（一社）日本建築学会九州支部 11 月支部役員会議事録
日時：2014 年 11 月 19 日（水）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. 7 月支部役員会議事録（案）
（神野学術幹事）
・議事録（案）の確認が行われ承認された。
2. 10 月幹事会議事録（案）
（池添総務幹事）
・議事録（案）の確認が行われ承認された。

メールにて送付済み
メールにて送付済み

・5.23 支部総会において、韓国から先生方を 1〜2 名お呼びして「都市の再生（案）
」について講演頂く。
Ⅱ．報告事項
1. 本部関係報告
(1) 7 月,9 月,11 月理事会報告（河野支部長）
資料- 1, 回覧-1
・配布資料および回覧資料に基づいて報告がなされた。
(2) 第 1 回支部長会議（河野支部長）
資料- 2, 回覧-2
・配布資料に基づいて報告がなされた。
2. 支部関係報告
(1) 7 月・8 月・9 月・10 月の支部事業報告について（趙総務幹事）
資料- 3
・配布資料に基づいて報告がなされた。
(2) 7 月・8 月・9 月・10 月の支部会計報告について（野平会計幹事）
資料- 4
・配布資料に基づいて報告がなされた。
(3) 「作品選集 2015」九州支部審査結果について（堺学術幹事）
資料- 5
・支部応募件数 35 件，支部推薦 18 件，本会入選 13 件
・配布資料に基づいて報告がなされた。
(4) 支部共通事業設計競技について（堺学術幹事）
資料- 6
1)2014 年度「建築のいのち」本会審査結果
支部推薦 17 件中 優秀賞：1 件（崇城大学）
優秀賞/タジマ奨励賞：1 件（西日本工業大学）
タジマ奨励賞：2 件（熊本大学 2 件）
・配布資料に基づいて報告がなされた。
(5) 2015 年度大会研究集会のテーマ立案依頼（堺学術幹事）
資料- 7
・支部締切：2014 年 9 月 24 日，本会締切：2014 年 9 月 26 日
・提案なし
・配布資料に基づいて報告がなされた。
・支部としては研究集会を行わないこととする（回答しない）
。
(6) 2014 年度日本建築学会九州支部研究発表会募集要項・発表要項等（堺学術幹事）
資料- 8
・研究報告募集は会告掲載済み（建築雑誌 10 月号）
。HP 公開(10/3)済み
・配布資料に基づいて報告がなされた。
(7) 建築九州賞「作品賞」について（志賀作品賞運営協議会幹事）
資料- 9
・配布資料に基づいて報告がなされた。
・次年度の発表会：福岡支所で行うことに決定。
(8) 第 2 回 2014 年度支部費等の交付金送金のお知らせ（野平会計幹事）
資料-10, 参考資料-1

・合計 1,068,500 円
・配布資料に基づいて報告がなされた。
(9) 2014 年度支部会計上半期の予算執行状況について（野平会計幹事）
・配布資料に基づいて報告がなされた。
(10) 日本建築学会建築文化事業（趙総務幹事）
資料-11
1) 「建築文化週間 2014」
（10/24）
・配布資料に基づいて説明が行われた。
2) 「親と子の都市と建築講座」
（11/21）
・廣瀬正人先生の代理を検討中（水野先生からご推薦頂く予定）
。
(11) 平成 27 年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）の案内（趙総務幹事）
・支部締切：2014 年 10 月 15 日、応募なし
・応募がなかったことが報告された。
(12) 2014 年度における叙勲・褒賞者の確認依頼について（趙総務幹事）
資料-12
・支部・本会締切：2014 年 11 月 18 日（依頼 11/13）
・配布資料に基づいて説明が行われた。
・
「なし」で回答。
(13) 支部共通事業「建築物荷重指針改定」講習会の開催日程について（趙総務幹事）
資料-13
・2015 年 3 月 2 日（月）福岡建設会館
・河野支部長挨拶、司会神野学術幹事、当日受付アルバイト（九大学生 2 人）
・配布資料に基づいて説明が行われた。
(14) その他（趙総務幹事）
1) 寄贈図書
回覧-3
・鹿島技術研究所年報 VOL.62/2014-9
・日本建築学会近畿支部研究報告集第 54 号 CD-ROM
・2014 年度大会(近畿)大会プログラム（日本建築学会）
・2014 年度大会(近畿)学術講演梗概集・建築デザイン発表梗概集（日本建築学会）
・大学（建築関係学科）名簿 2014 年版（日本建築学会）
・回覧資料に基づいて報告がなされた。
2) 各種案内
資料-14，回覧- 4
・建築リサイクル法パトロール強化週間の協力依頼（福岡県建築都市部）
・国際学生設計コンペティションの実施について（くまもとアートポリス 2014）
・
「谷口吉郎・谷口吉生」展〜金沢が育んだ二人の建築家〜（谷口建築展実行委員会）
・タマホームデザインコンペティション 2014（タマホーム）
・せきさん九州（会報 2014 年 9 月号）
（日本建築積算協会九州支部）
・第 2 回都城高専おもしろ科学フェスティバル（後援の御礼）
・公益社団法人福岡県建築士会からの案内（6 月より加藤武弘会長→顧問、石本元彦会長就任）
・保全技術研究会・記念講演会の開催（一般財団法人建築保全センター）
・司法支援建築会議会報 13 号の送付（日本建築学会）
・第 7 回福岡新技術・新工法ライブラリー技術展示会（福岡県建設技術情報センター）
・平成 26 年度「講習会等助成」
（福岡県建設技術情報センター）
・配布資料に基づいて報告がなされた。
Ⅲ．審議事項
1. 2015 年度九州支部通常総会の日程等について（趙総務幹事）
・日程 2015 年 5 月 23 日（土）
（会場仮予約ずみ）

参考資料-2

・2015 年度九州支部通常総会の日程が提案され、承認された。
・配布資料に基づいて説明が行われた。
・総会当日、韓国先生の案内役を今後依頼することとした。
2. 第 16 期代議員および 2015 年支部役員（支部長・常議員）候補者について 資料-15, 参考資料-3
・支部締切：2014 年 11 月 30 日，本会締切：2014 年 12 月 10 日（趙総務幹事）
・配布資料に基づいて説明が行われ、それぞれの候補者について承認された。
3. 支部役員の役割分担の決定や実務遂行の監理状況その他支部運営アンケート
資料-16
・9 月幹事会確認、10 月 31 日本部事務局に送付済み（趙総務幹事）
・配布資料に基づいて説明が行われ、事後承認された。
4. 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-17
・支部締切：2014 年 10 月 14 日，本会締切：2015 年 1 月 20 日
・推薦 1 件（構造委員会井上委員長より）
・配布資料に基づいて説明が行われ、推薦することが承認された。
5. 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）
・支部締切：2014 年 10 月 14 日，本会締切：2014 年 12 月 12 日
・推薦無し
・配布資料に基づいて説明が行われ、推薦ないことを確認した。
6. 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-18
・支部締切：2014 年 10 月 2 日，本会締切：2014 年 10 月 10 日
・推薦 1 件（環境工学委員会依田委員長より）
・配布資料に基づいて説明が行われ、推薦することが承認された。
7. 建築九州賞「業績賞」の推薦について（趙総務幹事）
資料-19
・支所及び研究委員会からの推薦締切：2014 年 10 月 14 日
・推薦 1 件（大分支所）
・配布資料に基づいて説明が行われ、推薦することが承認された。
8. 建築九州賞「功労賞」の推薦について（趙総務幹事）
資料-20
・支所及び研究委員会からの推薦締切：2014 年 10 月 14 日
・推薦なし
・支部は本年度、三菱地所設計、福永設計事務所、西日本技術開発の 3 件を推薦
・配布資料に基づいて説明が行われ、上記３社を推薦することが承認された。
9. 建築九州賞「研究新人賞」候補の選考・推薦依頼について（堺学術幹事）
資料-21
・配布資料に基づいて説明が行われ、内容を確認した。
・各研究科委員長宛に送付予定。
10. 支部長賞の推薦依頼について（趙総務幹事）
資料-22，回覧- 5
・規程及び推薦依頼校の確認
・フォーマットと副賞（賞状ホルダー）について
・配布資料および回覧資料（賞状ホルダー現物）に基づいて説明が行われ、内容を確認した。
11. 本部災害委員会委員の推薦依頼について（趙総務幹事）
資料-23
・配布資料に基づいて説明が行われ、了承された。
12. 2014 年度日本建築学会九州支部研究発表会について
・設計競技表彰式・講演会・懇親会・研究発表会について（神野学術幹事）
資料-24
・付随行事 1 月号会告（11 月 28 日締切）
（神野学術幹事）
・配布資料に基づいて説明が行われ、内容を確認した。
・研究報告集の印刷・CD-ROM の見積もりについて（堺学術幹事）
資料-25
・配布資料に基づいて説明が行われた。

・プログラム編成作業の手順と日程（堺学術幹事）
資料-26
・配布資料に基づいて説明が行われた。
・来年度以降、詳細なキーワードを入れることについて今後検討することとした。まずは、来年度以降
対応可能か業者に確認することとした。
・プログラム編成委員の推薦依頼（堺学術幹事）
・配布資料に基づいて説明が行われた。
・研究者集会について（堺学術幹事）
日時：3 月 1 日（日）12:50～13:20，会場：熊本県立大学
・確認が行われた。
・教室割りについて（堺学術幹事）
資料-27
・配布資料に基づいて説明が行われた。
13. 大韓建築学会釜山・蔚山・慶南支部との学術交流について
1) 日韓国際シンポジウムについて（代理趙総務幹事）
資料-28
2) 韓国訪問について（河野支部長）
資料-29
･大韓建築学会釜山・蔚山・慶南支会の李政宰支部長から「2014 年度大韓建築学会
釜山・蔚山・慶南支会学術発表大会」への招待を受けた。
･河野支部長と渡邊俊行（元）支部長で訪問。
・配布資料に基づいて説明が行われた。
・本年度支部研の時、韓国の先生方の案内役を趙総務幹事に依頼した。
・河野支部長より
2016 年 3 月沖縄支部研において、九州支部と沖縄支所と協議の上で韓国から先生方を 1〜2 名を出来
るだけお呼びして講演会を開くなど対応してほしい。予算は、支部予算から支出可能。
14. 2015 年度日本建築学会支部研究補助費の申請について（趙総務幹事）
資料-30
・担当委員会：建築計画委員会
・配布資料に基づいて説明が行われ、了承した。
15. 2015 年度日本建築学会九州支部研究発表会の開催地等について（趙総務幹事）
資料-31
・開催候補地：沖縄（次候補：長崎）
，開催月：2016 年 3 月
・配布資料に基づいて説明が行われ、承認された。
16. 2015, 2016 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（趙総務幹事） 資料-32
・配布資料に基づいて説明が行われ、了承された。
17. 2015 年度支部共通事業設計競技の支部審査員・全国審査員について（堺学術幹事）
資料-33
・２年任期，1 名の後任を決める必要あり
※ 旅費について配慮した人員配置が望ましい
・配布資料に基づいて説明が行われ、支部審査委員は池添昌幸先生（福岡大）
、全国審査委員は鰺坂徹先
生（鹿児島大）を推薦することとした。
18. 2015 年支部文化事業企画委員会の委員について（趙総務幹事）
資料-34
・担当：2015 年 沖縄支所（小倉先生）
， 2016 年 宮崎支所（林田先生）
2017 年 佐賀支所（清水支所長）
・配布資料に基づいて説明が行われ、文化事業企画委員会の委員及び担当支所を確認した。
19. 2015 年度事業計画案・予算案の策定方針について（趙総務幹事）
資料-35，参考資料-4
・配布資料に基づいて説明が行われ、承認された。
20. 2015 年度事業計画案について（池添総務幹事）
資料-36，参考資料-5
・2014 年 12 月下旬 本会提出予定
・配布資料に基づいて説明が行われ、承認された。
21. 2015 年度予算編成に伴う支部費等交付金の照会について（野平会計幹事）
資料-37

・配布資料に基づいて説明が行われた。
22. 災害委員会予算配分の方法について（趙総務幹事）
資料-38
・配布資料に基づいて説明が行われ、協議の結果、7.5 編固定だったものから、実数（チェックが入っ
た編数）÷2 という計算に変える。次年度（2015 年度）予算から反映させる。
23. 2015 年度予算案について（野平会計幹事）
資料-39，参考資料-6
・2015 年度九州支部研究委員会経費配分（案）について
資料-40，参考資料-7
・2014 年 12 月幹事会後 本会提出
・配布資料に基づいて説明が行われた。
・以下を考慮の上再作成することで承認された。
・韓国から先生方をお呼びする分を考慮。
・総会の分と沖縄支部研の分を考慮。
24. 事務局員の次年度給与について（野平会計幹事）
資料-41(別添資料) ，参考資料-8(別添資料)
・配布資料に基づいて説明が行われ承認された。
25. 支部事務局賃貸契約について（趙総務幹事）
資料-42
・配布資料に基づいて説明が行われ承認された。
26. 「誓約書」の提出について（京都大学）
（趙総務幹事）
資料-43
・配布資料に基づいて説明が行われた。
・提出を了承した。
27. 後援依頼について（4 件）
（趙総務幹事）
・
「持続可能社会における構造安全性の社会的合意」講演会（福岡大学稲田研究室）
資料-44
・
「明日の建築と都市展」
（同実行委員会）
資料-45
・くまもとアートポリス 2014 アジア国際シンポジウム（同実行委員会）
資料-46
・コンクリートセミナー（一般社団法人セメント協会）
資料-47
・配布資料に基づいて説明が行われ承認された。
28. その他
・今後の支部役員会の日程確認（趙総務幹事）
資料-48
・配布資料に基づいて説明が行われた。

