
（一社）日本建築学会九州支部 3 月常議員会議事録 
 
日時：2013年 3月 21日（木）12:00 ～ 17:00 

場所：メール会議 

 
Ⅰ．前回議事録確認 
1. 1月常議員会議事録（案）（森下常議員作成） メールにて送付済み 

変更なく承認された 

2. 文化事業企画委員会議事録（案）（高巣総務幹事） メールにて送付済み 

変更なく承認された 

3. 2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) 3月理事会報告（藤本支部長） 資料- 1 

藤本支部長から配布および回覧資料に沿って報告があった 

   ・9. 東海支部に 300万円支給する(大会運営の貢献に対する意味も含めて)ことが決定された 

   ・懇談事項 3.を審議事項とし、「理事会資料は、本部・支部役員職以外は非公開を原則とする、

ただし、公開目的で作成した資料はこの限りでない」を決定 

(2) 第 3回支部長会議報告（藤本支部長） 資料- 2 

藤本支部長から配布および回覧資料に沿って報告があった 

   ・支部規定改定を支部総会に諮る際、“支部出席正会員の 3/4以上の賛成”が必要であるとの注意

があった 

   ・資料 3-1 候補者数と定数が同数の場合に投票が必要かについて、九州支部は必要なしを強く要

望したが、意見は認められなかった。理事会で審議される予定 

   ・電子投票制度導入の報告があり、電子投票では、本部が開票し、支部選挙管理委員会は結果の

確認の作業になると思われるとの説明があった 

 

2. 支部関係報告 

(1) 1月，2月の支部事業報告について（山口総務幹事） 資料- 5 

山口総務幹事より資料に沿って報告があった 

(2) 1月，2月の支部会計報告について（内山会計幹事） 資料- 6 

内山会計幹事より資料に沿って報告があった 

(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- 7 

岡田学術幹事より資料に沿って報告があった 

(4) 支部費等交付金について（内山会計幹事） 資料- 8 

・ 2012年度支部費精算，準会員還付金，支部経営助成費について 

内山会計幹事より資料に沿って報告があった 

(5) 2012年度 52回日本建築学会九州支部研究発表会について 

・ 研究者集会について（高巣総務幹事） 資料- 9 

高巣総務幹事より資料に沿って報告があった 

・ 経費および報告集等の販売状況について（岡田学術幹事） 資料-10 

岡田学術幹事より資料に沿って報告があった 

(6) 2012年度大韓建築学会釜山・蔚山・慶南支部との学術交流について（武田常議員） 資料-11 

武田常議員より資料に沿って報告があった 



(7) その他（山口総務幹事） 

1) 寄贈図書 

・ 壁式構造配筋指針・同解説 

・ 建築雑誌増刊 2013 作品選集 
・ 日本建築学会東海支部研究報告集第 51 号 

・ 日本建築学会中国支部研究報告集第 36 号 

2) 各種案内 資料-12 

・ 建築デザイン発表会（2013年度日本建築学会大会（北海道）にて） 

・ 2013年度日本建築学会新規会員募集 

山口総務幹事より回覧にて報告があった 

 

 
Ⅲ．審議事項 
1. 2013年度九州支部通常総会について 

・スケジュールおよび役割分担について（山口総務幹事）           資料-13 

  山口総務幹事より資料に沿ってスケジュールおよび役割分担（1 月常議員会案と同じ）につ

いて説明があり、承認された 

・ 懇親会企画について(高巣総務幹事) 資料-14 

高巣総務幹事より資料に沿って説明があり、承認された 

なお、資料-14と資料-13に齟齬があったため、資料-14を以下のように修正する 

 懇親会受付・森下常議員 → 平瀬常議員 

・ ポスターについて（山口総務幹事） 資料-15 

山口総務幹事より資料に沿って説明があり、承認された 

2. 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-16 

  山口総務幹事より資料に沿って説明があり、現在までの 27校 28名の申請及び残り 2校から今

後申請があった場合も含め、承認された 

3. 2013年度 53回日本建築学会九州支部研究発表会の共同主催について（藤本支部長） 

  藤本支部長より 2013 年度支部研究発表会実行委員長(三島 佐賀大学教授)から会場費を無料に

するために共同主催にして欲しいとの要望があった旨説明があり、共同主催とすることを承認され

た 

なお、この件は 5月総会時の常議員会でも報告お諮することとなった 

4. 2012年度事業報告：本部提出用（山口総務幹事） 資料-18 

本部〆切4月1日 

山口総務幹事より資料に沿って説明があり、今後も届いた情報に応じて更新を行い、本部〆切に

間に合うよう提出する旨、承認された 

 ・支部共通事業設計競技支部入選作品展示会の来場者数は、大分支所の事業報告に記載の94

名を正とする 

 ・今回の常議員会での承認された後援についても追記する 

5. 2013年度事業計画案：総会資料用（高巣総務幹事） 資料-19 

  高巣総務幹事より資料に沿って説明があり、以下の事項も含めて承認された 

  ・資料中の赤文字部分は未確定のところで、確定次第記載する 
  ・来年度の支部共通事業講習会について本年度同様開催しない 

  ・支部総会での記念講演会について会長の出席がないため、来年度は削除する 

6. 2013年度講習会事業計画（案）について（山口総務幹事）               資料-20 

・ 本部から 1件予定 

 山口総務幹事より資料に沿って説明があり、承認された 



7. 2013年度建築文化事業・親と子の都市と建築講座 企画について（山口総務幹事） 資料-21 

・ 3月 22日本部申請〆切 

山口総務幹事より資料に沿って説明があり、承認された 

8. 2012年度建築九州賞「研究新人賞」の選考について（山口総務幹事） 資料-22 

山口総務幹事より資料に沿って説明があり、各研究委員会から推薦のあった7名について承認され

た 

・推薦書に記載について、年号の表記に誤りがあったため、以下の修正をした 

資料-22（3ページ），「2012年3月8日」-->「2013年3月8日」 

資料-22（4ページ），「（2011年度）候補...」-->「（2012年度）候補...」 

資料-22（7ページ），「2012年3月8日」-->「2013年3月8日」 

9. 2012年度建築九州賞（業績賞，研究新人賞，作品賞，功労賞）の表彰状について 

昨年：フレーム（13個、無印良品）18,140円、賞状 22枚:3,130円 

アルバイト代:18,000円（山口総務幹事・志賀作品賞運営協議会幹事） 

  山口総務幹事より説明があり、昨年と同様の対応と支出を行う旨、承認された 

10. 2012年度選挙管理委員の補充について（山口総務幹事）  資料-23 

  山口総務幹事より資料に沿って説明があり、承認された 

11. 本部災害委員会委員の推薦について（山口総務幹事） 資料-24 

  山口総務幹事より資料に沿って説明があり、承認された 

12. 災害委員会 2013年度支部企画の募集について（山口総務幹事） 資料-25 

・ 本部〆切 5月 10日 

山口総務幹事より資料に沿って説明があり、承認された 

13. 「子ども教育支援建築会議」会員候補者の推薦について（山口総務幹事） 資料-26 

  山口総務幹事より資料に沿って説明があり、以下の事項も含めて承認された 

  ・現在までに支部事務局へ推薦は届いていないが、3月 29日(金)の〆切までに推薦が支部事務

局へ届いた場合、本部へ提出するという対応をする 

14. 九州建築選売上げの振込について（山口総務幹事） 資料-27 

・ 180,100円を作品賞運営協議会へ 

山口総務幹事より資料に沿って説明があり、作品賞運営協議会の予算で出版した九州建築選 2011

の売上げ等を作品賞運営協議会へ振り込む件について承認された 

15. 敷金精算（福岡パーキングビル）について 資料-28 

内山会計幹事より資料に沿って説明があり、承認された 

 

16. 申し送り事項（次期支部長ならびに常議員交代）について 資料-29 

  藤本支部長より資料に沿って説明があり、承認された 

17. 九州支部メーリングリストについて（高巣総務幹事） 資料-30 

  高巣総務幹事より資料に沿って説明があった。本部のメーリングリストが使用可能であり、次

年度以降から活用していく旨、承認された 

18. 九州支部規程改正案と九州支部選挙細則改正案について（藤本支部長） 資料- 3，資料- 4 

  藤本支部長より資料に沿って以下の説明があり、承認された 

・これまで示されてきた修正案(Webで意見を募った案)から今回の最終案への主な変更点は

次の 3点 

(1) 電子投票制度の新規導入(選挙細則 第 3条)／(2) 常議員補欠者(選挙細則 第 15条)／

(3) 選挙の方法(選挙細則 第 17条 2) 

    なお、支部規定の変更は支部総会の議を経なければならないため、5月 25日の支部総会に諮る

こととなった 

19. その他（山口総務幹事） 



 (1) 後援名義の使用（依頼） 

・ 福岡大学建築展 2013 シンポジウム｢建築をひらく、まちを育む。｣（福岡大学） 資料-31 

山口総務幹事より資料に沿って説明があり、承認された 

・ C＆C21研究会特別講演会（C＆C21） 資料-32 

山口総務幹事より資料に沿って説明があり、審議の結果、本件に関する後援名義の使用は承認し

ないこととなった 

・ 日本建築積算協会 九州支部 「建築積算学校九州校第 38 期（平成 25 年度）」 資料-33 

    山口総務幹事より資料に沿って説明があり、承認された 
 

Ⅳ．次回会議日程 
1. 2012年度の会計及び会務監査会  

日時：2013年 4月 25日（木）9:30～10:30 

  場所：九州支部事務局会議室 

2．4月幹事会 

日時：2013年 4月 25日（木）10:30～ 

  場所：九州支部事務局会議室 

3．2013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～ 

  場所：福岡建設会館 

 


	2．4月幹事会
	3．2013年度九州支部通常総会，合同役員会及び新旧常議員会

