月，12 月の支部会計報告について（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。
(3) 「建築文化週間 2009」の本部への報告について（谷本総務幹事）
資料-7
谷本総務幹事より資料に沿って説明があった。
(4) 2010 年支部文化事業企画委員会報告（中原総務幹事）
資料-8
建築文化週間事業担当：福岡支所，委員会開催日時：2010 年 1 月 28 日（木）13:00〜
中原総務幹事より資料に沿って説明があった。
(5) 2009 年度 AIK 釜山･蔚山･慶南支部における国際交流事業の招待による渡韓報告
資料-9
松井支部長より資料に沿って報告があった。
(6) 2010 年事業計画案・予算案について（中原総務幹事・上瀧会計幹事）
資料-10，回覧-5
※参考 2009 年度の事業の執行及び 2010 年度予算編成方針について
資料-11
2010 年度予算編成に伴う支部費等交付金について
資料-12
2010 年度九州支部研究委員会経費配分(案)について
資料-13

2010 年度人件費改定について
別添資料
中原総務幹事より資料に沿って説明があった。2009 年度会計および会計監査会の日時を 2010 年
4 月 22 日 12 時 30 分からに修正した。
上滝会計幹事から事業費支出は前年度予算に一律 0.8 掛けで見積ったことの説明があった。
(7) その他
1) 関係諸団体新年会等 報告（松井支部長）
寄贈図書（谷本総務幹事）
回覧-6
・都市建築分野における災害研究の情報交換（九州支部災害委員会）
・竹中技術研究報告 No.65
・郵政建築
2) その他の各種案内（谷本総務幹事）
回覧-7
谷本総務幹事より説明があり、資料を回覧した。
Ⅲ．審議事項
1. 2010 年度九州支部通常総会について（谷本総務幹事）
資料-14
開催日：2009 年 5 月 22 日（土）
，場所：福岡建設会館 7 階（会場予約ずみ）
付随行事・当日スケジュールおよび役割分担
谷本総務幹事より資料に沿って説明があり、了承された。
2010 年度は学会会長が出席予定。
2. 支部役員（常議員・選挙管理委員）の候補者（谷本総務幹事）
資料-15
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. 司法支援建築会議の会員候補者の推薦依頼（松井支部長）
資料-29
松井支部長より資料に沿って説明があった。九州支部から松井支部長，奥園会計幹事，上滝会計幹
事を推薦する案が出され、了承された。
4. 2009 年度 49 回日本建築学会九州支部研究発表会について
・発表登録数、教室割、プログラム編成、CD-ROM などについての報告（学術幹事）
資料-16
田上学術幹事から資料に沿って説明があった。資料 16 研究発表会登録原稿数の計画系題数に誤り
があり、小計 173，合計 463 に修正し了承された。
・設計競技表彰式・見学会・懇親会・研究発表会について（山田常議員）
資料-17・回覧-8
山田常議員から資料に沿って説明があった。発表時の MAC の持ち込み使用の可否について質問が
あり、トラブルへの対応ができないので認めないことで了承された。
設計作品表彰式のプログラム案については、開会の辞の司会を谷本総務幹事、作品の総評を土井先
生，閉会の辞の司会を谷本総務幹事が担当することになった。また当日の受賞者の集合場所は本部
とすることが了承された。
・研究者集会について（田上学術幹事）
資料-18
日時：3 月 7 日（日）12:50〜13:05，会場：長崎総科大本館第 4 教室
引き続き 13:05〜13:20 設計競技表彰式
田上学術幹事から資料に沿って説明があり了承された。
5. 建築九州賞「作品賞」について（後藤学術幹事，志賀作品賞運営協議会幹事）
資料-19
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。
2009 年度の作品発表会/第 2 次選考 1/23 に九州大学西新プラザで開催し、第 3 次選考作品として 13
作品を決定した。発表参加者は約 150 名で盛況であった。
「九州建築選 2009」の発行部数は 700
部を計画しているが、頒布先の部数を精査して、もっと数が見込める場合は印刷部数を増やすこと
を考えている。

6. 建築九州賞「功労賞」の推薦について（上瀧会計幹事）
資料-20
上滝会計幹事から資料に沿って説明があった。候補者リストの竹中工務店を竹中工務店九州支店に
修正する。表彰については現在の社会的な経済状況も考慮して再度検討することになった。
7. 2010 年度第 50 回九州支部研究発表会開催地について（谷本総務幹事）
資料-21
・鹿児島支所が担当支所を諾と回答
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. 2010 年度国際交流振興基金の援助申請について（中原総務幹事）
資料-22
・上期の申請期限（3 月末）
中原総務幹事より資料に沿って説明があり、了承された。
9. 受託研究の受託について（松井支部長）
資料-23
(1) 研究題目：小･中学校の統合再編に伴う施設一体型小中連携校の基本構想策定
・期 間：契約締結日より 2010 年 3 月 25 日まで
・委託費：4,830,000 円（消費税を含む）
・委託者：福岡市教育委員会
・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：竹下輝和（九州大学教授）
(2)委託研究費の概算払いについて
松井支部長より資料に沿って説明があり了承された。
10. 2009 年度国際交流事業（招聘）の実施について（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り、了承された。
11. 2009 年度支部経営助成費（2 回目）の交付について（奥園会計幹事）
資料-25
奥園会計幹事より資料に沿って説明があり、了承された。
12. 2010 年度「全国大学・高専卒業設計展示会」の開催について（小林常議員）
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。
13. [九州建築学術振興会]から九州支部への寄付金の申し入れについて(上瀧会計幹事)
資料-27
上滝会計幹事から資料に沿って説明があり了承された。
14. 九州支部のＨＰの更新及び事務局パソコンの更新の検討着手について(上瀧会計幹事)
※費用については、九州支部学術文化振興基金を活用
上滝会計幹事から資料に沿って説明があり了承された。
15. 2010 年度の研究補助費の執行について（谷本総務幹事）
従来は「研究フォーラム･シンポジウム」補助として，実際は建築九州賞「作品賞」の運営補助に
充てていた．本部より，本来の研究補助で執行するように督促あり．
谷本総務幹事より上記の件について説明があった。協議の結果、建築九州賞「作品賞」は作品発
表会／選考会を実施しており、これは「研究フォーラム・シンポジウム」に位置づけられる活動
でありそのように申請すれば問題ないとの結論になった。
16. 支部事務所移転先候補地について（松井支部長）
資料-28
松井支部長，上滝会計幹事からより資料に沿って説明があった。事務所を移転することで、支部会
計が年間 37 万円、本部会計が 88 万円の負担軽減になる。設計協議の審査会で大きな展示スペース
を必要とするため、審査会の土井先生に移転で問題が生じないか確認した上で、引き続き検討する
ことになった。
17. その他（谷本総務幹事）
特になし
Ⅳ．次回会議日程
1. 2 月幹事会
日時：2010 年 3 月 1 日（月）14 時〜

2. 3 月常議員会
日時：2010 年 3 月 18 日（木）14 時〜
3. 4 月幹事会
日時：2010 年 4 月 22 日（木）14 時〜
※13:00〜14:00 は会計監査会を行う（監事予定確認ずみ）
※場所：いずれも九州支部事務局会議室

