
（社）日本建築学会九州支部 3月常議員会議事録 
 
日時：2012年 3月 21日（水）10:00 ～ 3月 22日（木）16:00 

場所：メール会議 

出席者：藤本支部長、福田総務幹事、山口総務幹事、蜷川総務幹事、岡田学術幹事、高須会計幹事、内

山会計幹事、大谷常議員、小島常議員、渡嘉敷常議員、穴井常議員、鈴木常議員、武田常議員、事務局 伊
地知 
議事録作成：岡田 

 
Ⅰ．前回議事録確認 
1. 1月常議員会議事録（案）（武田常議員作成） メールにて送付済み 

2. 2月幹事会議事録（案）（山口総務幹事作成） メールにて送付済み 

各自、確認し、意義がなかったため、確定することとする。 
 
Ⅱ．報告事項 
1. 本部関係報告 

(1) 2月担当理事会報告（藤本支部長） 

各自、議事次第を確認した。  

(2) 3月理事会報告（藤本支部長）                                                 資料- 1 

各自、議事次第を確認した。 

(3) 支部長会議報告（藤本支部長）                                                 資料- 2 

各自、資料を確認した。 

(4) 第13期代議員選挙結果について（福田総務幹事）                資料- 3 

各自、資料を確認した。 

 

2. 支部関係報告 

(1) 1月，2月の支部事業報告について（福田総務幹事） 資料- 4 

各自、資料を確認した。 

(2) 1月，2月の支部会計報告について（高須会計幹事） 資料- 5 

各自、資料を確認した。 

(3) 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- 6 

各自、資料を確認した。 

(4) 支部費等交付金について（高須会計幹事） 資料- 7 

・2011年度支部費精算，準会員還付金，支部経営助成費について 

各自、資料を確認した。 

(5) 2011年度51回日本建築学会九州支部研究発表会について（岡田学術幹事）  

・研究者集会について（山口総務幹事）     資料- 8 

各自、資料を確認した。 

・経費および報告集等の販売状況について（蜷川学術幹事） 資料- 9 

各自、資料を確認した。 

(6) 2011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（武田・渡嘉敷幹事）資料-10 

各自、資料を確認した。 

(7) 印鑑の作り直しについて（福田総務幹事） 資料-11 

「社団法人」を削除 印鑑４個 本部より補助有り 15000円 

各自、資料を確認した。 

(8) 2012年度支部共通事業・設計競技について（岡田学術幹事）            資料-12 



各自、資料を確認した。 

(9) 2012年度全国大学・高専卒業設計展示会の開催日程について（鈴木常議員）   資料-13 

各自、資料を確認した。 

(10) その他（福田総務幹事） 

1) 寄贈図書 資料-14 

・ 日本建築学会 2011年度設計競技優秀作品集「時を編む建築」 

・ 日本建築学会東海支部研究報告集第 50 号 

・ MESSE 2（福岡県建築士会） 
・ 竹中大工道具館 NEWS パンフレット 
・ 建築雑誌増刊 2012 作品撰集  

資料省略のため未確認。 
2) 法人会員の退会について 金秀建設（株）0070835 沖縄支所  資料-15 

各自、資料を確認した。 

 

Ⅲ．審議事項 
1. 2012年度九州支部通常総会について 

・会長訪問について（福田総務幹事）           資料-16 

会長は昼食から参加をお願いする。事務の同行を確認したところ、総務グループ長の森山氏が同行との

こと（森山氏は東海支部を訪問するため当日中に名古屋に移動、和田会長は懇親会後、福岡に宿泊し、

翌日朝、名古屋へ移動）。 

・スケジュールおよび役割分担について（福田総務幹事）           資料-17 

支部事業報告会に関して「親と子の都市と建築講座」の報告は水野氏に依頼し了解済み。「建築文化週間」

（大分支所）の報告は大谷常議員が担当する。 

・懇親会企画について(小島常議員，山口総務幹事) 資料-18 

乾杯の挨拶は会長に、閉会の辞は萩島監事にお願いする。なお、和田会長と森山氏は招待とする。 

・ポスター作成について（福田総務幹事） 資料-19 

以下の修正を加える。和田会長と講演会の題名の文字はもう少し小さくする。建築九州賞 表彰式・講演

の後に会を付ける。問い合せ先を新事務所に変更する。 

2. 2011年度九州支部支部長賞の授与について（福田総務幹事） 資料-20 

各自、資料を確認し、了承された。 
3. 2011年度事業報告：本部提出用（福田総務幹事） 資料-21 

・本部〆切4月 2日 

一部誤りがあったため以下の２カ所を修正する。建築九州賞「作品賞」の特別賞は当該年は該当なし。

「球磨研吾設計事務所」を「隈研吾設計事務所」に訂正。 

4. 2012年度事業計画案：総会資料用（山口総務幹事） 資料-22 

以下の指摘があった。支部研究発表会の講演会が、事業報告では研究発表会のカテゴリーに、事業計画

では講演会のカテゴリーに入っている。建築九州賞の「こもれびの舎保育園」は「こもれびのいえ保育

園」である。 

5. 2012年度講習会事業計画（案）について（福田総務幹事）               資料-23 

本部から1件予定 

構造関係では、該当なしとの意見があった。 

6. 2012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（福田総務幹事） 資料-24 

・3月 23日本部申請〆切 

同一小学校での連続開催は望ましくないとの指摘を受け、変更をお願いしたが、了解が得られる小学校

が今のところないとのことで、今回も、同一小学校となった。 

7. 2011年度建築九州賞「研究新人賞」の選考について（福田総務幹事） 資料-25 



各自、資料を確認し、了承された。 
8. 研究新人賞に関するヒアリング（アンケート）について（蜷川学術幹事）        資料-26 

アンケート５の項目の（）内の表現について指摘があり、修正が加えられた。 

9. 2011年度建築九州賞（研究新人賞，作品賞，功労賞）の表彰状について           資料-27 

昨年：フレーム（17個、無印良品）21,860円、賞状24枚:1,971円 

アルバイト代:18,000円（福田総務幹事・作品賞運営協議会幹事） 

各自、資料を確認し、了承された。 
10. 2013年作品選奨選考委員会委員候補の推薦について（藤本支部長、岡田学術幹事） 資料-28 

各自、資料を確認し、了承された。 
11. 2011年度選挙管理委員の補充について（福田総務幹事）  資料-29 

各自、資料を確認し、了承された。 
12. 2012年度選挙管理委員について（福田総務幹事）  資料-30 

今年度の管理委員である鶴崎先生（九大、次年度常議員候補）の辞任にともない、堺先生（福大）にお

願いすることが承認された。次年度の選挙管理委員（任期：６月１日～次年度５月３１日）は高須会計

幹事、中原先生（九大）、堺先生（福大）を推薦することになり、４月幹事会で確認し、５月常議員会に

諮り、確定することとする。 

13. 2012年度常議員の担当について（山口総務幹事）             資料-31 

各自、資料を確認し、了承された。 
14. 宮崎支所長、熊本支所長の交代について（福田総務幹事）       資料-32 

・新宮崎支所長：林田義伸（都城工業高等専門学校建築学科教授） 
・新熊本支所長：伊藤重剛（熊本大学大学院教授） 

各自、資料を確認し、了承された。 
15. 災害委員会2012年度支部企画の募集について（福田総務幹事） 資料-33 

・本部〆切5月 7日 

支部災害委員会に打診することとする。  

16. 2012年度国際交流振興基金の援助申請について（渡嘉敷常議員） 資料-34 

各自、資料を確認し、了承された。 
17. 旧事務所との解約について（内山会計幹事）                     資料-35 

各自、資料を確認し、了承された。 
18. 新事務所移転について（福田総務幹事）  

・ 新事務所との契約（内山会計幹事、福田総務幹事） 資料-36 

契約について、本部にも確認を依頼したところ、問題なかった。現事務所の解約に関しては、緊急解約

という形をとり、解約に伴う経費は、内山会計幹事にお願いする。 

・ 引越について（福田総務幹事）        資料-37 

引越は、３社見積の上、最低価格（￥１６８，０００）のアーク引越センターに決定。 

スケジュールは午後２時、梱包開始、3時頃、出発、３時半、荷下ろし開始、４時までに荷下ろし完了、

５時ぐらいまでに、荷解を終了する予定である。 

インターネット接続が可能な日程が 4 月 5 日となるため、電話、FAX 共５日間利用できない。切り替え

工事に２万円程度かかる予定。また、番号は変更。ネームプレートなどの経費が発生する予定。 

19. その他（福田総務幹事）                       

(1) 後援名義の使用（依頼）                            資料-38 

 ・ (社)日本建築積算協会 九州支部主催 「建築積算学校九州校第 37 期（平成 24 年度）」 
  期間：5/15-11/20 
各自、資料を確認し、了承された。 
 ・福岡大学 建築展とシンポジウム 2012『木で創る建築の「ゆめ」と「みらい」』 
  日時：4/28 アクロス福岡 



各自、資料を確認し、了承された。 
 ・第 35 回全国町並みゼミ福岡大会実行委員会、NPO 法人全国町並み保存連盟 
  第 35 回全国町並みゼミ福岡大会「城下町を彩る歴史的風景」 
  日時：6/1-3 
各自、資料を確認し、了承された。 
 

Ⅳ．次回会議日程 
1. 2011年度の会計及び会務監査会  

日時：2012年 4月 24日（火）13:00～14:00 

  場所：九州支部新事務所（予定） 

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神四丁目７番11号 第一大西ビル ５階 A号室 

名 称：一般社団法人 日本建築学会九州支部 

2．4月幹事会 

日時：2012年 4月 24日（火）14:00～ 

  場所：九州支部新事務所（予定） 

3．2012年度九州支部通常総会，合同役員会及び新旧常議員会 

日時：2012年 5月 25日（金）10:00～ 

  場所：福岡建設会館 


