（社）日本建築学会九州支部 5 月新旧常議員会 議事録
日時：2011 年 5 月 21 日（土）13:00〜14:00
場所：福岡建設会館 7 階 703 会議室
出席者：松井支部長，藤本新支部長，中原総務幹事，田上学術幹事，上滝会計幹事，位寄常議員，二宮
常議員，福田総務幹事，蜷川学術幹事，髙須会計幹事，大谷常議員，小島常議員，渡嘉敷常議員，山口
総務幹事，岡田学術幹事，内山会計幹事，穴井常議員，鈴木常議員，武田常議員，佐藤大分支所長，友
清鹿児島支所長，丹羽佐賀支所長（建築歴史・意匠委員長）
，志賀作品賞運営協議会幹事，竹田材料・施
工委員長，依田環境工学委員長，北岡建築計画委員長，坂井都市計画委員長，日高災害委員長，大鶴旧
環境工学委員長，事務局 伊地知（敬称略）
議事録作成：山田
Ⅰ．本日のスケジュールについて（中原総務幹事） 説明された。
別添資料
合同役員会，新旧常議員会，通常総会，支部事業報告会，建築九州賞表彰式･表彰者講演，懇親会
Ⅱ．前回議事録確認
1. 3 月常議員会議事録（案）
（蜷川学術幹事作成） メールにて送付済み
2. 4 月幹事会議事録（案）
（田上学術幹事作成） メールにて送付済み
それぞれ承認された。
Ⅲ．報告事項
時間の都合上、添付資料を各自確認し、回覧物は自由閲覧された。
1. 本部関係報告
(1) 3・4 月理事会報告（松井支部長）
資料‑ 1，回覧‑
(2) 4 月支部長会議報告（松井支部長）
資料‑
(3) 4 月学術推進委員会報告（蜷川学術幹事）
資料‑
(4) 2011 年 3 月通常総会資料について（中原総務幹事）
回覧‑
(5) 2011 年度本部事業計画・収支予算書について（中原総務幹事）
回覧‑
(6) 第 12 期代議員選挙結果について（中原総務幹事）
回覧‑
(7) 本部役員（会長 1 名，副会長 3 名，監事 1 名）選挙結果について（中原総務幹事）
回覧‑
2. 支部関係報告
(1) 3 月，4 月の支部事業報告について（中原総務幹事）
資料‑
(2) 3 月の支部会計報告について（上瀧会計幹事）
資料‑
(3) 2010 年度の支部会計報告について（上瀧会計幹事）
資料‑
(4) 2011 年度支部費等の交付金送金について（高須会計幹事）
資料‑
(5) 2011 年支部役員（支部長・常議員）選挙結果について（松井支部長）
資料‑
(6) 支部 HP のコンテンツの移動について（中原総務幹事）
回覧‑
・国立情報学研究所サービス終了のため本部サーバーへ移動
http://wwwsoc.nii.ac.jp/kbaij/ → http://news‑sv.aij.or.jp/kyushu/
(7) 事務連絡会議について（伊地知事務員）
(8) その他
1) 寄贈図書（中原総務幹事）
回覧‑
・2010 年度日本建築学会中国支部研究報告
・鹿島 技術研究所年報
・奈良文化財研究所
ベトナム社会主義共和国トゥアティエン・フエ省フォックティック村集落調査研究所
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倉見屋荻野家住宅調査報告書
山木遺跡出土建築部材調査報告書
重要文化財建造物現状変更説明 1956‑1958 本文編
重要文化財建造物現状変更説明 1956‑1958 図版編
2) その他

回覧‑ 8

Ⅳ．審議事項
松井支部長の進行のもと、各担当から説明があり、全て承認された。出された意見は
各項に記す。
1. 2011 年度九州支部通常総会の議案および資料について（中原総務幹事）
資料‑ 9
・2010 年度事業報告（中原総務幹事）
・2010 年度収入支出決算報告（上瀧会計幹事）
・2011 年度事業計画（福田総務幹事）
・2011 年度収入支出予算（高須会計幹事）
・委任状の回収状況について（中原総務幹事）
5/20 現在 54 通
欠席予定者への委任状提出依頼（全常議員）
総会成立条件：支部正会員数の 1/30≒62.53 以上（現在支部正会員数：1,876 名）
2. 2011 年度九州支部の役員構成について（中原総務幹事）
資料‑10，回覧‑ 9
・支部各幹事の選任（運営資料 III-1-1：常議員から支部長が毎期選定し常議員会で承認）
・支部監事の選任（運営資料 III-1-1：支部長が選定し常議員会で承認）
・支部選挙管理委員会委員の選任（運営資料 III-2-9）
3. 2011 年度九州支部研究委員会について（福田総務幹事）
資料‑11
・各研究委員会の委員長および委員について（運営資料 III-2-9：支部長が毎年委嘱）
材料・施工委員会委員長・河上嘉人（近畿大学）→ 竹田吉紹（西日本工業大学）
環境工学委員会委員長・ 大鶴 徹（大分大学）→ 依田浩敏（近畿大学）
都市計画委員会委員長・ 出口 敦（九州大学）→ 坂井 猛（九州大学）
災害委員会委員長・
前田潤滋（九州大学）→ 日高圭一郎（九州産業大学）
4. 九州支部運営資料の更新について（福田総務幹事）
回覧‑10
・2011 年度九州支部事業日程と役割分担について（福田総務幹事）
資料‑12
5. 2011 年度第 51 回日本建築学会九州支部研究発表会について（福田総務幹事，岡田学術幹事）
・ 開催日：2012 年 3 月 4 日（日） 会場確認済み
・ 担当校・会場校：西日本工業大学 小倉キャンパス
6. 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‑13，回覧‑11
・昨年度との変更点は、第１次選考通過作品の掲載料を 15,000 円アップし収支の安定化を図る。記
録誌の寄贈先を拡大し（市町村役所・図書館、県立美術館、高校・専門学校・大学等）
、周知に努め、
建築文化の裾野を広げる。年度会計と一致させるため、スケジュールを２ヶ月弱前倒しする。
・募集要項のホームページアドレスが旧アドレスのため、訂正する。
7. 2011 年度建築文化事業・建築文化週間企画書提出について（佐藤大分支所長）
資料‑14
大分のまちと建築−過去から未来へ（仮題）10 月 29 日（土）開催予定．5 月末締切．
8. 災害委員会からの「2011 年度支部企画の募集」について（中原総務幹事）
資料‑15
・1 件申請済み（災害フォーラムの実施）
9. 建築九州賞・功労賞について（上瀧会計幹事）
資料‑16
10. 受託研究の受託について（中原総務幹事）
資料‑17
(1) 研究題目：傾斜風に対する送電線変形が鉄塔に及ぼす影響
・期
間：契約締結日より 2012 年 3 月 10 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(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）
11. 司法支援建築会議について（松井支部長）
12. その他
Ⅳ．次回会議日程
1. 6 月幹事会
日時：2011 年 6 月２４日（金）１４時〜
※場所：九州支部事務局会議室
2. 7 月常議員会
日時：2011 年 7 月２９日（金）１４時〜
※場所：九州支部事務局会議室

回覧‑12

