（一社）日本建築学会九州支部 1 月支部役員会議事録
日時：2014 年 1 月 30 日（木）13:30～16:00
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 月支部役員会議事録（案）
（村上常議員作成）メールにて送付済み
資料に沿って確認がなされ、承認された。
2. 12 月幹事会議事録（案）
（趙総務幹事作成） メールにて送付済み
Ⅲ．審議事項 ３．建築九州賞「作品賞」について
「2015 年度以降は福岡支所（または北九州）→他支所→福岡支所（または北九州）のローテーシ
ョンで担当するとの提案があり、これを了承した。
」とあるが、これを「…提案があり、その方向
で検討することとした。
」と訂正された。
その他は資料に沿って確認がなされ、承認された。
Ⅱ．報告事項
1. 本部関係報告
(1) 11 月・1 月理事会報告（河野支部長）
資料資料に沿って報告がなされた。
審議事項８．規程類の制定・改廃について
（４）司法支援建築会議運営規程
…「会議の会員は原則として私的鑑定人になることはできない。
」が追加された。
（５）委託研究取扱規程 …支部で受けたものも本部を通す。
９．就職活動時期に関する経団連指針に対する意見と建築系教育会からの要望について
…「３月末〜４月末および夏期休暇期間」として欲しいという要望が出されている。
10．建築会館ホール天井耐震対策工事等について
…４千万円の費用。７月中旬〜９月中旬に休館予定。
11．2013 年度日本建築学会大会（北海道）の決算報告について
…当初配分予算 650 万円。380 万円の剰余は担当支部に還付。
12．2014 年度日本建築学会大会（近畿）の参加費について
…会場が２ヶ所に分かれており、会場費が 1300 万円→参加費が値上げされる。
(2) 第 2 回支部長会議報告（河野支部長）
資料資料に沿って報告がなされた。
(3) 12 月学術推進委員会（堺学術幹事）
資料支部長より資料に沿って報告がなされた。
大会では紙面投稿が廃止になり、その分投稿期間が短縮されている。
(4) 2014 年度事業計画・収支予算編成上の基本方針（案）
（河野支部長）
資料資料に沿って報告がなされた。収入に見合った適正な支出を念頭に編成する。
(5) 委託研究取扱規程の変更について（高巣総務幹事）
資料資料に沿って報告がなされた。公益性が要求される。本部で判断される。
2. 支部関係報告
(1) 11 月・12 月の支部事業報告について（高巣総務幹事）
資料に沿って報告がなされた。
(2) 11 月・12 月の支部会計報告について（阪根会計幹事）
支部長より資料に沿って報告がなされた。
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(3) 第 15 期代議員および 2014 年支部役員（常議員）候補者について（高巣総務幹事）
資料- 8
資料に沿って報告がなされた。森下委員は定年の関係で外れることとなった。
(4) 2014 年度特色ある支部活動企画採択結果（高巣総務幹事）
資料- 9
資料に沿って報告がなされた。
東北支部、近畿支部の提案が採択され、九州支部の２提案はいずれも不採択となった。
(5) 「建築文化週間 2013」の本部への報告について（高巣総務幹事）
資料-10
資料に沿って報告がなされた。
「親と子の都市と建築講座 デザインスクールキャラバン」福岡市立南当仁小学校５年生
(6) 「建築文化週間 2014」の企画について（高巣総務幹事）
資料-11
資料に沿って報告がなされた。
「親と子の都市と建築講座 デザインスクールキャラバン」は引き続き水野先生に打診中。
「長崎港の近代化産業遺産 ウォッチング」平成 26 年 10 月 24 日(金)。定員 70 名、バス２台予定。
(7) その他（高巣総務幹事）
1) 寄贈図書
回覧- 1
・日本建築学会 2013 年度設計競技優秀作品集
「新しい建築は境界を乗り越えようとするところに現象する」
・集落・町並みの調査と保存・活用（国立文化財機構 奈良文化財研究所）
・竹中技術研究報告 No.69
・東日本大震災に関する東北支部学術合同調査委員会報告書（DVD）
・法令集（本部から）
・法令集（総合資格）
2) 各種案内
資料-12,回覧- 2
・木造建築シンポジウムの開催について
・
「ル・コルビュジエからミケランジェロへ」展の開催について
・
「建築基準法令集平成 26 年版」発刊のお知らせとご購入のお願い
・
「作品選集 2014」への広告掲載について
・せきさん九州 新春特集
・年賀状：9 通
資料および回覧によって報告がなされた。
Ⅲ．審議事項
1. 司法支援の九州支部での立ち上げについて（河野支部長）
資料-13
資料に沿って報告がなされた。これまでは九州支部では会員で対応できないため、見送って来た。
九州で対応可能と思われるのは１ヶ所しかなく、しかも高齢が懸念される。
他の会員では対応できないため、九州支部では今回も見送ることとする。
2. 2014 年度九州支部通常総会について（高巣総務幹事）
資料-14
開催日：2014 年 5 月 24 日（土）
，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
資料に沿って提案がなされ、承認された。吉野会長の講演が決定している。
新旧役員会（60 分）→合同役員会（75 分）とする。懇親会会費は \3,0003. 2013 年度日本建築学会九州支部研究発表会および日韓国際シンポジウムについて（高巣総務幹事）
各資料に沿って提案がなされ、承認された。
・研究発表会，ポスターについて（平瀬常議員）
資料-15
支部から各支所・各研究委員長にメールで配信する。
・研究報告集印刷の見積もりについて（鶴崎学術幹事）
資料-16
・発表登録数，教室割り，ＣＰＤ（鶴崎学術幹事・平瀬常議員）
資料-17

発表登録数は減少している。教室割りでは、構造のＡ←→Ｂ室を入れ替えた。ＣＰＤは申請中。
・研究者集会について（高巣総務幹事）
日時：3 月 2 日（日）12:50～13:20
会場：佐賀教養教育 2 号館 2 階 221 番教室（座席数：224）
・ 設計競技表彰式は同日に開催される国際シンポジウムで行う．
現時点では２名が表彰式に出席予定。
・日韓国際シンポジウムについて（平瀬常議員）
資料-18
3.01(土)に開催予定。
4. 建築九州賞「作品賞」について（鶴崎学術幹事・堺学術幹事・志賀作品賞運営協議会幹事）資料-19
・現在の状況
資料に沿って提案がなされ、受賞５作品が承認された。
・2015 年度以降の発表会担当支所の決定方法について
2015 年度は８月末の土日で検討する。
会場は 150-200 人程度。会場費とアルバイト代は支所が持つ。作品選集は \5,500- に値上げ。
今後は、福岡支所と他支所で交替で開催する。ただし、交通の便を考慮し柔軟に対応する。
5. 2013 年度九州支部支部長賞の授与について（高巣総務幹事）
資料-20
資料に沿って提案がなされ、承認された。現在依頼中。
6. 2013 年度支部経営助成費（2 回目）について（阪根会計幹事）
資料-21
資料に沿って報告がなされた。\30,000- の交付があった。
7. 「九州建築学術振興会」から九州支部への寄付金について（高巣・阪根会計幹事）
資料-22
資料に沿って報告がなされた。\500,000- の寄付金があった。
8. 2014 年度事業計画案・予算案の策定方針について（高巣総務幹事）
資料-23
資料に沿って提案がなされ、承認された。
9. 2014 年度事業計画案について（趙総務幹事）
資料-24
資料に沿って提案がなされ、承認された。
10. 2014 年度予算案について（松石会計幹事）
資料-25
・2014 年度九州支部研究委員会経費配分（案）について
資料-25 p.3 「建築文化週間」と「親と子の都市と建築講座」の欄を入れ替える。
その他は資料に沿って提案がなされ、承認された。
11. 事務局員の次年度給与について（阪根会計幹事）
今年度通りとする。
12. 2014 年度日本建築学会支部研究補助費申請について（高巣総務幹事）
資料-26
･担当委員会：材料･施工委員会
資料に沿って提案がなされ、承認された。
13. 2014 年度第 54 回九州支部研究発表会開催地について（高巣総務幹事）
資料-27
・熊本支所が担当支所
日時：2 月 28 日（土）～3 月 1 日（日）(予定)
会場：熊本県立大学
資料に沿って提案がなされ、承認された。会場費が無料となっている。
14. 2014 年度日本建築学会作品選集支部選考部会委員の推薦について
資料-28
(鶴崎学術幹事・志賀作品賞運営協議会幹事)
資料の通り委員交替の提案があり、承認された。
15. 2014 年度講習会事業計画（案）について（髙巣総務幹事）
資料-29
資料に沿って提案がなされ、承認された。
支部共通事業として「建築物荷重指針」改定講習が行われる。その他の開催は申請しない。
16. 2014 年度「全国大学・高専卒業設計展示会」の開催について（富来常議員）
資料-30

資料に沿って提案がなされ、承認された。
鹿児島支部と沖縄支部の希望が重複しているが、調整は本部が行う。
17. 2014 年度常議員の担当について（趙総務幹事）
資料に沿って提案がなされ、承認された。
18. 3 月支部役員会（メール回議）の実施方法について（高巣総務幹事）
資料に沿って提案がなされ、承認された。
19. 後援依頼について（1 件）
（高巣総務幹事）
・一般社団法人日本建設業連合会 ｢ＢＣＳ賞受賞作品見学会｣
資料に沿って提案がなされ、承認された。
20. その他（高巣総務幹事）
日程の確認が行われた。
Ⅳ．次回会議日程
1. 2 月幹事会
日時：2014 年 2 月 18 日（火）15:00～
場所：九州支部事務局会議室
2. 3 月支部役員会
日時：2014 年 3 月 20 日（木）
メール回議
3. 4 月幹事会
日時：2014 年 4 月 25 日（金 ）15:00 ～
2013 年度の会計及び会務監査会：14 :00 ～15:00
場所：九州支部事務局会議室
4. 2014 年度九州支部通常総会，合同役員会及び新旧支部役員会
日時：2014 年 5 月 24 日（土） : ～
福岡建設会館
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