（社）日本建築学会九州支部３月常議員会 議事録
日時：2011 年３月 15 日（火）14:00～
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、位寄常議員、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 下線欠席）
議事録作成：蜷川

Ⅰ．前回議事録確認
1. 1 月常議員会議事録（案）
（渡嘉敷常議員作成） メールにて送付済み
2. 2 月幹事会議事録（案）
（福田総務幹事作成） メールにて送付済み
Ⅱ．報告事項
1. 本部関係報告
(1) 1 月，2 月担当理事会報告（松井支部長）
資料の通り。松井支部長は理事会に欠席のため説明は省略された。
(2) 3 月理事会報告（松井支部長）
地震発生のため、途中で終了したため説明は省略された。
(3) 支部長会議報告（松井支部長）
東日本大震災のため、開催が延期された。

資料-1，回覧-1

2. 支部関係報告
(1) 1 月，2 月の支部事業報告について（中原総務幹事）
資料-2
資料の通り、報告がなされた。
(2) 12 月，1 月の支部会計報告について（上瀧会計幹事）
資料-3
上瀧会計幹事欠席のため、説明は省略された。
(3) 2010 年度日本建築学会支部 共通事業
「小規模建築物基礎設計例集」講習会
・日時：2011 年 3 月 2 日（水）
，場所：福岡建設会館，参加者：61 名（蜷川学術幹事）
上記の通り、報告がなされた。
(4) 建築九州賞「作品賞」について（田上学術幹事，志賀作品賞運営協議会幹事）
資料- 4，25
資料４のとおり、2010 年度の表彰作品、会計状況の報告がなされた。志賀作品賞運営協議会幹事
より、2011 年度の計画案と運営収支の改善案の提案があった。これらの方向性については了承さ
れたが、詳細を４月の幹事会にて協議することとなった。収支に関しては、提案を組み込んだ支
部全体の予算計画の資料を会計幹事が作成し、それを元に検討することとした。
(5) 支部費等交付金について（上瀧会計幹事）
・2010 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-５
上瀧会計幹事欠席のため、説明は省略されたが、資料の通りの交付金があることを確認した。
(6) 2011 年度全国大学・高専卒業設計展示会の開催日程について（小島常議員）
資料-６
資料の通り、報告がなされた。
(7) 2010 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（中原総務幹事）
資料- 7
資料の通り実施されたことが、報告された。岡田先生より、事業報告書（収支会計報告を含む）
が提出されていることを確認した。

(8) その他（中原総務幹事）
1) 寄贈図書
・日本建築学会 「小規模建築物基礎設計例集」
・日本建築学会 2010 年度設計競技優秀作品集「大きな自然に呼応する建築」
・日本建築学会東海支部研究報告集第 49 号
・萬翠荘調査報告
2) その他の各種案内
以下に関する報告書が支部に届いていることが報告された。
・ＭＡＴ ＦＵＫＵＯＫＡ
・合同研究シンポ「建築分野における災害研究」
・ＪＩＡ全国大会 2010 九州の開催報告書（CD）

回覧-2

回覧- 3

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（中原総務幹事）
資料-８
上記について確認と協議を行なった。資料からの変更点は以下の通り。
昼食会では、支部長の挨拶と出席者に簡単な自己紹介をしてもらう。
合同役員会・常議員会は合同で行い、あわせて 100 分間とする。内容は、支部長より法人制度と
2011 の事業計画について説明を行なう。研究委員会・支所の活動報告を行なう。議案を裂作成し、
出席者に配布する。
総会では、冒頭に支部長挨拶と現常議員の紹介、終わりに新支部長挨拶と新常議員の紹介を行う。
時間はそれぞれ 10 分とする。
九州の表彰式は以下のように進める。趣旨説明（５分・田上学術幹事）
、表彰状授与(10 分・松井
支部長)、選考経過報告(５分・常岡選考委員長)
建築文化週間の報告は堀先生に依頼し、受諾頂いた。親と子の都市と建築講座については、水野
氏に依頼済みであるが、回答がないので、再度連絡を行なう。
・懇親会企画について（福田総務幹事）
資料に基づき内容を協議した。司会は福田総務幹事とする。招待者は全員を壇上に上げて紹介し、
代表としてお一人の方にご挨拶を頂く。会費は 3000 円とする。
・ポスター作成と賞状盆について（中原総務幹事）
資料-10
ポスターについて確認した。賞状盆はどこからかお借りすることで対応する。
2. 2010 年度 50 回日本建築学会九州支部研究発表会について（二宮常議員）
・研究者集会について（福田総務幹事）
（資料-11 は欠番）
・研究報告 CD-ROM 対応について（田上学術幹事）
資料-12
当日販売用 CD の支部会場への不達は、単純な梱包の忘れが原因である。
・電子投稿経費および報告集の販売状況について（田上学術幹事）
支部研究報告会は単体で約 70 万円の黒字となる模様である。報告集のキャンセルがいくつかあり
混乱が生じたが、来年度はキャンセルが可能な期間を定めてそれ以降のキャンセルは受け入れな
い方針とする。詳細については、来年度の要綱の作成時に再度協議を行う。
3. 2010 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-13，回覧- 4
資料-13 の推薦者を全て受賞対象とすることが承認された。来年度、推薦依頼の発送先リストを
再確認することとした(総務幹事担当)。
4. 2011 年度講習会事業計画（案）について（中原総務幹事）
資料-14
・本部から 0 件予定との報告があったことを了承された。
5. 2011 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-15

資料-15 のとおり申請することが了承された。
6. 2010 年度建築九州賞「研究新人賞」の選考について（中原総務幹事）
資料-16
資料-16 の推薦者を全て受賞対象とすることが承認された。
7. 2010 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（中原総務幹事）
資料-17 の推薦者を全て受賞対象とすることが承認された。
資料-17
8. 研究委員会・支所等の 2010 年度事業報告について（中原総務幹事）
回覧-5
報告書を回覧して確認を行ない、承認した。
9. 2010 年度事業報告：本部提出用（中原総務幹事）
資料-18
資料-18 を、提出締め切りぎりぎりまで情報を確定して記入して提出することが承認された。
作品選集の情報を伊地知に確認して記入する。支部研究補助費助成については、志賀志賀作品賞運
営協議会幹事に作成を依頼する。
10. 2011 年度事業計画案：総会資料用（福田総務幹事）
（資料-19 は欠番）
福田総務幹事より口頭で説明があり、了承された。
11. 災害委員会 2011 年度支部企画の募集について（中原総務幹事）
資料-20、回覧-６
災害委員会に伝達済みであることが了承された。
12. 九州支部支部長賞のホルダーについて（松井支部長）
回覧-7
証書ホルダーの確認を行い、採用することが承認された。
13. 本部都市計画委員会委員の推薦：三島伸雄佐賀大学准教授が推薦された（中原総務幹事） 資料-21
上記の通り承認された。
14. 2011 年度国際交流振興基金の援助申請について（福田総務幹事）
資料-22
資料-22 の通り申請したことが了承された（大学の名称など一部修正がある）
。
15. 研究報告のデータの使用について（田上学術幹事）
要望の詳細が不明のため、発表者個人に直接連絡し、当事者間で協議するように伝達することとし
た。経過については、メールで常議員に報告する。
16.東北地方太平洋沖地震について（中原総務幹事）
当面は、九州支部の常議員会としての特別な対応は行わないこととした。本部や被害があった支部、
九州支部の災害委員会、構造委員会などから協力の要請があれば、積極的に応じることとする。
17.その他（中原総務幹事）
(1) 後援名義の使用（依頼）
回覧-8
以下について使用を承認した。
・ NPO 法 人 建 築 技 術 支 援 協 会 ・ ( 社 ) 日 本 建 築 構 造 技 術 者 協 会 (JSCA) シ ン ポ ジ ウ ム
「構造設計者の使命・目標・責任に関する討論会」
・福岡大学 建築展とシンポジウム 2011「夢の向こう側」
・建築積算学校九州校第 36 期（平成 23 年度）
（(社)日本建築積算協会九州支部）
(2) 支部長の支部研究発表会への旅費及び宿泊料について（中原総務幹事）
支出しないことが了承された。
(3) 新事務所の環境改善について
・対策費用の支払いについて（中原総務幹事）
資料-23
医療費(交通費含む)は労働保険より支出する。プリンター，Wi-Fi 代，場所代(コーヒー代)，関
連書籍費は支部より支出する（プリンターは特別経費）
。電話代、光熱費は支出を行なわない。
・床の張替えについて（松井支部長）
資料-24
資料に基づき説明があり、工事を行なうことを承認した。現状復旧に関する証拠として、着工
前に室内の写真を多田林産立会いの上で撮影する。
(4)会計監査について
・4 月 21 日もしくは 22 日の午前に行なう。主席者は、支部長、会計幹事、総務幹事とする。

・来年度の監査員は、松井先生にかわり、崎野元支部長もしくは渡辺元支部長に依頼する。崎
野元支部長への依頼を中原総務幹事が行ない、経過をメールで常議員に報告する。

Ⅳ．次回会議日程
1. 4 月幹事会
日時：2011 年 4 月 26 日（火）14:00～
場所：九州支部事務局会議室
※会計監査会は，未定
2. 新旧常議員会・合同役員会
日時：2011 年 5 月 21 日（土）11：30～
※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

