
（社）日本建築学会九州支部1月常議員会議事録(案) 

 
記録：山田義智（琉球大学） 

日時：2007 年 1 月 26 日（金）14:00～17：00 
場所：九州支部事務局会議室 
出席者：竹下委員長，志賀常議員，太記常議員，森常議員，安井常議員，山成常議員，大井常議員， 
    島岡常議員，趙常議員，西川常議員，堀常議員，木村前常議員，事務局（伊地知） 
 
Ⅰ．前回議事録確認 
＊下記議事録は，異議なく了承された。 

1. 11 月常議員会議事録（案）（趙常議員）  メールにて送付済み 
2. 12 月幹事会議事録（案）（大井総務幹事）  メールにて送付済み 

 
Ⅱ．報告事項 
1. 本部関係報告 
＊配布資料に基づき以下の報告がなされた。 

(1) 12 月理事会報告（竹下支部長）             資料 1・回覧 1 
(2) １月担当理事会（竹下支部長）                 回覧 2        
(3) 学術推進委員会報告（太記学術幹事）            資料 2・回覧 3 

2. 支部関係報告 
(1) 支部研究報告原稿の電子投稿に関するアンケート結果について（木村前学術幹事） 資料 3 
＊ 来年度(熊本大会)から電子投稿実施に向かうということで議決した。 

各研究委員会へ，電子投稿にあたっての配慮事項などの意見調査を行うことで合意。 
(2) 11 月，12 月の業務報告（志賀，大井総務幹事）           資料 4 
＊資料に基づき報告された。 

(3) 11 月，12 月の会計報告（森，西川会計幹事）            資料 5 
＊資料に基づき報告された。 

(4) 「建築文化週間 2006」報告について（志賀総務幹事）         資料 6 
＊資料に基づき報告された。 

(5) 2007 年支部文化事業企画委員会報告（大井総務幹事）         資料 7 
＊資料に基づき報告された。 
委員会開催日時：2007 年 1 月 26 日（金）13 時～14 時 
建築文化週間担当支所：沖縄 

(6) 2006 年度日本建築学会文化賞業績候補の推薦依頼について（志賀総務幹事） 
・本会〆切：2007 年 1 月 31 日（火），推薦なしで報告予定。 

(7) 2006 年度における叙勲・褒章者の確認依頼について（志賀総務幹事）     回覧 4 
・叙勲の富井正英九大名誉教授を連絡済み  
＊ 三島庄一氏（（株）三島設計事務所）を追加 
(8) 2006 年度支部共通事業「JASS6（鉄骨工事），鉄骨工事技術指針（工場制作編／工事現場施  

工編）・鉄骨精度測定指針」改定講習会（志賀総務幹事）          資料 8 
＊資料に基づき報告された。 

  ・福岡：2 月 27 日（火），建設会館８F，定員 250 名 ⇒ 法人会員に案内 
(9) 2006 年度支部研究フォーラム・シンポジウム事業によるシンポジウム「登録文化財記念シ

ンポジウム旧曽木発電所」の開催について（志賀総務幹事）         資料 9 
＊資料に基づき報告された。 

  ・日時：2 月 17 日（土），会場：大口市ふれあいセンター2 階ホール 
(10) その他（志賀総務幹事）                   



1)   寄贈図書                                 回覧 5 
・竹中技術研究報告 

2)   その他の各種案内 ＊昨年 12 月より，事務局パート職員として，久野智子氏が採用された。 
 
Ⅲ．審議事項 
1. 2006 年度第 46 回九州支部研究発表会について（太記学術幹事・島岡常議員） 
＊資料に基づいて説明され，了承された。なお，日時が 2007 年 3 月 4 日(日)に訂正された。 

(1)プログラム編成等について                 資料 10 
・発表登録数，教室割り、記念講演会等について 
(2)支部研究者集会等について 
・日時：2007 年 3 月 5 日（日）12:50～13:20，会場：日本文理大学 10 号館 1011 講義室 

2. 2007 年度九州支部通常総会について（志賀総務幹事）          資料 11 
＊資料に基づいて説明された。なお，今回から，従来の記念講演会に変えて，研究新人賞や設計競技・

各コンペ入賞者によるプレゼンテーションを行う方針とすることが議決された。 
・開催日：2007 年 5 月 26 日（土） 
・場所：福岡建設会館 7 階 
・記念講演会：検討中 ＜== 研究新人賞や設計競技・各コンペ入賞者によるプレゼンテーション 
・支部業績賞： 
  「専門家と市民の協働による熊本におけるバリアフリーデザインの啓発・普及への貢献」 
   （バリアフリーデザイン研究会） 
3. 2006 年度九州支部支部長賞の推薦について（志賀総務幹事）        資料 12 
＊資料に基づき説明され，了承された。 
4. 2006 年度支部経営助成費（2 回目）の交付について（森会計幹事）      資料 13 
＊資料に基づき説明され，了承された。退会情報に疑問があるので，確認することになった。 
5. 2007 年度事業計画案・予算案の策定方針について（志賀総務幹事）      資料 14 
＊資料に基づき説明され，了承された。事業計画案・予算案の策定方針（案）に「(3)社会・地域ニー

ズの把握に努め，それに貢献する事業内容とする。」を追加した。 
6. 2007 年度事業計画・予算編成に伴う照会について（志賀総務幹事・西川会計幹事）  資料 15 
＊資料に基づき説明され，了承された。 
7. 2007 年度支部共通事業設計競技の応募要領検討依頼について（太記総務幹事）   回覧 6 
＊資料に基づき説明され，了承された。 
8. 2007 年度「全国大学・高専卒業設計展示会」の開催について（山成常議員）    資料 16 
＊資料に基づき説明され，了承された。報告者は，山成常議員ではなく山田常議員。記述ミス。 
  ・各支所（佐賀，宮崎を除く）に問い合わせ 
  ・福岡：西日本工業大学小倉キャンパス 
9. 2007 年度支部企画案の募集について（志賀総務幹事）                  資料 17 
＊資料に基づき説明され，了承された。 
10. 福岡支所の新設について（志賀総務幹事）              資料 18 
＊資料に基づき説明され，了承された。準備委員会の設置が認められた。 
11. 旧西日本シティ銀行大分支店の保存要望書について（志賀総務幹事）      資料 19 
12. 保存要望書の支部HPへの掲載について（志賀総務幹事）         回覧 7 
13. 都城市民会館の保存要望について（太記学術幹事）                 資料 20 
＊上記 11,12,13 について，資料に基づき説明され，了承された。要望書の提出が決議された。 
14. 卒業設計競技の高校生参加状況調査の依頼について（志賀総務幹事）      資料 21 
＊資料に基づき説明され，了承された。 
15. 支部研究発表会の最初のセッションの準備時間の周知について（太記学術幹事）  資料 22 
＊資料に基づき説明され，了承された。発表準備時間として各セッション前に 10 分を設ける。 



16. 支部研究発表会プログラムの編成作業に関する意見について（志賀総務幹事）  
＊従来のメールによる編成がよかったなどの意見もあったとの報告がなされた。 
17. 福岡建築倶楽部新年会について（志賀総務幹事）                    資料 23 
＊資料に基づき説明され，了承された。 
18. 選挙管理委員の異動について（志賀総務幹事） 
  ・尾崎委員が京都府立大学へ異動 
   ＊支部規程と推挙により，1 年目常議員の堀賀貴常議員が新たな選挙管理委員となった。 
19. 大会実行委員会事業部会からの依頼について（志賀総務幹事）        資料 24 
＊配布資料 24 を各委員会および支所長に配布することが決まった。 
20. その他（志賀総務幹事）                   回覧 8 
＊回覧により説明された。 
  ・九州産業大学大学院景観研究センター「2006 年度九州産業大学大学院学術フロンティア景観研   
   究センターシンポジウム」後援依頼 

・久留米市観光コンベンション協会「コンベンション開催スケジュール調査について(お願い)」 
 
Ⅳ．報告懇談事項（ただし、時間の都合により審議しない議題もある） 

1. 短期的課題について 

  ①全国大会の準備について（太記学術幹事）       ＊資料26により報告された。  

  ②九州建築賞の準備について（志賀総務幹事）             資料 25 
＊ 作品賞の選考フローは提案通りに進められることになった。 
＊ 九州建築賞の目的として，「九州地方の地域特性に立脚して・・」の文言の見直しに関する意見も

あり，竹下委員長で預かり検討することになった。 

＊ 研究新人賞の対象者の記述について，学部学生や高専専攻科生も入れる。また，「研究を表彰する」

の文言を「研究発表者（個人）を表彰する」に変える。 

＊ 資料25の表題部分の仮称をとり，今後準備を進める。 

  ③支部研究発表会の運営について                 

  ④法人会員のサービス対策について 

2. 中長期的課題について 

  ①建築諸団体との連携協力について 

  ②受託研究対策について 

  ③研究委員会・支所活動のあり方について 

 
Ⅴ．次回会議日程 
＊次回の会議日程は，下記のように決まった。 
1. 2 月幹事会 

日時：2007 年 2 月 20 日（火）14 時～ 
場所：九州支部事務局会議室 

2. 3 月常議員会 
日時：2007 年 3 月 23 日（金）14 時～ 
場所：九州支部事務局会議室 


