（一社）日本建築学会九州支部 5 月新旧常議員会議事録
日時：2012 年 5 月 25 日（金）11:00〜12:00
場所：福岡建設会館 7 階 703 会議室
出席者：藤本支部長，福田総務幹事，蜷川学術幹事，高須会計幹事，山口総務幹事，岡田学術幹事，内
山会計幹事，高巣総務幹事，鶴崎学術幹事，阪根会計幹事，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，富来常議員，平瀬常議員，森下常議員
Ⅰ．本日のスケジュールについて（福田総務幹事）
別添資料
合同役員会，新旧常議員会，通常総会，記念講演会 支部事業報告会，建築九州賞表彰式，表彰者講
演会，懇親会
資料に沿って，本日 10 時〜19 時のスケジュールが説明された。
Ⅱ．前回議事録確認
1. 3 月常議員会議事録（案）
（岡田学術幹事作成） メールにて送付済み
追加修正はないことが確認された。
2. 4 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
追加修正はないことが確認された。
Ⅲ．報告事項
1. 本部関係報告
(1) 4 月，5 月理事会報告（藤本支部長）
資料‑ 1，回覧‑ 1
会費の長期滞納会員，5 月通常総会，2013 年度大会（北海道大学 8/30-9/1）など，資料の説明およ
び回覧によって報告がなされた。
(2) 第 3 回支部長会議報告（藤本支部長）
回覧‑ 2
理事・幹事の専任，規程類の改廃，若手設計者のための表彰制度の整備，国際交流振興基金から
九州支部に 36 万円の補助決定，関東以外の副会長の割合を増やす方針にあることなど，資料の説明
および回覧によって報告がなされた。
(3) 4 月学術推進委員会報告（岡田学術幹事）
資料‑ 2
2012 年度大会について（過去最大の発表予定数）
，学会賞記念講演，調査研究委員会の予算配分
の再構築，建築雑誌に大会関連の情報を掲載しないことなど，資料に沿って報告がなされた。
(4) 2012 年 3 月通常総会資料について（福田総務幹事）
回覧‑ 3
回覧によって報告がなされた。
(5) 2012 年度本部事業計画・収支予算書について（福田総務幹事）
回覧‑ 4
回覧によって報告がなされた。
(6) 本部役員（副会長候補者 2 名，監事候補者 1 名）選挙結果について（福田総務幹事） 回覧‑ 5
回覧によって報告がなされた。
2. 支部関係報告
(1) 3 月，4 月の支部事業報告について（福田総務幹事）
資料‑ 3
資料に沿って報告がなされた。
(2) 3 月，4 月の支部会計報告について（高須会計幹事）
資料‑ 4
3 月については次の議案(3) とともに報告がなされた。4 月については資料に沿って報告がなされた。
(3) 2011 年度の支部会計報告について（高須会計幹事）
資料‑ 5
資料に沿って，事業活動の収支決算額が約 20 万円の黒字であったことなど，資料-9 も踏まえて報告
がなされた。

(4) 2012 年度支部費等の交付金送金について（内山会計幹事）
資料‑ 6
本部からの送金を受理した旨，報告がなされた。
(5) 2012 年支部役員選挙結果について（福田総務幹事）
資料‑ 7
役員当選について資料に沿って報告がなされた。
(6) 支部研究報告会収支報告について（蜷川学術幹事）
資料‑ 8
資料に沿って，約 100 万円の黒字であったことなどが報告された。今回から，発表登録費に CD 購
入費を含める方法に変更したことについて報告がなされ，それについて異論などはなく今後も同様の
方法とすることが確認された。
(7) 受託調査の報告について（福田総務幹事）
回覧‑ 6
・調査研究名：傾斜風に対する送電線変形が鉄塔に及ぼす影響把握研究
・調査研究名：業務用ビルにおける省エネルギー化に向けた性能検証及び
最適運用の確立に関する研究
回覧によって詳細の報告がなされた。
(8) 支部事務所移転について（福田総務幹事）
回覧‑ 7
一般社団法人 日本建築学会九州支部
〒810‑0001 福岡市中央区天神 4‑7‑11 第１大西ビル 5F
Tel：092‑406‑2416 Fax：092‑406‑2418
報告がなされた。
(9) 事務連絡会議について（伊地知事務員）
参加した旨，報告がなされた。
(10) その他
1) 寄贈図書（福田総務幹事）
・一般社団法人 日本建築学会 定款・一般規則・選挙規則・倫理綱領・行動規範
・2011 年度日本建築学会中国支部研究報告 CD
・福岡県総合計画「県民幸福度日本一」の福岡県を目指して
・九州新幹線（博多・新八代間）工事誌
・建築の試験・研究情報誌 GBRC Vol.37
・建築と積算 2012 春
報告がなされた。定款等に関しては冊子が配布された。
Ⅳ．審議事項
1. 2012 年度九州支部通常総会の議案および資料について（福田総務幹事）
資料‑ 9
・2011 年度事業報告（福田総務幹事）
・2011 年度収入支出決算報告（高須会計幹事）
・2012 年度事業計画（山口総務幹事）
・2012 年度収入支出予算（内山会計幹事）
・委任状の回収状況について（福田総務幹事）
5/23 現在 27 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≒61.76(昨年 62.53) （支部正会員数：1,853 名(昨年 1,876 名)）
資料に沿って説明がなされ，承認された。なお，委任状は 74 通，参加予定者は 60 名，計 134 名（予
定）で，本日の総会が成立することが報告された。
2. 2012 年度九州支部の役員構成について（福田総務幹事）
資料‑10
・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）
資料に沿って説明がなされ，承認された。

3. 2012 年度九州支部研究委員会について（山口総務幹事）
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）
構造委員会委員長・山川哲雄（琉球大学）→ 津田惠吾（北九州市立大学）
建築計画委員会委員長・北岡敏郎（有明工業高等専門学校）→ 鈴木義弘（大分大学）
資料に沿って各研究委員会の名簿の記載内容が確認され，承認された。
4. 九州支部運営資料の更新について（山口総務幹事）
資料‑12，回覧‑ 8
・2012 年度九州支部事業日程と役割分担について（山口総務幹事）
資料の説明および回覧によって，常議員・幹事の役割分担などが確認され，承認された。
5. 2012 年度第 52 回日本建築学会九州支部研究発表会について（山口総務幹事）
・開催日：2012 年 3 月 3 日（日） 会場確認済み
・担当校・会場校：大分大学
開催日と会場について承認された。
6. 建築九州賞（作品賞）について（岡田学術幹事，志賀作品賞運営協議会幹事）
資料‑13
資料に沿って説明がなされ，決算案および資料の内容について承認された。また，次年度以降の運
営体制を見直す必要性が説明され，各支所との共催を働きかける可能性があることが説明された。
7. 2012 年度建築文化事業・建築文化週間企画書提出版について（鈴木常議員）
資料‑14
都市の「史」と「景」を活かす 期日：平成 24 年 10 月 27 日(土)
主催:日本建築学会九州支部・鹿児島支所/ 鹿児島大学工学部建築学科
後援:鹿児島県建築士会、日本建築家協会九州支部鹿児島会他
資料に沿って計画が説明された。この企画を本部に提出したことが報告され，承認された。
8. 災害委員会からの「2012 年度支部企画の募集」について（福田総務幹事）
資料‑15
・1 件申請済み（災害フォーラムの実施）
支部災害委員会から提出された企画について資料に沿って説明があった。この企画を本部に提出し
たことが報告され，承認された。
9. 会費長期滞納者について（福田総務幹事）
資料‑16
九州支部に 110 名いること，退会するためには本人の意思表明が原則必要だが指導教員からの連絡
でも可能なことなどが，資料に沿って説明された。常議員が，働きかけることが可能な該当者に応対
することが承認された。
10. 建築九州賞作品賞・功労賞について（福田総務幹事）
資料‑17
授賞式の欠席が 2 件あることが，資料に沿って説明された。
11. 受託研究の受託について（福田総務幹事）
資料‑18
(1) 研究題目：住吉中ブロック小中連携校の室内環境評価
・期
間：契約締結日より 2012 年 8 月 31 日まで
・委 託 費：1,077,300 円（消費税を含む）
・委 託 者：福岡市
・受 託 者：日本建築学会九州支部 支部長 藤本一壽
・調査特別委員会委員長：林徹夫（九州大学教授）
資料に沿って説明がなされ，承認された。
12. その他
(1) 後援名義の使用（依頼）
（福田総務幹事）
回覧- 8
・第 25 回福岡県美しいまちづくり建築賞（福岡県）
回覧によって説明がなされ，承認された。
Ⅳ．次回会議日程
1. 6 月幹事会
日時：2012 年 6 月 19 日（火）14 時〜

（昨年度開催日 2011 年 6 月 24 日）

※場所：九州支部事務局会議室
この日程で実施されることが確認された。
2. 7 月常議員会
日時：2012 年 7 月 26 日（木）14 時〜
（昨年度開催日 2011 年 7 月 29 日）
※ 場所：九州大学（箱崎キャンパス，詳細は後日案内）
この日程で実施されることが確認された。

