
一般社団法人日本建築学会九州支部７月支部役員会議事録 
 
日時：2014 年 7 月 29 日（火）13:30～ 
場所：九州大学工学部建築学科会議室（旧館 401 号室） 
 
Ⅰ．前回議事録確認 
1. 新旧支部役員会議事録（案）（村上常議員）  メールにて送付済み 
・議事録（案）の確認が行われ、承認された。 

2. 合同役員会議事録（案）（黒川常議員）      メールにて送付済み 
・議事録（案）の確認が行われ、承認された。 

3. 6 月幹事会議事録（案）（池添総務幹事）      メールにて送付済み 
・議事録（案）の確認が行われ、承認された。 

 
Ⅱ．報告事項 
1. 本部関係報告 

(1) 5・6 月理事会報告（河野支部長）     回覧- 1， 資料- 1 
・配布資料および回覧資料に基づいて説明が行われた。 

(2) 7 月学術推進委員会（神野学術幹事）      資料- 2 
・資料に基づいて報告がなされた。 

(3) 2013 年度事業報告・収支決算書（趙総務幹事）          回覧- 2 
・回覧資料に基づいて報告がなされた。 

(4) 2014 年度通常総会資料（趙総務幹事）          回覧- 3 
・回覧資料に基づいて報告がなされた。 

(5) 2014 年度本会役員一覧（河野支部長）      資料- 3 
・配布資料に基づいて報告がなされた。 

(6) 2014 年度本会主要行事日程（趙総務幹事）     資料- 4 
・配布資料に基づいて報告がなされた。 

 
2. 支部関係報告 

(1) 5・6 月の業務報告（趙総務幹事）      資料- 5 
・配布資料に基づいて報告がなされた。 
・平成 25 年度の支部研究発表の際に佐賀支所に対して、佐賀県観光協会ならびに佐賀県より寄付が

あったことについて記録を残してほしいとの依頼が佐賀支所よりあった。これに対して、寄付の

経緯、用途等の記録を文書として提出するように佐賀支所に依頼が行われた。 
(2) 5・6 月の会計報告（松石会計幹事）      資料- 6 

・配布資料に基づいて説明が行われた。 
(3) 「作品選集 2015」応募について（堺学術幹事）         資料- 7 

・応募件数 35 件（昨年 11 件） 
・第 1 回支部選考部会：6 月 26 日（木）14:00～16:50，20 件を選定（昨年 7 件，現地調査へ） 
・第 2 回支部選考部会：8 月 27 日（水）14:00～開催予定（18 件を選定予定） 

・配布資料に基づいて説明が行われた。 
(4) 2014 年度支部通常総会の付随行事について（趙総務幹事）            資料- 8 

・支部事業報告会，建築九州賞表彰式，受賞者講演会 参加者 70 名（昨年 64 名） 
・懇親会 参加者 53 名（招待者 16 名，事務局 2 名） 

・配布資料に基づいて説明が行われた。 



(5) 2014 年度支部共通事業「設計競技」九州支部審査結果について（堺学術幹事）      資料-9 
・作品応募数：78 件（昨年応募数 81 件） 支部入選数：17 件 

・配布資料に基づいて説明が行われた。 
(6) 市民企画講座･支部企画の選考結果通知（趙総務幹事）    資料-10 

・配布資料に基づいて不採択であった旨、報告がなされた。 
(7) 事業費の送金について（松石会計幹事）      資料-11 

・配布資料に基づいて説明が行われた。 
(8) 大会会場での支部研究資料の頒布について（趙総務幹事）        資料-12 

・配布資料に基づいて説明が行われた。 
(9) その他（趙総務幹事）       回覧- 4 

・以下の件について、回覧資料に基づいて説明が行われた。 
1) 寄贈図書 

・日本建築学会東北支部研究報告集第 77 号 CD-ROM 
・日本建築学会北陸支部研究報告集第 57 号 CD-ROM 
・日本建築学会北海道支部研究報告集第 87 号 CD-ROM 
・日本建築学会四国支部研究報告集第 14 号  
・2014年度大会(近畿)大会プログラム（日本建築学会） 

・重要文化財建造物現状変更説明（1931-1949）(奈良文化財研究所) 

2) 東九州設計工務（株）（功労賞受賞）お礼      
3) その他の各種案内       回覧- 5， 資料-13 

・せきさん九州（会報 2014 年 5 月号）（日本建築積算協会九州支部） 
・平成 26 年度国土交通大臣「建築設備資格者講習」開催 
・周南市コンベンションガイドブック 
・「ル・コルビュジエと飛行機」展 
・新刊「建築家っておもしろい−古谷誠章＋NASCA の仕事」/セミナー「発想源」 
・平成 26 年度「建築積算士」「建築コスト管理士」試験案内 

 
Ⅲ．審議事項 
1. 2015 年度支部通常総会の日程について（趙総務幹事）    
・2015 年度支部通常総会は 2015 年 5 月 23 日(土)と決まった。 

2. 2014 年度幹事会および支部役員会の年間スケジュールについて（趙総務幹事）     資料-14 
・以下のようにスケジュールが決まった・ 

・幹事会 
  10 月 20 日（月）、12 月 8 日（月）、2 月 16 日（月）、4 月 20 日（月）、時間は全て 14：00～ 
・支部役員会 

  11 月 19 日（水）13：30～、1 月 26 日（月）13：30～、3 月 19 日メール審議、 
5 月 23 日（土）10：00～ 

・監査会 4 月 20 日（月）13：00～14：00 
・文化事業企画委員会 1 月 26 日（月）12：30～13：30 

3. 常議員の担当について（趙総務幹事）      資料-15 
・支部事務局カードキー，金庫の鍵は伊地知事務員および 2 年目の総務幹事が保持する。 
・「特色ある支部活動支援」に関する担当は削除する。 

4. 沖縄支所長の交代について（趙総務幹事）                                          資料-16 
・下記の交代を承認した。 

堤純一郎（琉球大学教授）→小倉暢之（琉球大学教授）2014 年 6 月 13 日〜 



5. 図書ならびに資料の Web 公開について（趙総務幹事）            回覧- 6，資料-17 
・資料に基づいて説明があり、デジタル化を認め、広く一般に公開することとした。 

6. 2014 年度支部経営助成費の交付について（松石会計幹事）    資料-18 
・未納の法人会員・賛助会員への納入依頼については特に行わないこととした。 

7. 2014 年度九州支部研究発表会募集要項（案）および日程（案）（堺学術幹事）     資料-19 
・資料に基づいて説明があり、冊子版の報告集を次年度以降取りやめることとし、2 編発表する場合

の登録料の記載を修正した。 
・登録費、CD/研究報告集の頒布価格を以下のように改定した。 
  発表登録費 4,200 円（1 編の場合）、6,300 円（2 編の場合） 
  研究報告集 2,100 円（CD-ROM 版）、7,500 円（冊子版） 

8. 2014 年度九州支部研究発表会実行委員会について（趙総務幹事）   資料-20 
・配布資料に基づいて説明が行われた。 

9. 2014 年度支部共通事業「設計競技」支部入選の表彰式について（趙総務幹事）     資料-21 
・日程は 2015 年 2 月 28 日（支部研究発表会の前日）担当：熊本支所 
・支部入選者（代表者のみ）の懇親会費用は，例年担当支所が負担している 
・配付依頼（表彰式欠席：3 月） ※昨年度から図面は返却しない 
・配布資料に基づいて説明が行われた。 

10. 2014 年度九州支部建築九州賞（業績賞）の推薦について（趙総務幹事）  資料-22 
・配布資料に基づいて説明があり、研究委員会と支所宛に依頼済みであるとの報告があった。 

11. 2014 年度九州支部建築九州賞（功労賞）の推薦について（趙総務幹事）  資料-23 
・配布資料に基づいて説明があり、研究委員会と支所宛に依頼済みであるとの報告があった。 

12. 2014 年度九州支部建築九州賞（作品賞）について     資料-24 
（堺学術幹事，志賀作品賞運営協議会幹事） 

・配布資料に基づいて説明が行われた。 
13. 全国大会研究集会のテーマ立案（趙総務幹事）     資料-25 

・例年の照会先：研究委員会、本部締切：9 月 26 日 
・配布資料に基づいて説明が行われ、各研究委員会に依頼することとした。 

14. 2015 年日本建築学会大賞業績候補の推薦依頼について（趙総務幹事）              資料-26 
本部締切： 1 月 20 日、研究委員会、支所に依頼  

・配布資料に基づいて説明が行われ、各支所に依頼することとした。 

15. 2015 年日本建築学会文化賞候補業績の推薦依頼について（趙総務幹事）              資料-27 
本部締切：12 月 12 日、研究委員会に依頼 
・配布資料に基づいて説明が行われ、各研究委員会に依頼することとした。 

16. 2015 年日本建築学会教育賞（教育業績）候補業績の推薦依頼について（趙総務幹事） 資料-28 
本部締切：10 月 10 日、研究委員会、支所に依頼 
・配布資料に基づいて説明が行われ、各研究委員会、支所に依頼することとした。 

17. 2015 年度特色ある支部活動支援の廃止について（趙総務幹事）    
・本件について報告がなされた。 

18. 2014 年度作品選集支部選考部会委員（長崎）の交替について（趙総務幹事）      資料-29 
・配布資料に基づいて説明が行われ、承認された。 

19. 作品選集支部選考部会委員の推薦について（趙総務幹事）       資料-30 
・配布資料に基づいて説明が行われ、各支所へ依頼をすることとした。 

20. 2014 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（趙総務幹事） 
・本件について説明がなされ、引き続き、交流を推進することとした。 

21. 2014 年度運営資料の改訂について（趙総務幹事）                後日配付 



・今年度の修正をし、後日改めて配布することとした。 
22. 議案書・議事録（案）の取り扱いについて（趙総務幹事）    資料-31 

・配布資料に基づいて説明が行われた。 

23. 支部事務局資料整理（PDF 化等）について（趙総務幹事）          参考資料- 1 
・参考資料に基づいて説明が行われ、秋から実施することとした。 

24. 支部事務局の年間作業工程とアルバイト雇用計画について（伊地知事務員）        参考資料- 2 
・参考資料に基づいて説明が行われ、昨年度と同様に削減に努め、総会開催時などで必要不可欠な

場合に限りアルバイトを雇用することを確認した。 
25. 2013 年度各支部事業の開催概要集計表について（趙総務幹事）                       資料-32 

・配布資料に基づいて説明が行われた。 

26. その他 
・配布資料に基づいて、以下の件について説明が行われた。 

(1) 後援依頼について（2件）（趙総務幹事）    回覧- 7， 資料-33 
  ・第 27回福岡県美しいまちづくり建築賞（福岡県） 

・ 第 2回都城高専おもしろ科学フェスティバル（都城高専） 

(2) NTT 電子会議（ミーティングプラザ）の運用終了（趙総務幹事）                  資料-34 
 
 

（作成：神野達夫） 


