（一社）日本建築学会九州支部 5 月新旧常議員会議事録
日時：2013 年 5 月 25 日（土）12:20～13:30
場所：福岡建設会館 7 階 703 会議室
出席者：藤本支部長，河野新支部長，山口総務幹事，岡田学術幹事，内山会計幹事，高巣総務幹事，鶴
崎学術幹事，坂根会計幹事，趙総務幹事，堺学術幹事，松石会計幹事，穴井常議員，武田常議員，
平瀬常議員，森下常議員，黒川常議員，富来，伊地知事務局員
議事録作成：富来

Ⅰ．本日のスケジュールについて（山口総務幹事）
別添資料
合同役員会，新旧常議員会，通常総会，記念講演会 支部事業報告会，建築九州賞表彰式，受賞者講
演会，懇親会
資料にそって，本日のスケジュールが説明された
Ⅱ．前回議事録確認
1. 3 月常議員会議事録（案）
（平瀬常議員作成）メールにて送付済み
追加・修正はないことが確認された
2. 4 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
追加・修正はないことが確認された
Ⅲ．報告事項
1. 本部関係報告
(1) 4 月，5 月理事会報告（藤本支部長）
資料- 1，回覧- 1
学会賞の業績の承認，代議員数の変更，九州管内 147 名の会費滞納， 2013 年度大会（北海道）
，2014
年度大会（神戸大学）
，建築学会作品選奨新人賞（40 歳未満）
，支部規定見直し，障碍者への対応規定
策定する方針，論文について連名者による確認など，資料の説明および回覧によって報告がなされた
(2) 4 月学術推進委員会報告（鶴崎学術幹事）
資料- 2，回覧- 2
2014 年度大会（神戸大学）
，予算削減のためペーパーレスに務めること，今年度大会が 7213 件で過去
最大規模であること，若手研究者の顕彰についてなど，資料の説明および回覧によって報告がなされ
た
(3) 2013 年 3 月臨時総会資料について（山口総務幹事）
回覧- 3
回覧によって報告がなされた
(4) 2013 年度本部事業計画・収支予算書について（山口総務幹事）
回覧- 4
回覧によって報告がなされた
(5) 2013 年会長・副会長・監事候補者について（山口総務幹事）
資料- 3
回覧によって報告がなされた
(6) 第 14 期代議員選挙の結果について（山口総務幹事）
資料- 4
回覧によって報告がなされた
2. 支部関係報告
(1) 3 月，4 月の支部事業報告について（山口総務幹事）
資料にそって報告がなされた
(2) 3 月，4 月の支部会計報告について（内山会計幹事）
資料にそって報告がなされた
(3) 2012 年度の支部会計報告について（内山会計幹事）

資料- 5
資料- 6
資料- 7

資料にそって報告がなされた
(4) 2013 年度支部費等の交付金送金について（阪根会計幹事）
資料- 8
本部からの送金が確認された旨，報告がなされた
(5) 2013 年支部役員選挙結果について（山口総務幹事）
資料- 9
役員当選について資料にそって報告がなされた
(6) 支部研究報告会収支報告について（岡田学術幹事）
資料- 10
資料にそって，黒字であったこと，ただし、発表題数が減ったため昨年度より黒字は減っていること
が報告された。
(7) 事務連絡会議について（伊地知事務員）
資料- 11
参加した旨、報告がなされた
(8) その他
1) 寄贈図書（山口総務幹事）
回覧- 5
・社団法人プレハブ建築協会 50 年史／社団法人プレハブ建築協会
・比叡山延暦寺 建造物総合調査報告書／比叡山延暦寺
・重要文化財建造物現状変更説明 1950-1952（本文編）／奈良文化財研究所
・重要文化財建造物現状変更説明 1950-1952（図版編）／奈良文化財研究所
・建築と積算 2013 春／日本建築積算協会
2) 日本建築学会司法支援建築会議 第一回功労者表彰のお知らせと御礼（山口総務幹事）回覧- 6
3) 各種案内（山口総務幹事）
回覧- 7
・エクスプレスＦＡＸサービスの開始のご案内と著作権許諾の御礼／(株)サンメディア
・ル・コルビュジエとスポーツ／大成建設ギャラリー・タイセイ
回覧および報告がなされた。
Ⅳ．審議事項
1. 2013 年度九州支部通常総会の議案および資料について（山口総務幹事）
資料- 12
・2012 年度事業報告（山口総務幹事）
・2012 年度収入支出決算報告（内山会計幹事）
・九州支部規定の変更（山口総務幹事）
・九州支部役員選挙細則の変更（山口総務幹事）
・2013 年度事業計画策定方針（山口総務幹事）
・2013 年度事業計画（案）
（高巣総務幹事）
・2013 年度収入支出予算（案）
（阪根会計幹事）
・委任状の回収状況について（山口総務幹事）
5/20 現在 49 通
総会成立条件：支部正会員数の 1/30≒67.33(昨年 61.76) （支部正会員数：2,020 名(昨年 1,853 名)）
資料にそって説明がなされ、承認された。なお，委任状 83 通（成立条件 68）で，本日の総会が成
立することが報告された。
2. 2013 年度九州支部の役員構成について（山口総務幹事）
資料-13
・支部各幹事の選任（運営資料 III-1-1：常議員から支部長が毎期選定し常議員会で承認）
・支部監事の選任（運営資料 III-1-1：支部長が選定し常議員会で承認）
・支部選挙管理委員会委員の選任（運営資料 III-2-9）
資料にそって説明がなされ、承認された
3. 2013 年度九州支部研究委員会について（高巣総務幹事）
資料-14
・各研究委員会の委員長および委員について（運営資料 III-2-9：支部長が毎年委嘱）
材料・施工委員会委員会委員長・竹田吉紹（西日本工業大学）→ 山田義智（琉球大学）
都市計画委員会委員長・坂井猛（九州大学）→ 位寄和久（熊本大学）

災害委員会委員長・日高圭一郎（九州産業大学）→ 高山峯夫（福岡大学）
資料にそって説明がなされ、承認された
4. 九州支部運営資料の更新について（高巣総務幹事）
資料-15，回覧- 8
・2013 年度九州支部事業日程と役割分担について
資料の説明および回覧によって、常議員・幹事の役割分担および仕事内容が説明され、承認された
5. 2013 年度第 53 回日本建築学会九州支部研究発表会について（高巣総務幹事）
・開催日：2014 年 3 月 2 日（日）
・担当校・会場校：佐賀大学 （会場 確認済み）
開催地、開催日時について承認された
6. 建築九州賞（作品賞）について（鶴崎学術幹事，志賀作品賞運営協議会幹事）
資料-16
資料にそって 2012 年度の決算（97,000 円黒字）などが報告され、承認された。支部および運営協
議会より、2013 年度から作品発表会（2 次選考会）を支所持ち回りで行う提案があり、承認された。
なお、2013 年度は福岡支所が担当し、会場は西日本工業大学を予定していることが確認された。
7. 2013 年度建築文化事業・建築文化週間企画書提出版について（武田常議員）
資料-17
「明治を見よう、赤レンガを語ろう―熊本の明治建築ウォッチング」
・開催日：2013 年 10 月 12 日（土）
・主催：日本建築学会九州支部熊本支所
・共催：熊本大学五高記念館
・後援：熊本県建築士会、熊本県建築事務所協会
資料にそって計画が説明がされ、承認された。
8. 災害委員会からの「2013 年度支部企画の募集」について（山口総務幹事）
資料-18
・1 件申請済み（災害フォーラムの実施）
災害委員会から提出された企画について資料にそって説明があった。この企画を本部に提出したこ
とが報告され、承認された。
9. 会費長期滞納者について（山口総務幹事）
資料-19
九州支部管内で 149 名いることなどが、資料にそって説明された。資料を参考に、可能な範囲での
協力のお願いをすることが承認された。
10. その他
Ⅳ．次回会議日程
1. 6 月幹事会
日時：2013 年 6 月 17 日（月） 9:30～12:00
※場所：九州支部事務局会議室
この日程・場所で開催されることが了承された
2. 7 月常議員会
日時：2013 年 8 月 1 日（木） 13:30～17:00
※場所：九州大学（箱崎キャンパス，詳細未定）
この日程で開催されることが了承された

