
（社）日本建築学会九州支部 11 月常議員会議事録 
 
日時：2007年 11月 15日（木）14:00～17：45 

場所：九州支部事務局会議室 

出席者：渡邊支部長、大井常議員、島岡常議員、趙常議員、西川常議員、山田常議員、植田常議員、 
尾宮常議員、木方常議員、北山常議員、木村常議員、志賀建築九州賞「作品賞」運営協議会幹事、 
事務局（伊地知） 

 
Ⅰ．前回議事録確認 
1. 7月常議員会議事録（案）（植田常議員） メールにて送付済み 

2. 10月幹事会議事録（案）（萩島総務幹事）メールにて送付済み 

  大井総務幹事より口頭で修正説明の上承認された 

 
Ⅱ．報告事項 
1. 本部関係報告 

(1) 9月担当理事会報告（渡邊支部長） 回覧-1 

(2) 10月理事会報告（渡邊支部長） 資料-1，回覧-2 

 2008年度大会より建築作品発表会が実施される 

 会員、法人賛助会員が減少傾向 

建築士試験要件について、国交省に学会より要望書提出 

(3) 10月支部長会議報告（渡邊支部長） 資料-2，回覧-3 

 法人賛助会員サービスを図る：ＨＰの活用等 

(4) 10月学術推進委員会報告（北山学術幹事） 資料-3，回覧-4 

 2008年度中国大会：ＰＣプロジェクターのみ使用 

 電子版梗概集はＤＶＤに変わる 

 建築作品発表会の名称について再考要望 

 2008年度技術部門設計競技「公共建築の再構成と更新のための計画技術」 

(5) 本会規定CD-ROMについて（大井総務幹事） 

 

2. 支部関係報告 

(1) 7月・8月・9月・10月の支部事業報告について（大井総務幹事） 資料-4 

 支部事業報告に、年間予定されている講習会等に対する報告（参加人数等）は出来るだけ載せるよ

うに 

(2) 7月・8月・9月・10月の支部会計報告について（西川会計幹事） 資料-5 

 報告された 

(3) 「作品選集2008」九州支部審査結果について（北山学術幹事） 資料-6 

・支部応募件数15件，支部推薦8件，本会入選5件が報告された 

(4) 支部共通事業設計競技について（北山学術幹事） 

 1) 2007年度「人口減少時代のマイタウンの再生」本会審査結果 資料-7 

   支部入選18点中 最優秀賞：1件（九州大学）タジマ奨励賞：2件（鹿児島大，日本文理大） 

 2) 2008年度設計競技課題アンケートならびに開催日程（案） 資料-8 

 設計競技課題「記憶の器」に決定 

(5) 2008年度大会研究集会のテーマ立案依頼（北山学術幹事） 資料-9 

・支部締切：2007年 10月 23日，本会締切：2007年 10月 31日 

・九州支部提案なし 



(6) 2007年度日本建築学会九州支部研究発表会募集要項等（堀学術幹事） 資料-10 

・会告掲載依頼済み。ＨＰ公開(10/12)済み、電子投稿を実施 

(7) 2007年度日本建築学会九州支部研究発表会の発表要領（堀学術幹事） 資料-11 

・ＨＰ公開済み、ＯＨＰによる発表は不可 

  ・パワーポイントのバージョンは2007、ＯＳはWindows Vista 

(8) 2007年度支部会計上半期の予算執行状況について報告された（西川会計幹事） 資料-12 

(9) 第2回2007年度支部費等の交付金送付のお知らせ（西川会計幹事） 資料-13 

・合計1,880,500円 

(10) 特色ある支部活動企画案の提出について（尾宮常議員） 資料-14 

・構造委員会（尾宮常議員）から提案：「警固断層の再評価と耐震診断・補強の勧め  市民向けシ

ンポジウム」 

・本会提出締切：2007年 9月末（提出済み） 

(11) 旧長崎刑務所保存要望書の提出について（渡邊支部長） 資料-15 

(12) 日本建築学会建築文化事業  

1) 「建築文化週間2007：沖縄における歴史的建造物再現の取り組み」報告（山田常議員）資料-16 

2) 「親と子の都市と建築講座」報告（大井総務幹事、趙常議員） 資料-17，回覧-5 

(13) 大韓建築学会釜山・蔚山・慶南支部との学術交流協定調印式ならびに同支部設立６０周年記念式

典出席のための釜山訪問について（渡邊支部長） 

・渡邊支部長および萩島総務幹事が出席予定。11月 16～17日 

(14) その他（大井総務幹事） 

1) 福岡支所開設記念シンポジウム「すまい・まちづくりにおける民間力」開催案内 資料-18 

・大井総務幹事が出席予定。11月 17日 

2) 福岡建築行政研究会第2回定例会等報告   資料-19 

・第2回定例会には大井総務幹事が出席。11月 9日の研究会には萩島総務幹事が出席 

3) 日本建築家協会登録建築家認定評議会報告（渡邊支部長） 

4) 寄贈図書 回覧-6 

・日本建築学会北海道支部研究報告集第80号 

・日本建築学会北陸支部研究報告集第50号 

・日本建築学会近畿支部研究報告集第47号 （構造系，環境系，計画系） 

・重要文化財建造物現状変更説明1968-1970 （本文編，図版編） 

・重要文化財堀内家住宅保存活用計画調査報告書 

・鹿島技術研究所年報 VOL.55 

・九州大学21世紀COE「循環型住空間システムの構築」平成18年度成果報告書 

5) 中村洋先生からのご寄付について 

  朝倉書店「新建築学シリーズ」印税として今年度上期累計11,021円 

6) その他の各種案内 回覧-7 

 

Ⅲ．審議事項 
1. 斎藤会長の支部訪問日程および記念講演会の依頼について（大井総務幹事）  

・通常総会に合わせて、どのように依頼するかの検討 

2. 2008年度九州支部通常総会の日程等について（大井総務幹事） 

日程 2008年 5月 16日（金）（会長訪問可能日・会場仮予約ずみ）とする 

・2008度本会通常総会：2008年 5月 30日（金）13時～ 以前に開催する 

・2007年度九州支部通常総会：2007年 5月 26日（土） 

平日開催であるため、事前周知や委任状回収を高め、総会成立に努める。 



3. 第9期代議員および支部役員（常議員）の選挙日程・候補者（大井総務幹事） 資料-20 

・支部締切：2007年 11月 30日，本会締切：2007年 12月 10日 

2008年度の常議員のうち学術、総務、会計幹事候補の依頼を渡邊支部長と大井幹事に一任。 

選管委員は大井、萩島幹事に一任 

4. 2008年日本建築学会大賞業績候補の推薦依頼について（大井総務幹事） 資料-21 

・支部締切：2007年 10月 23日（2名推薦あり），本会締切：2008年 1月 21日 

  黒羽啓明、堀内清治両名誉教授の推薦背景を支部長が確認し、幹事会にて決定する 

5. 2008年日本建築学会文化賞候補業績の推薦依頼について（大井総務幹事） 資料-22 

・支部締切：2007年 10月 23日（推薦なし），本会締切：2007年 12月 28日 

  対象業績なし 

6. 2007年度における叙勲･褒賞者の確認依頼について（大井総務幹事、志賀運営協議会幹事） 回覧-8 

7. 建築九州賞「業績賞」の推薦について（大井総務幹事、志賀運営協議会幹事） 資料-23，回覧-9 

・支所及び研究委員会からの推薦締切：2007年 10月 22日 

・現在まで推薦1件（建築計画委員会より）「大牟田市及び周辺市町村における高齢者住宅改修に関

する技術普及と専門家養成への貢献」を承認 

8. 建築九州賞「作品賞」の募集について（堀学術幹事、志賀運営協議会幹事） 資料-24 

・会告掲載依頼済み。経常経費の一時支出を承認 

3月の常議員会で１次通過者を報告、5 月の常議員会で受賞作品を報告 
9. 建築九州賞「研究新人賞」候補の選考・推薦依頼について（堀学術幹事） 資料-25 

12月 28日のプログラム編成会議時に各研究委員会に選考について依頼する 

10. 2007年度日本建築学会九州支部研究発表会について 

・設計競技表彰式・講演会・懇親会・研究発表会について（植田常議員） 資料-26 

 会場教室割、1月号会告（11月 30日締切） 

表彰式次第は実行委員会に一任する 

本部の部屋を確認する 

・研究報告集の印刷見積もりについて（萩島総務幹事） 資料-27 

5社見積のうえアイメディアに発注する 

・プログラム編成作業の手順と日程（堀学術幹事） 資料-28 

・プログラム編成委員の推薦依頼（堀学術幹事） 

歴史・意匠委員会以外は決定済 

・電子投稿システム構築について（堀学術幹事） 

トーヨー企画と交渉し詳細が確定した 

11. 2008年度日本建築学会九州支部研究発表会の開催地等について（大井総務幹事） 資料-29 

・開催候補地：沖縄支所長より受諾の連絡，開催月：2009年 3月 

12. 2008年度支部共通事業設計競技の審査員について（堀学術幹事） 資料-30 

・両角委員長により選任ずみ：承認された 

13. 2008年度支部文化事業企画委員会の委員について（大井総務幹事） 資料-31 

・担当予定支所：2008年 宮崎支所（樋口栄作先生），2009年 佐賀支所（丹羽和彦先生） 

        2010年 福岡支所：承認された 

14. 2008年度支部研究フォーラム・シンポジウムの公募について（北山学術幹事） 資料-32 

・会告12月号に掲載（原稿締切10月 31日）説明された。発送済 

15. 2007年度支部長賞の推薦依頼について（萩島総務幹事） 資料-33 

・推薦依頼校の確認 対象を大学学部以下に限定することを検討 

  説明され、規程改定を了承 

16. 受託研究の受託について（渡邊支部長） 資料-34 



(1) 研究題目：九州地域における非住宅建築物のエネルギー消費量データベース構築に関する研究 

・期 間：契約締結日より2008年 3月 21日まで 

・委託費：1,840,000円（消費税を含む） 

・委託者：(財)建築環境・省エネルギー機構 

・受託者：日本建築学会九州支部 支部長 渡邊俊行 

・調査特別委員会委員長：渡邊俊行（九州大学教授）  承認された   

17. 講習会について（大井総務幹事） 資料-35 

(1) 「環境を配慮したセメントおよび混和材を使用したコンクリート」講習会  

・日時：2007年 10月 29日 → 中止：周知不足による参加者不足 

(2) 「JASS8防水工事／外壁接合部の水密設計および施工に関する技術指針・同解説」改訂講習会 

  ・日時：2008年 2月 14日 現時点で支部対応依頼なし 

(3) 支部共通事業「小規模建築物基礎設計指針」講習会 

・日時：2008 年 2 月 26 日，役員挨拶，司会およびアルバイトの選定について→河野先生（挨拶

も受けるか確認すること） 

18. 支部事務局のコピー機再リースについて（大井総務幹事） 資料-36 

・コピー機のリース期間が終了するため，1 年間の再リースを予定 23,058 円(税込み)／年：承認

された 

 これまでは5年リースで 18,300円／月 

19. その他  

(1) 後援依頼（5件）について（大井総務幹事）：下記全て承認された 回覧-10 

・後援 九州大学21世紀COEプログラム「循環型住空間システムの構築」国際シンポジウム 

    日時：2007年 12月 3・4日，場所：アクロス福岡 

・後援 日本都市計画学会九州支部国際フォーラム「持続可能な都市のための地域デザイン」 

    日時：2007年 9月 30日，場所：九州大学西新プラザ 

・後援 九州産業大学・景観研究センターシンポジウム「総括・人間－環境系の媒体としての 

    景観プロセスに関する学際的研究」 日時：2007年 11月 2日，場所：九州産業大学 

・後援 九州大学21世紀COEプログラム「循環型住空間システムの構築」第3回仮設工学ワーク 

    ショップ 日時：2007年 10月 30日，場所：アクロス福岡 

・後援 日本建築家協会九州支部「福岡・光州建築交流展」（第9回） 

    日時：2007年 11月 7～11日，場所：天神イムズビル 

(2) 佐世保コンベンション会場視察ツアーについて（大井総務幹事） 回覧-11資料-36 

伊地知さん参加。関連資料は長崎支所に送付する 

(3) コンベンションに関するアンケート（富山県）について（大井総務幹事） 回覧-12 

  回答済 

(4) 町内会費納入について（大井総務幹事） 資料-37 

  本部に相談した結果、払う必要はないとの回答 

Ⅳ．報告懇談事項 

1. 短期的課題について 

  ①法人会員について 会員サービスと新規会員開拓（渡邊支部長） 

   会員数減少対策と支所間の連携：地道な支部活動による 

  ②支部で利用できるITツール（ホームページ、メーリングリスト）活用の検討  資料-38，回覧-13 

  支部法人賛助会会員に対し、メーリングリストを整備し、情報発信を図る 

  事務局から法人賛助会会員に案内はがきを出す（文案を萩島幹事） 

  一般会員へは各委員会、支所にて整備する 

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 

   福岡支所と福岡建築倶楽部。基本的には支部を介して支所に情報提供 

  ②受託研究対策について  法人会員対策とセット  （渡邊支部長） 

  ③研究委員会・支所活動のあり方について（渡邊支部長） 

   懇談会の企画を考えている。他支部の状況や韓国と関係を考慮する。 

 
Ⅴ．次回以降会議日程 
1. 12月幹事会 

日時：2007年 12月 19日（水）14時～ 

2. 1月常議員会 

日時：2008年 1月 24日（木）14時～ 

※文化事業企画委員会：13時～14時 

3. 2月幹事会 

日時：2008年 2月 21日（木）14時～   

4. 3月常議員会 

日時：2008年 3月 18日（火）14時～ 

※場所：いずれも九州支部事務局会議室 


