
（社）日本建築学会九州支部７月常議員会 議事録 
 
日時：2010 年 7 月 27 日（火）15:00～18:00 
場所：九州支部事務局会議室 
出席者：中原総務幹事，田上学術幹事，上瀧会計幹事，福田総務幹事，蜷川学術幹事，高須会計幹事，

二宮常議員，山田常議員，大谷常議員，小島常議員，渡嘉敷常議員，志賀作品賞運営協議会幹事，池

添（オブザーバー（福大）），事務局 伊地知（敬称略） 
議事録作成：大谷 
 
  中原総務幹事より松井支部長の容態について説明があった。 
 
Ⅰ．前回議事録確認 
1. 新旧常議員会議事録（案）（位寄常議員）  メールにて送付済み 
2. 合同役員会議事録（案）（二宮常議員）  メールにて送付済み 
3. 6 月幹事会議事録（案）（福田総務幹事）  メールにて送付済み 

それぞれ承認された。 
 
Ⅱ．報告事項 
1. 本部関係報告 

(1) 6 月理事会報告（中原総務幹事）      資料-1，回覧-1 
(2) 7 月理事会報告（中原総務幹事）      資料-2，回覧-2 
(3) 7 月学術推進委員会（蜷川学術幹事）                   資料-3，回覧-2 
(4) 支部長会議（中原総務幹事）         資料-4，回覧-3 
(5) 2009 年度事業報告・収支決算書（中原総務幹事）    回覧-4 
(6) 2010 年度通常総会資料（中原総務幹事）     回覧-5 
(7) 2010 年度本会主要行事日程（中原総務幹事）     資料-5 
(8) 理事会代行者の変更連絡（中原総務幹事）（中原幹事から福田幹事に交代）   回覧-6 

上記事項について配布資料および回覧資料の内容について確認した。 
 

2. 支部関係報告 
(1) 5・6 月の業務報告（中原総務幹事）      資料-6 
(2) 5・6 月の会計報告（上瀧会計幹事）      資料-7 
(3) 「作品選集 2011」応募について（蜷川学術幹事）    資料-8 

・応募件数 20 件（昨年 12 件） 
・第 1 回支部選考部会：6 月 21 日（月）13:30～16:10 分，13 件を選定（現地調査へ） 
・第 2 回支部選考部会：8 月 23 日（月）14:00～開催予定（8 件を選定予定） 

(4) 2010 年度支部通常総会の付随行事について（中原総務幹事）   資料-9 
・記念報告会 参加者 61 名（昨年 78 名） 
・懇親会   参加者 46 名（招待者 12 名，事務局 3 名） 

次年度福田幹事が担当する。 
(5) 2009 年度支部消費税の請求について（上瀧会計幹事）    資料-10 

41600 円支払い済み。 
(6) 2010 年度支部共通事業「設計競技」九州支部審査結果について（田上学術幹事）     資料- 11 
  ・作品応募数：104 件（昨年応募数 85 件） 支部入選数：22 件   
(7) 市民企画講座･支部企画への助成金額決定通知（中原総務幹事）   資料-12 



助成金額 20 万円。 
(8) ISAIA の準備に関する報告（池添先生（福大））     資料-13 

2010 年 11 月 9 日（火）～11 月 12 日（金）北九州市にて開催予定。地元幹事会企画を盛り込んで

いる。協賛企業の募集を予定している。 
(9) その他（中原総務幹事）       回覧-7 

1) 寄贈図書 
・2010年度大会（北陸）学術講演梗概集CD／プログラム 
・日本建築学会東北支部研究報告集第 73 号 
・日本建築学会北陸支部研究報告集第 53 号 CD-ROM 
・日本建築学会北海道支部研究報告集第 83 号 CD-ROM 
・鳥取環境大学紀要第 8 号 

2) その他の各種案内        回覧-8 
上記事項について配布資料および回覧資料の内容について確認した。 

 
Ⅲ．審議事項 
1. 2010 年度幹事会および常議員会の年間スケジュールについて（中原総務幹事）  資料-14 

10 月幹事会：10 月 19 日（火）14:00～ 
12 月幹事会：12 月 21 日（火）14:00～ 
2 月幹事会：2 月 15 日（火）14:00～ 
4 月幹事会：4 月 19 日（火）14:00～ 
11 月常議員会：11 月 16 日（火）14:30～（支部長確認のうえ決定） 
1 月常議員会：1 月 18 日（火）14:30～（支部長確認のうえ決定） 
3 月常議員会：3 月 15 日（火）14:00～（支部長確認のうえ決定） 
5 月新旧常議員会（総会と同日）：5 月 21（土）（支部長確認のうえ決定） 

2. 常議員の担当について（中原総務幹事）      資料-15 
常議員の担当についての提案がなされ、企画担当 1 について、講演会がないため広報用ポスター

を中原総務幹事と渡嘉敷常議員で協力して作成し、企画担当 2 について、担当を山田常議員と渡

嘉敷常議員で担当することに変更があった。 
3. 2010 年度支部経営助成費の交付について（上瀧会計幹事）              資料-16  
   ・未納の法人会員・賛助会員への納入依頼について 
  年 2 回振込み。第 1 回目に 1,470,000 円が振り込まれた。 
4. 2010 年度九州支部研究発表会募集要項（案）および日程（案）（田上学術幹事） 資料-17 

募集要項（案）について説明がなされ、一部字句の修正をしたうえ、承認された。発表登録費、

CD-ROM および冊子版の価格については継続審議事項とすることにした。（実施要項で PC を限定

することを明記する） 
5. 2010 年度九州支部研究発表会実行委員会について（二宮常議員）   資料-18 
  資料に沿って説明がなされた。優秀者表彰式を講演会と合わせて行う。研究者集会資料を中原総

務幹事が作成する。 
6. 2010 年度支部共通事業「設計競技」支部入選の表彰式について（中原総務幹事） 資料-19 

・日程は 2011 年 3 月 5 日（支部研究発表会の前日）担当：鹿児島支所 
・応募図面の返却先について 
落選者図面を常議員に返却する。 

7. 2010 年度日本建築学会建築九州賞（業績賞）の推薦について（中原総務幹事）  資料-20 
・研究委員会と支所宛に依頼済み、（6/19 メール，10/14 推薦締め切り） 

8. 2010 年度日本建築学会建築九州賞（功労賞）の推薦について（中原総務幹事）  資料-21 



・研究委員会と支所宛に依頼済み、（6/19 メール，10/14 推薦締め切り） 
9. 2010 年度日本建築学会建築九州賞（作品賞）の実施計画について   資料-22 

（田上学術幹事，志賀作品賞運営協議会幹事） 
  資料に沿って説明がなされた。2010 年度「建築九州賞（作品賞）」の会計方法について、共催・

協賛・後援依頼経費、記録誌発行・送付経費（応募分以外）、表彰経費、パネル展経費を支部会計

から支出することにした。 
  過去の在庫の有効利用方法については継続協議とする。 
10. JIA 全国大会 2010 九州での建築九州賞（作品賞）パネル展示について 

（志賀作品賞運営協議会幹事）        資料-23 
  支部から依頼をする。基本は印刷物（パネル）を提供してもらうことにする。発生した経費の分

担などは事後に協議する。 
11. 全国大会研究集会のテーマ立案（中原総務幹事）                資料-24 

・例年の照会先：研究委員会、本部締切：9 月 30 日 
今後依頼する。 

12. 2010 年日本建築学会教育賞（教育業績）候補業績の推薦依頼について（中原総務幹事） 資料-25 
本部締切：11 月 30 日   

  支所と研究委員会に依頼済み。 
13. 2011 年度特色ある支部活動の次年度企画案について（中原総務幹事）      参考資料 

本部締切： 9 月 30 日、研究委員会と支所宛に依頼済み（7/22 支部締切） 
提案がないため，山田常議員および渡嘉敷常議員で企画を立案する。 

14. 国際交流振興基金の使途企画について（18 万円内定）（中原総務幹事）  資料-26 
ISAIA2010 での利用が可能か確認する。不可能であれば、学術幹事で別途企画を立案する。 
→ISAIA2010 での利用が不可能の旨の回答があった。 

15. 沖縄支所長の交代（中原総務幹事）  
・新支所長：堤純一郎，常任幹事：渡嘉敷健     回覧-9 
内容を確認した。 

16. 九州支部ホームページ更新について（田上学術幹事）    資料-27 
事務所移転後、再審議することとした。 

17. 事務所移転計画について（高須会計幹事、中原総務幹事）    資料-28 
・個人情報（紙＋パソコン），受託研究報告の処分 
・販売図書（報告集、建築選）、図書、書類リスト 
・家具転倒対策，書類リスト，電話回線，レンタル物品 
9 月 18 日（土）引越し。8 月 24 日までに紙類（選別は中原総務幹事に一任）とキャビネ類（選別

は高須会計幹事と伊地知さんに一任）の処分品を決定する。現状復帰費用約 70 万円。 
18. 2011 年度総会実施場所案（中原総務幹事）      資料-29 

次年度は建設会館で実施する。 
19. 2011 年度支部共通事業「設計競技」運営について（中原総務幹事）   回覧-10 

・会場，運搬，展示，撮影 
次年度の開催場所について継続協議とする。候補：博多小体育館？ 

20. コピー機の入れ替えについて（高須会計幹事）    資料-30，回覧-12 
  カラー仕様を採用。 
21. パソコンの入れ替えについて（上瀧会計幹事）     資料-31 

入れ替えを行う。 
22. その他 

(1) 2010 年度運営資料の改訂について（中原総務幹事）    配布 



(2) 議案書・議事録（案）の取り扱いについて（中原総務幹事）   資料-32 
(3) 後援名義の使用（依頼）（中原総務幹事）     回覧-11 
・第 23 回福岡県美しいまちづくり建築賞（福岡県） 

 ・福岡近代建築ツアー（MAT 福岡）（MAT 福岡実行委員会） 
(5) 「鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説」改訂講習会    回覧-12 
・日時：2010年 11月 19日（金）挨拶は松井支部長，司会及びアルバイト(2名)の選定は蜷川幹事

が担当する． 

 
Ⅳ．次回会議日程 
1. 10 月幹事会 

日時：2010 年 10 月 19 日（火）14 時～ 
2. 11 月常議員会 

日時：2010 年 11 月 16 日（火）14 時 30 分～（案） 


