（社）日本建築学会九州支部 3 月常議員会 議事録
日時：2010 年 3 月 18 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，中原総務幹事，後藤学術幹事，田上学術幹事，奥園会計幹事，上
滝会計幹事，清水常議員，位寄常議員，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：山田
Ⅰ．前回議事録確認
1. 1 月常議員会議事録（案）
（二宮常議員作成） メールにて送付済み
2. 2 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) 2 月担当理事会報告（松井支部長）
資料‑ 1，回覧‑ 1
(2) 3 月理事会報告（松井支部長）
資料‑ 2，回覧‑ 2
(3) 3 月支部長会議報告（松井支部長）
資料‑ 3，回覧‑ 3
(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。
・理事会において、2010 年度予算案が提示された。支部は関東支部を除き赤字を組んでいる。
・新法人化の検討が行われている。2011 年春には申請する予定。いくつかハードルがある。支部
の一定の独立性の保持がポイントとなる。今後１年間でやりとりをしていく。
・会員制度についても会員数を増やす方向で見直しが行われている。
・インターンシップについて、受入企業のアンケート結果が来ている。
2. 支部関係報告
(1) 1 月，2 月の支部事業報告について（谷本総務幹事）
資料‑ 4
谷本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（奥園会計幹事）
資料‑ 5
奥園会計幹事より資料に沿って説明があった。
(3) 2009 年度日本建築学会支部 共通事業「鉄筋コンクリート構造計算規準改定ならびにＸ形配筋部
材設計施工指針」講習会
・日時：2010 年 3 月 3 日（水）
，場所：福岡建設会館，参加者：169 名 （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。
(4) 建築九州賞「作品賞」について（志賀作品賞運営協議会幹事）
資料‑ 6
・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に沿って説明があった。４月３日に受賞作品が決定。
(5) 支部費等交付金について（奥園会計幹事）
・2009 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‑ 7
奥園会計幹事より資料に沿って説明があった。
(6) 2010 年度全国大学・高専卒業設計展示会の開催日程について（谷本総務幹事）
資料‑ 8
谷本総務幹事より資料に沿って説明があった。
(7) 支部研究発表会発表題数の１題追加について（後藤学術幹事）
資料‑ 9
後藤学術幹事より資料に沿って説明があった。

(8) 2009 年度大韓建築学会釜山・蔚山・慶南支部の学術交流について（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。
(9) 受託調査の報告について（谷本総務幹事）
・調査研究名：送電鉄塔補強部材の強風時性能に関する研究
谷本総務幹事より説明後、報告書が回覧された。
(10) その他（谷本総務幹事）
1) 寄贈図書
・日本建築学会 鉄筋コンクリート構造計算基準･同解説 2010
・日本建築学会 鉄筋コンクリート X 形配筋部材設計施工指針･同解説
・日刊建設通信新聞社 復刻 建築夜話
・日本建築学会東海支部研究報告集第 48 号
・日本建築学会中国支部「中国支部研究報告集 33 巻」CD‑ROM
・日本建築学会関東支部「2009 年度関東支部研究報告Ⅰ・Ⅱ」CD‑ROM
2) その他の各種案内
説明後、それぞれ回覧された。

資料‑10
回覧‑ 4

回覧‑ 5

回覧‑ 6

Ⅲ．審議事項
1. 2010 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（谷本総務幹事）
資料‑11
・懇親会企画について（中原総務幹事）
資料‑12
・ポスター，案内文（功労賞受賞者にも）等の作成について（谷本総務幹事）
資料‑13
谷本･中原両総務幹事より資料に沿って説明後、担当・分担・進行の確認を行った。
2. 2009 年度 49 回日本建築学会九州支部研究発表会について（山田常議員）
・研究者集会について（中原総務幹事）
資料‑14
・研究報告 CD‑ROM 対応について（後藤学術幹事）
資料‑15
・電子投稿経費および報告集の販売状況について（後藤学術幹事）
資料‑16
各委員より説明。無事の終了の報告。発表会前日の記念見学会も好評だった。CD‑ROM の不具合
については、担当業者に問題に対する技術的対応を明確にしてもらうこととした。冊子、ＣＤ
の販売については、昨年度に比べて売上げが向上した。
3. 2009 年度九州支部支部長賞の授与について（中原総務幹事）
資料‑17，回覧‑ 7
中原総務幹事より資料に沿って説明があった。
4. 2010 年度講習会事業計画（案）について（中原総務幹事）
資料‑18
・本部から 3 件予定
中原総務幹事より資料に沿って説明があった。
5. 2010 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（中原総務幹事）
資料‑19
・3 月 26 日本部申請〆切
谷本・中原両総務幹事より資料に沿って説明があった。昨年に引続き、水野宏氏に企画をお願
いした。
6. 2009 年度建築九州賞「研究新人賞」の選考について（谷本総務幹事）
資料‑20
谷本総務幹事より資料に沿って説明があった。
7. 2009 年度建築九州賞（業績賞，研究新人賞，作品賞，功労賞）の表彰状について（谷本総務幹事）
研究委員会・支所等の 2009 年度事業報告について（谷本総務幹事）
回覧‑ 8
谷本総務幹事より資料に沿って説明があった。表彰状の作成は志賀幹事が引き受けてくれるこ
ととなった。
8. 2009 年度事業報告：本部提出用（谷本総務幹事）
資料‑21
・本部〆切 4 月２日

谷本総務幹事より資料に沿って説明があった。
9. 2010 年度事業計画案：総会資料用（中原総務幹事）
資料‑22
中原総務幹事より資料に沿って説明があった。
10. 災害委員会 2010 年度支部企画の募集について（谷本総務幹事）
資料‑23
・本部〆切 4 月 30 日
谷本総務幹事より資料に沿って説明があった。
11. 2010 年度研究補助費の使途及び運営資料の改訂について（谷本総務幹事）
建築九州賞に使うのがこれまで．成果を各件毎に挙げれば，各研究委員会に分配することも可能．
谷本総務幹事より説明があった。日韓交流事業の充実、各委員会から企画を出してもらうなど、
いくつかの案が検討された。
12. 九州支部支部長賞のメダル作成について（松井支部長）
資料‑24・回覧‑ 9
支部研研究者集会で出された意見。2008 年度よりメダル授与を廃止。作成した場合、１個 4 千
円。現在 30 個弱の在庫あり。有償頒布も考えられる。松井支部長から、今後検討を進める意見。
13. 法人会員（支部助成金対象）の慰留について（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った。支部内から５法人の退会がすでに行われた。こ
れに対する慰留協力が本部からあった。既退会法人に対しての慰留は難しいと判断し、新年度、
新たな方面に入会を働きかけるなどすることに。
14. 日本建築家協会(JIA)全国大会 2010 九州の広告及び協賛金について(松井支部長) 資料‑26・回覧‑10
松井支部長より資料に沿って説明があった。協賛金への協力は難しいが、志賀幹事が企画の技
術的協力が可能なことは伝えている。もし依頼があったら対応すると、志賀幹事からも回答。
15. 支部事務所移転の検討について（上瀧会計幹事）
資料‑27
上瀧会計幹事より資料に沿って説明があった。現在よりも家賃は 100 万円減できる。移転の場
合は９月上旬を目途に行う。松井支部長より各幹事に賛否が諮られ、移転することに決定。支
部が所蔵保管する図書の整理などを行う必要があり。総務幹事と学術幹事が仕分けにあたるこ
とに。
16. その他（谷本総務幹事）
(1) 後援名義の使用（依頼）
回覧‑11
・(社)日本建築家協会(JIA)全国大会 2010 九州（(社)日本建築家協会九州支部）
・建築積算学校九州校第 35 期（平成 22 年度）
（(社)日本建築積算協会九州支部）
・環境・遺産デザインシンポジウム 2010
『空間の解読、環境の創造』〜自然と歴史に学ぶ未来遺産の創造〜
（九州大学大学院芸術工学研究院 環境・遺産シンポジウム 2010 実行委員会）
依頼のとおりに了承。
(2) 幹事役員の旅費の支出について
中原総務幹事より、支部研究発表会などに公務として出張する必要のある幹事役員については、
旅費を請求する権利があるものとする提案がなされた。→了承された。
（3）支所費の振込み時期について
清水常議員より、支所費の振込みが２月なので、時期を早められないか提案があった。
→支所費は本部から３期に分けて支部に振り込まれている。３期ごとに支所に配分することに
了承された。
Ⅳ．次回会議日程
1. 4 月幹事会
日時：2010 年 4 月 22 日（木）13:30〜
※12:30〜13:30 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：2010 年 5 月 22 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

