（社）日本建築学会九州支部 11 月常議員会 議事録
日時：2010 年 11 月 16 日（火）14:30〜
場所：九州支部事務局会議室
出席者：松井支部長、中原総務幹事、田上学術幹事、上瀧会計幹事、福田総務幹事、蜷川学術幹事、高
須会計幹事、二宮常議員、山田常議員、大谷常議員、小島常議員、渡嘉敷常議員、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：小島
Ⅰ．前回議事録確認
1. 7 月常議員会議事録（案）
（大谷常議員） メールにて送付済み
2. 10 月幹事会議事録（案）
（福田総務幹事） メールにて送付済み
Ⅱ．報告事項
1. 本部関係報告
(1) 9 月担当理事会報告（松井支部長）
資料‑1，回覧‑1
(2) 10 月理事会報告（松井支部長）
資料‑2，回覧‑2
松井支部長から以下の説明がなされた。
・建築会館運営悪化→「財政の健全化に努める」
・代議員定数の見直しについて
代議員一人あたりの有権者数の格差は最大でも 2 倍以内に抑えるのが妥当だが、現状は関東支
部と近畿支部が 2 倍以上となっている。そこで、在籍者 300 人につき代議員 1 名なら格差は 2
倍以内になる。しかし、関東支部の代議員数は過半数以上である一方、四国は 2 名という状況
については検討が必要である。学会としてはこの問題について 1 月に収束させ、来年 3 月申請
する予定である。
・定款変更案について
主な変更として、第 4 条「社会貢献」
、第 5 条（７）
「外部への提言ならびに助言」他。
・
「大きな自然に呼応する建築」入選者について
(3) 第 2 回支部長会議報告（松井支部長）
資料‑3，回覧‑3
(4) 能力開発支援制度登録システム廃止のお知らせ（中原総務幹事）
回覧‑4
中原総務幹事から建築学会としては行わない旨説明がなされた。
2. 支部関係報告
(1) 7 月・8 月・9 月・10 月の支部事業報告について（中原総務幹事）
資料‑4
中原総務幹事から説明がなされた。
(2) 7 月・8 月・9 月・10 月の支部会計報告について（上瀧会計幹事）
資料‑5
後述(8)
(3) 「作品選集 2011」九州支部審査結果について（蜷川学術幹事）
資料‑6
・支部応募件数 20 件，支部推薦 8 件，本会入選 5 件
蜷川学術幹事から資料‑6 の 116 番〜121 番について掲載決定した旨説明がなされた。
(4) 支部共通事業設計競技について（田上学術幹事）
1) 2010 年度「大きな自然に呼応する建築」本会審査結果
資料‑7
支部入選 22 点中 優秀賞＋タジマ奨励賞：1 件（九州大学）
，佳作＋タジマ奨励賞：1 件（九州
工業大学）
，タジマ奨励賞：4 件（佐賀大学，福岡大学，九州大学×２）
2) 2011 年度設計競技課題アンケートならびに開催日程（案）
資料‑8

田上学術幹事から説明がなされた。
(5) 2011 年度大会研究集会のテーマ立案依頼（田上学術幹事）
資料‑9
・支部締切：2010 年 9 月 24 日，本会締切：2010 年 9 月 30 日
・提案なし
(6) 2010 年度日本建築学会九州支部研究発表会募集要項・発表要項等（田上学術幹事）
資料‑10
・募集要項は会告掲載依頼済み。HP 公開(10/8)済み
田上学術幹事から説明された。
(7) 建築九州賞「作品賞」について（蜷川学術幹事，志賀作品賞運営協議会幹事）
資料‑11
・第 1 次選考，第 2 次選考結果および今後の審査予定
蜷川学術幹事から簡単な説明なされた後に、
志賀幹事から詳細説明がなされた。
「九州建築賞 2010」
は 700 部発行の予定。パネル巡回の送料は支部による支払いになるように検討することになった。
来年度までは募集と選考を毎年するが、第 5 回目以降は隔年で開催の予定である。これは毎年開
催の場合、運営者の負担が大きいこと、重賞がおきること等の問題点を解決するためである。来
年度は引き継ぎも必要である。運営者についは、九大あるいは福岡以外でも持ち回りするように
する。
(8) 2010 年度支部会計上半期の予算執行状況について（上瀧会計幹事）
資料‑12
(9) 事務所費交付金の改訂（上瀧会計幹事）
資料‑13
(10) 第 2 回 2010 年度支部費等の交付金送金のお知らせ（上瀧会計幹事）
資料‑14
・合計 1,535,000 円
以上(8)〜(9)について上瀧会計幹事から説明がなされた。
(11) 2011 年度特色ある支部活動企画案の提出及び審査報告について（田上学術幹事）
資料‑15
・山田先生から提案：
「三建築家の故郷、肥前唐津の近代まちづくり研究
−実業家大島小太郎の都市パトロネージ」
・本会提出締切：2010 年 9 月末（提出済み）
松井支部長から説明がなされた。
(12) 日本建築学会建築文化事業（中原総務幹事）
資料‑16
1) 「建築文化週間 2010」報告（10/10）
2) 「親と子の都市と建築講座」開催予定（11/29）
中原総務幹事から報告がなされた。
(13) 平成 23 年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）の案内（中原総務幹事）
回覧‑5
・支部締切：2010 年 10 月 14 日
山川先生（琉球大）からの申請が 1 件あることが報告された。
(14) その他（中原総務幹事）
1) 各種案内
回覧‑6
Ⅲ．審議事項
1. 2011 年度九州支部通常総会の日程等について（中原総務幹事）
候補日程 2011 年 5 月 21 日（土）
（会場仮予約ずみ）
・2011 度本会通常総会：2011 年 5 月 30 日（月）以前に開催する
・2010 年度九州支部通常総会：2010 年 5 月 22 日（土）
中原総務幹事から説明があり了承された。
2. 第 12 期代議員および 2011 年支部役員（支部長・常議員）候補者について
資料‑17
・支部締切：2010 年 11 月 30 日，本会締切：2010 年 12 月 10 日 （支部長・中原総務幹事）
中原総務幹事・松井支部長から説明があり了承された。
3. 2011 年日本建築学会大賞業績候補の推薦依頼について（中原総務幹事）
資料‑18

・支部締切：2010 年 10 月 14 日，本会締切：2011 年 1 月 21 日
・現在まで推薦 1 件（構造委員会山川委員長より）
中原総務幹事から、九州大学名誉教授松井千秋先生が推薦されている旨説明がなされ了承された。
4. 2011 年日本建築学会文化賞候補業績の推薦依頼について（中原総務幹事）
資料‑19
・支部締切：2010 年 10 月 14 日，本会締切：2010 年 12 月 17 日
5. 2011 年日本建築学会教育賞候補の推薦依頼について（中原総務幹事）
資料‑20
・支部締切：2010 年 10 月 14 日，本会締切：2010 年 10 月 29 日
6. 建築九州賞「業績賞」の推薦について（中原総務幹事）
資料‑21，回覧‑7
・支所及び研究委員会からの推薦締切：2010 年 10 月 14 日
・現在まで推薦 1 件（丹羽佐賀支所長より）
上記 4〜6 について説明がなされ了承された。
7. 建築九州賞「功労賞」の推薦について（中原総務幹事）
資料‑41
・支所及び研究委員会からの推薦締切：2010 年 10 月 14 日
・現在まで推薦なし
上瀧会計幹事から 30 年以上の会員を建築九州賞「功労賞」に推薦したいとの説明がなされた。審
議の結果、会員を繋ぎ止めと来年度以降の「功労賞」候補の確保を考え、今年度は会員年数 35 年
以上の 4 社を推薦することに決まった。
8. 建築九州賞「研究新人賞」候補の選考・推薦依頼について（田上学術幹事）
資料‑22
田上学術幹事から説明がなされ了承された。
9. 支部長賞の推薦依頼について（福田総務幹事）
資料‑23
・規程及び推薦依頼校の確認
福田総務幹事から説明なされた。支部長賞記念品について議論がなされ、12 月の幹事会に提案す
ることになった。
10. 2010 年度日本建築学会九州支部研究発表会について
・設計競技表彰式・講演会・懇親会・研究発表会について（二宮常議員）
資料‑24
・会場教室割、1 月号会告（11 月 30 日締切）
（二宮常議員）
二宮学術幹事から説明がなされた。設計競技表彰式について従来研究者集会の際に行われていた
が、今年度は懇親会時に実施したい旨説明がなされ議論した結果、了承された。
・研究者集会について（田上学術幹事）
日時：３月６日（日）12:50〜13:20，会場：鹿児島大学
研究者集会についても中原総務幹事が計画・運営を担当することが決まった。
・研究報告集の印刷・CD‑ROM の見積もりについて（田上学術幹事）
資料‑25
・プログラム編成作業の手順と日程（田上学術幹事）
資料‑26
・プログラム編成委員の推薦依頼（田上学術幹事）
田上学術幹事から説明がなされた。
・九州建築選の販売（価格の設定等）について（中原総務幹事）
中原総務幹事から説明がなされた。旧版在庫を処理するために 1 部 500 円で販売、支部研実行委
員会に委任、輸送方法は今後検討することが決まった。
11. 支部共通事業「小規模建築物基礎設計例集」講習会について（中原総務幹事）
資料‑27
・日時：2011 年 3 月 2 日（水） 支部役員挨拶，司会及びアルバイトの選定について
中原学術幹事から説明がなされ了承された。
12. 2010 年度国際交流事業について（田上学術幹事）
資料‑28
田上学術幹事から説明がなされた。計画の時間帯は西沢氏講演会（15 時）と重複するので厳しい状
況であるため、開催時間を 3/5 午後 12 時 30 分〜14 時 30 分に変更することが決められた。建築雑

誌の会告に掲載することが決められた（会告締切 11/30）
。
13. 2010 年度日本建築学会支部研究補助費（20 万円）の使途について（中原総務幹事）
中原総務幹事から説明がなされた。
14. 2011 年度日本建築学会九州支部研究発表会の開催地等について（中原総務幹事）
資料‑29
・開催候補地：福岡（次候補：大分）
，開催月：2011 年 3 月
・アンケートの廃止
中原総務幹事から説明がなされ了承された。
15. 2011 年度支部共通事業設計競技の支部審査員について（田上学術幹事）
資料‑30
田上学術幹事から説明がなされ了承された。
16. 2011, 2012 年度日本建築学会作品選集支部選考部会委員の推薦について(中原総務幹事) 資料‑31
17. 2011 年支部文化事業企画委員会の委員について（中原総務幹事）
資料‑32
・担当：2011 年 大分支所（佐藤先生） 2012 年 鹿児島支所（友清先生）
，
2013 年 熊本支所（河野先生）
中原総務幹事から説明がなされ了承された。
18. 本部災害委員会委員の推薦について（中原総務幹事）
回覧‑8
・本会締切：2011 年 3 月末
支部の災害委員会から本部に推薦することに決まった。
19. 司法支援建築会議地方組織化の窓口について（松井支部長）
資料‑33
支部長として受ける旨説明があり、了承された。
20. 2010 年度における叙勲・褒賞者の確認依頼について（中原総務幹事）
回覧‑
21. 2011 年度事業計画案・予算案の策定方針について
資料‑34
監査用の基本方針のみ作成する．
（支部長・総務幹事・会計幹事）
会計幹事と相談の上、策定案に具体的な数値を盛り込む。2011 年度は法人還付金を 1 件 30,000 円
に戻すことが決まった。
22. 2011 年度事業計画案について（福田総務幹事）
資料‑35・参考資料 1
・本会締切：2010 年 12 月末
資料‑35 はなかったので、参考資料１で説明。資料‑35 については次回幹事会で説明。
23. 2011 年度予算編成に伴う支部費等交付金の照会について（高須会計幹事）
資料‑36
基本的に変更なし。支部費は前年度から約 30 万円
24. 2011 年度予算案について（高須会計幹事）
資料‑37
・2011 年度九州支部研究委員会経費配分（案）について
参考資料 2
・本会締切：2010 年 12 月幹事会後（1 月中旬迄修正可）
考え方は基本的に 2010 年度と同様。予算額は 1000 円単位で計算。法人還付金は前述のとおり。予
算は約 100 万円赤字になる現状でよいのか？支部役員会実施方法の改善により支出削減（配布資料
の電子化、メール会議による開催数の低減）
、今後のために対策案を考えて高須会計幹事に連絡する
こと。赤字の許容限度について認識を持つようにする（e.g.年 50 万円←全国大会、受託研究）
。
支所費に関する訂正を行い、本予算案を本部に提出する。
25. 事務局員の次年度給与について（上瀧会計幹事）
別添資料
説明があり了承された。
26. 支部事務局のコピー機入れ替えについて（高須会計幹事）
回覧‑9
・5 年間リース 12,075 円(税込み)／月
27. 「九州支部基金」の規程の条文化について（上瀧会計幹事）
資料‑38
これまで規定がなかったので新たに規定を作成し、その説明がなされた。意見等があれば上瀧会計幹事
にメールで連絡することになった。
28. 「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‑39

上瀧会計幹事から説明がなされ承認された。今後余剰金は九州建築学術振興会に入金する。振興会
の住所訂正。
29. 「九州支部基金」の活用の申し入れ（環境改善、引っ越し費用等）(上瀧会計幹事)
資料‑40
上瀧会計幹事から説明がなされ了承された。承認理由を申し入れ書に加筆することになった。
30. 支部事務所の環境改善について（高須会計幹事）
・接着剤（床タイルカーペット）
、騒音（立体駐車場、幹線道路）で体調不良
ビル管理会社に調査を依頼する方向で行くが、測定項項目等の仕様書を作成し、松井支部長に連絡
することになった。
31. その他（中原総務幹事）
沖縄支所長からメールで連絡があった。支所長が常議員会に出席することはできないのかと沖縄支
所長からメールで問い合わせがあった。支所長の常議員会への参加は構わないが、意見を述べる権
限はない。
Ⅴ．次回会議日程
1. 12 月幹事会
日時：2010 年 12 月 21 日（火）14:00〜
報告は PDF 化し、会議ではプロジェクタで表示する。
2. 1 月常議員会
日時：2011 年 1 月 18 日（火）14:30〜
※文化事業企画委員会：13:30〜14:30
3．2 月幹事会
日時：2011 年 2 月 14 日（火）14:00〜
※場所：いずれも九州支部事務局会議室

