（一社）日本建築学会九州支部 3 月支部役員会議事録案
日時：2014 年 3 月 20 日（木）12:00 ～ 17:00
場所：メール回議
Ⅰ．前回議事録確認
1. 1 月支部役員会議事録（案）
（黒川常議員作成） メールにて送付済み
2. 文化事業企画委員会議事録（案）
（趙総務幹事）メールにて送付済み
3. 2 月幹事会議事録（案）
（趙総務幹事作成）
メールにて送付済み
Ⅱ．報告事項
1. 本部関係報告
(1) 3 月理事会報告（高巣総務幹事：代理出席のため）
・3 月理事会報告があった。
(2) 第 3 回支部長会議報告（高巣総務幹事：代理出席のため）
・第 3 回支部長会議報告があった。

資料- 1
資料- 2

2. 支部関係報告
(1) 1 月，2 月の支部事業報告について（高巣総務幹事）
資料- 3
・資料の通り本部への報告済みとの報告があった。
(2) 1 月，2 月の支部会計報告について（阪根会計幹事）
資料- 4
・ 1 月，2 月の支部会計報告があった。
(3) 支部費等交付金について（阪根会計幹事）
資料- 5
・ 2013 年度支部費精算，準会員還付金，支部経営助成費について報告があった。
(4) 2013 年度 53 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（趙総務幹事）
資料- 6
・研究者集会の報告があった。
・ 経費および報告集等の販売状況について（鶴崎学術幹事）
資料- 7
・経費および報告集等の販売状況について報告があった。
(5) 2013 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（森下常議員）
資料- 8
・資料の通り報告があった。
(6) 2014 年度全国大学・高専卒業設計展示会の開催日程について（富来常議員）
資料- 9
・資料の通り報告があった。
(7) 法人会員（熊谷組）口数の減少について（高巣総務幹事）
資料-10
・2014 年度より熊谷組の九州支部への口数が 2 口から 1 口に減少するとの報告があった。
(8) 福岡県建設技術情報センター 平成 26 年度「講習会等助成」の公募休止について
資料-11
（高巣総務幹事）
・2014 年度より上記の公募が中止になる可能性があるとの報告があった。
(9) その他（高巣総務幹事）
1) 寄贈図書
・合成構造設計規準（日本建築学会）
・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（日本建築学会）
・日本建築学会東海支部研究報告集第 52 号
・日本建築学会中国支部研究報告集第 37 号
・上記の寄贈図書の報告があった。
2) 各種案内

・ 九州歴史資料館企画展｢太田静六が見た福岡の建造物｣
・ 第 21 回空間デザイン・コンペティション（日本電気硝子）
・ 建築デザイン発表会（日本建築学会）
・上記の案内の報告があった。

資料-12

Ⅲ．審議事項
1. 「本部と支部の情報共有の強化に向けた取り組みついて」要望・意見・質問について
資料-13
（河野支部長）
・本部から資料の通りの取り組みが示されており、改めて支部から要望等があれば申し述べるよう
依頼があった。九州支部の会員情報が取得でき，さらに支部会員向けメーリングリストを作成する
と，支部の活動情報等を支部会員へ配信できる可能性があるとの意見があった。
2. 受託研究に関する支部運営資料の改訂について（高巣総務幹事）
資料-14
・受託研究に関わる本部規定が変更になり、内容を確認した。
3. 2014 年度九州支部通常総会について（高巣総務幹事、趙総務幹事）
・スケジュールおよび役割分担について（高巣総務幹事）
資料-15
・スケジュールおよび役割分担について確認し、了承した。
・懇親会企画について（趙総務幹事）
資料-16
・懇親会企画について確認し、吉野会長の挨拶を加えるとの意見があり、了承した。
・ポスターについて（高巣総務幹事）
資料-17
・通常総会のポスターを確認した。
4. 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-18
・資料通りの報告があり、了承した。
5. 2013 年度事業報告：本部提出用（高巣総務幹事）
資料-19
・本部〆切 4 月 1 日
・各研究委員会、支所等からお寄せいただいた事業報告を資料のようにとりまとめた。本役員会
では、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こととした
・各支所の記載状況を確認した。
6. 2014 年度事業計画案：総会資料用（趙総務幹事）
資料- 20
・2014 年度事業計画案について確認した。
7. 2013 年度九州支部長賞の選考について（高巣総務幹事）
資料- 21
・現在までに 25 校 27 名の申請が届いており、これらを承認することと、残り 4 校から申請があっ
た場合も同様に承認することとした。
8. 2013 年度建築九州賞「研究新人賞」の選考について（高巣総務幹事）
資料-22
・各研究委員会から推薦のあった 7 名があり、了承した。
9. 2013 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・袋（14 個、無印良品）18,795 円、賞状 24 枚:2,046 円
アルバイト代:18,000 円（高巣総務幹事・志賀作品賞運営協議会幹事）
・上記（昨年分）と同様の対応と支出することとした。
10. 2014 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（高巣総務幹事）
資料-23
・3 月 20 日 本部申請〆切
・資料を確認し、提出することとした。
11. 災害委員会 2014 年度支部企画の募集について（高巣総務幹事）
資料-24
本部〆切 4 月 25 日
・例年通り、九州支部災害委員会に提案を依頼することとした。
12. 2014 年度常議員の担当について（趙総務幹事）
資料-25
・2014 年度常議員の担当について確認し、了承した。

13. 北九州市八幡市民会館・図書館の保存要望書について（高巣総務幹事）
資料-26
・歴史・意匠委員会から要望書が提出された。事前に本部に連絡し、支部長、総務幹事、学術幹事、
支部事務局との情報共有を図りながら進めることとした。
14. 「支部研究報告 CD-ROM」利用許諾依頼書（科学技術振興機構）について（高巣総務幹事） 資料-27
・科学技術振興機構からの「九州支部研究報告 CD-ROM」利用許諾依頼があり、了承した。
15. 後援依頼について（2 件）
（高巣総務幹事）
資料-28
・建築学科創設 50 周年記念 福岡大学建築展 2014 （福岡大学）
50 周年記念講演｢様相について｣
シンポジウム｢学生時代に 描いた夢と今の仕事内容・夢について｣
・日本建築積算協会九州支部 「建築積算学校九州校第 39 期（平成 26 年度）
」
・上記 2 件の後援名義の使用依頼があり、了承した。
16. その他（高巣総務幹事）
・ 特になし。
Ⅳ．次回会議日程
1. 2013 年度会計及び会務監査会
日時：2014 年 4 月 25 日（金）14:00 ～15:00
場所：九州支部事務局会議室
2. 4 月幹事会
日時：2014 年 4 月 25 日（金）15:00～
場所：九州支部事務局会議室
3. 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）10:00～
場所：福岡建設会館
・上記の会議日程を確認した。

