（一社）日本建築学会九州支部 1 月常議員会議事録
日時：2013 年 1 月 30 日（水）15:00～
場所：九州大学工学部建築学科会議室
Ⅰ．前回議事録確認
1. 11 月常議員会議事録（案）
（富来常議員作成） メールにて送付済み
変更なく承認された。
2. 12 月幹事会議事録（案）
（高巣総務幹事作成） メールにて送付済み
変更なく承認された。
Ⅱ．報告事項
1. 本部関係報告
(1) 1 月理事会報告（藤本支部長）
資料- 1
・７(2)「日本建築学会選挙規則」の変更についての説明。次年度より、電子投票の採用。
・11「2013 年度日本建築学会大会（北海道）の参加費」についての説明。会場借上費の膨張に
伴う本部交付金や大会参加費などの変更の可能性有り。
・12「会員からの寄付制度」についての説明。今後、常設の寄付制度を設立し、会員からの寄
付の受入。
(2) 12 月学術推進委員会（鶴崎学術幹事）
（岡田先生）
資料- 2，回覧- 1
10．
「2013 年度予算配分（案）
」の説明。過去２年間の予算消化率、教材販売収益等を勘案した
配分案の提示。
(3) 2013 年度事業計画・収支予算編成上の基本方針（案）について（山口総務幹事）
資料- 3
基本方針(案)の説明。
(4) 理事会資料の配付について（藤本支部長）
資料- 4
経費削減のため、理事会の紙資料の廃止と、PDF データでの配布。
(5) 支部規程変更案の本会ホームページへの公開について（藤本支部長）
資料- 5
各支部規程変更案について、本部ホームページお知らせ欄で公開中。
(6) 「設計競技」計画ならびに実施要領の改定について（岡田学術幹事）
資料- 6
削除・修正点は、資料中に赤字で記入。
(7) 復興特別所得税の徴収開始について（内山会計幹事）
資料- 7
復興特別所得税を徴収することになり、給与・謝金などから徴収税額が 2.1%増える。
2. 支部関係報告
(1) 11 月・12 月の支部事業報告について（山口総務幹事）
資料- 8
・11 月：常議員会（11/16）
・12 月：Ⅰ.大韓建築学会釜山・蔚山・慶南支部との学術交流再協定調印式（12/1）
Ⅱ.幹事会（12/19）
Ⅲ.2012 年度第 52 回日本建築学会九州支部研究発表会プログラム編成会議（12/1）
(2) 11 月・12 月の支部会計報告について（内山会計幹事）
資料- 9
当該月での収支決算書の経営助成費などの収入についての説明。
(3) 「建築文化週間 2012」の本部への報告について（山口総務幹事）
資料-10
九州支部鹿児島支所での、建築文化週間企画「講演会：都市の「史」と「景」を活かす」につ
いての報告の説明。
(4) 「建築文化週間 2013」の企画について（山口総務幹事）
資料-11
・ 2013年度「建築文化事業」開催のご協力方のお願い。

・ 熊本支所の文化事業計画書（案）
(5) 国際交流協定締結（更新）について（藤本支部長）
資料-12
・ 協定書の支部長のサインは、日韓で逆。
・ 支部ホームページに掲載。
(6) 第 14 期代議員および 2013 年支部役員（支部長・常議員）候補者について（山口総務幹事）
資料-13
候補者のリストについての説明。選挙管理委員などの公認の未定部分は、次回までに提案。
(7) その他（山口総務幹事）
1) 寄贈図書
回覧- 2
・日本建築学会 2012 年度設計競技優秀作品集「あたりまえのまち／かけがえのないもの」
・竹林寺客殿・庭園調査報告書（五台山竹林寺）
・鹿島技術研究所年報 VOL.60/2012-9
・竹中技術研究報告 No.68 2012
・建築と積算（新春 2013）
2) その他の各種案内
回覧- 3
・美濃市文化遺産シンポジウムの開催について
・(財)福岡県建設技術情報センター平成 24 年度第 2 期「講習会等助成」のご案内
・せきさん九州（新春特集）
・年賀状：9 通
Ⅲ．審議事項
1. 2013 年度九州支部通常総会について（山口総務幹事）
資料-14
開催日：2013 年 5 月 25 日（土）
，昨年 25 日（金）
，場所：福岡建設会館 7 階（会場予約ずみ）
付随行事・当日スケジュールおよび役割分担、懇親会の会費について
・ 原案通り承認。会場は、午後 7：00 には全て撤収するように。
・ 役員全員で、一役割の分担を。
2. 2012 年度日本建築学会九州支部研究発表会について
・設計競技表彰式は懇親会会場で行う．研究発表会，ポスターについて（富来常議員） 資料-15
大分大学へは、車での来場も可能。臨時の入構証を発行予定。
・研究報告集印刷の見積もりについて（岡田学術幹事）
資料-16
・見積金額については、部数の変更、ページ数のこれからの確定などにより、減少に。
・CD の見出しの中、学会名称の変更に伴う訂正を。
・研究者集会について（山口総務幹事）
日時：3 月 3 日（日）12:50～13:20
会場：大分大学教養教育棟 1 階第一大教室（座席数：285）
・発表登録数，教室割り（岡田学術幹事）
資料-17
・登録数は、計画系で減少。
・教室の変更は、資料の中に赤字で表示。
・追加のメール(岡田先生)で、災害関連論分数は 22 題。
・ 国際シンポジウムの準備状況について（武田常議員）
資料-17-3
・演題・講演内容などについては未定。
・参加者の確保について：強力に動員をかけないと参加者が確保できないことが予想される。
・ 常議員の方は出席をお願い。さらに学生を連れて。
・ 韓国向けには、Ｑ－Ｐでなく、Ｐ－Ｑを。
・ 支部のホームページの、掲載順番の変更を。
3. 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-18

・2013 年度の作品発表会は、西日本工業大学で開催。
・ 作品発表会開催支所の、ローテーション化を支部総会に諮る。(次年度は大分支所の予定)
・運営マニュアル作成を段階的に行う。
4. 2012 年度九州支部支部長賞の授与について（山口総務幹事）
資料-19
現在、3 校からの申請あり。
5. 本部災害委員会委員の推薦依頼について（山口総務幹事）
資料-20
6. 2013 年度九州支部研究補助費申請について（山口総務幹事）
資料-21
構造委員会からの研究補助費申請書の承認。
7. 2012 年度支部経営助成費（2 回目）について（内山会計幹事）
資料-22
今回の交付は、1 回目交付の残り分。
8. 「九州建築学術振興会」から九州支部への寄付金について（山口・内山会計監事）
資料-23
・寄付金の受入の承認
・九州建築学術振興会会則の変更を、赤字で記入。
9. 法人会員の退会について（阪根会計幹事）
資料-24
退会の申し入れ(一社)の承認。
10. 2013 年度事業計画案・予算案について（高巣総務幹事・阪根会計幹事）
資料-25
・当日配布資料に沿っての報告。
・前記の寄付金は、計上されていない。
・災害委員会の配分は、今回は仮の題数で。次々年度より、実績で。(追加のメールあり)
・移転に伴い、事務所費支出などの削減。
・建築九州賞の作品発表会の会場変更による支出変動は、今回はなし。
◎学会の(一社)移行に伴い、会計システムが次年度より変更。フォーマットの説明会など予定。
11. 2013 年度第 53 回九州支部研究発表会開催地について（山口総務幹事）
資料-26
・佐賀支所が担当支所
日時：3 月 1 日（日）～3 月 2 日（日）
（予定）
会場：佐賀大学本庄キャンパス
佐賀支所より、承諾の回答。
12. 2013 年度「全国大学・高専卒業設計展示会」の開催について（穴井常議員）
資料-27
ほぼ例年通りの開催希望の回答。
13. 国際交流振興基金の援助申請について（山口総務幹事）
資料-28
・2013 年度以降，公募は行われない
14. 2013 年度常議員の担当について（高巣総務幹事）
資料-29
原案通り承認。
（役職による空欄）
15. 3 月常議員会（メール回議）の実施方法について（山口総務幹事）
資料-30
・スムーズな進行のため、議案の説明(コメント)はできるだけ簡潔に。
・プリントするなどして、実施方法などの確認を徹底するように。
・意見などのある場合、締め切り時間などの指定をすること。
16. 「壁式構造配筋指針」改定講習会のアルバイトについて（山口総務幹事）
資料-31
2013 年 2 月 28 日（木）2 名
福岡会場は、参加者が少ないことが懸案事項。
17. 科学技術振興機構のファクシミリ複写サービスについて（山口総務幹事）
資料-32
JST のファクシミリ複写サービスの終了通知。移管先民間事業者の著作権許諾の申請。
18. その他（山口総務幹事）
1) 九州支部事務局のパートについて

Ⅳ．次回会議日程
1. 2 月幹事会
日時：2013 年 2 月 22 日（金）10:00～
場所：九州支部事務局会議室
2．3 月常議員会
日時：2013 年 3 月 21 日（木）
メール会議
3．4 月幹事会
日時：2013 年 4 月 23 日（火）10:30 ～
2012 度の会計及び会務監査会： 9:30 ～ 10:30
場所：九州支部事務局会議室
2. 2013 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：2013 年 5 月 25 日（土） 11: 00 ～
福岡建設会館

