一般社団法人日本建築学会九州支部 1 月支部役員会議事録
日時：2015 年 1 月 26 日（月）13:30～15:30
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）
（入江常議員作成）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. 12 月幹事会議事録（案）
（池添総務幹事作成） 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) 11 月・1 月理事会報告（河野支部長）
資料- 1,回覧- 1
・資料-1 および回覧資料 1 に基づいて報告がなされた。
・本年度から臨時総会（本年は 3/25 開催）において支部の報告会を実施することとなり，今回は
高巣前総務幹事に代理出席頂く旨報告がなされた。
・会費未納者に関する規定について説明が行われ，未納者に対する会費督促の義務について，代
議員は規定から除外する変更の報告がなされた。
(2) 第 2 回支部長会議報告（河野支部長）
回覧- 2
・回覧資料-2 に基づいて報告がなされた。
・支部が活用できる IT ツール（電子メール，ドメイン，オンラインストレージ，公募機能など）
について報告がなされた。
・支部費の費目が細分化されており，使用しにくいという意見が出ており，そのことについて費
目・括りなどの改善案があれば，支部から本部へ提出して欲しいとの報告がなされた。
・監査法人から支所交付金について改善すべきではないかという指摘があり，領収証の取り扱い
などの仕組みをどうするかなど検討が今後何年かかけて行われるとの報告がなされた。
(3) 12 月学術推進委員会（神野学術幹事）
資料- 2
・資料-2 に基づいて報告がなされた。
(4) 2015 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- 3
・資料-3 に基づいて報告がなされた。
2. 支部関係報告
(1) 11 月・12 月の支部事業報告について（趙総務幹事）
資料- 4
・資料-4 に基づいて報告がなされた。
(2) 11 月・12 月の支部会計報告について（松石会計幹事）
資料- 5
・資料-5 に基づいて報告がなされた。
(3) 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（趙総務幹事）資料- 6
・資料-6 に基づいて説明が行われた。
(4) 「建築文化週間 2014」の本部への報告について（趙総務幹事）
資料- 7
・資料-7 に基づいて報告がなされた。
(5) 「建築文化週間 2015」の企画について（趙総務幹事）
資料- 8
・資料-8 に基づいて説明が行われた。
(6) 2014 年度日本建築学会支部研究補助費について（神野学術幹事）
資料- 9,回覧- 3
・資料-9，回覧資料-3 に基づいて材料施工委員会においてシンポジウム（9/7 熊本大学）を開催
した旨報告がなされた。

(7) その他（趙総務幹事）
・以下の件について，資料-10 および回覧資料-4,5 に基づいて説明が行われた。
1) 寄贈図書
回覧- 4
・建築記録/逓信ビル(日本郵政株式会社 不動産部門施設部)
・カイベー集落調査報告集(国立文化財機構 奈良文化財研究所)
・竹中技術研究報告 No.70
・日本建築学会 2014 年度設計競技優秀作品集「建築のいのち」
2) 各種案内
資料-10,回覧- 5
・
「第 304 回コンクリートセミナー」案内(一般社団法人 セメント協会)
・
「作品選集 2015」への広告掲載について
・平成 27 年度第１期「講習会等助成」の案内（公益財団福岡県建設技術情報センター）
・
「第 26 回福岡市都市景観賞作品募集」リーフレット等の配布について（福岡市）
・平成 26 年度「建築設備検査資格者講習」の終了について（御礼）
（一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター）
・せきさん九州 新春特集
・年賀状：8 通
Ⅲ．審議事項
1. 2015 年度九州支部通常総会について（趙総務幹事）
資料-11
開催日：2015 年 5 月 23 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-11 に基づいて 2015 年度の支部通常総会・関連行事の内容，タイムテーブル，役割分担など
について説明・確認が行われ，承認された。
・建築九州賞・作品賞については，4 件となったとの報告があり，内容を確認した。
2. 2014 年度日本建築学会九州支部研究発表会について（趙総務幹事）
・研究発表会，ポスターについて（村上常議員）
資料-12
・資料-12 に基づいてシンポジウムおよび設計協議展示会の日程について説明が行われ，内容を確
認した。
・研究報告集印刷の見積もりについて（堺学術幹事）
資料-13
・資料-13-1 として予定していた見積がまだ送られてきていないため，メールでお送りする旨報告
がなされ，内容を確認した。資料 13-2 に基づいて研究報告集の発注数について説明が行われ，本年
度は 755 部発注する旨報告がなされ，了承された。
・発表登録数，教室割り，ＣＰＤ（堺学術幹事）
資料-14
・資料-14 に基づいて説明が行われ，承認された。
・研究者集会について（趙総務幹事）
参考資料- 1
日時：3 月 1 日（日）12:50～13:20
会場：熊本県立大学 中ホール（座席数：316）
・参考資料-1 に基づいて研究者集会について説明が行われ，内容を確認した。
・設計競技表彰式は同日に開催されるシンポジウムで行う．
・本件について報告がなされた。
3. 建築九州賞「作品賞」について（堺学術幹事・神野術幹事・志賀作品賞運営協議会幹事） 資料-15
・現在の状況
・資料-15 に基づいて表彰作品の決定（住宅部門 1 件，一般建築部門 2 件，JIA 特別賞 1 件）につい
て報告がなされ，内容を確認した。
4. 2014 年度支部経営助成費（2 回目）について（松石会計幹事）
資料-16
・資料-16 に基づいて説明が行われ，承認された。

5. 「九州建築学術振興会」から九州支部への寄付金について（趙・松石会計幹事）
資料-17
・資料-17 に基づいて説明が行われ，承認された。
6. 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-18
・資料-18 に基づいて説明が行われ，承認された。
7. 2015 年度事業計画案について（池添総務幹事）
資料-19
・資料-19 に基づいて説明が行われ，承認された。
8. 2015 年度予算案について（野平会計幹事）
資料-20
・2015 年度九州支部研究委員会経費配分（案）について
・資料-20 に基づいて説明が行われ，了承された。なお，2015 年度の予算案の修正版は本部に提出
済みである旨報告がなされた。
9. 2015 年度第 55 回九州支部研究発表会開催地について（趙総務幹事）
資料-21
・沖縄支所が担当支所
日時：3 月 5 日（土）～3 月 6 日（日）
（予定）
会場：未定
・資料-21 に基づいて説明が行われ，2015 年度第 55 回九州支部研究発表会の会場については，各
大学に問い合わせ中で未確定であり，
確定は 4 月以降になることの説明が行われ，
内容を確認した。
現時点では，琉球大学にて開催予定である旨報告がなされた。
10. 2015 年度講習会事業計画（案）について（趙総務幹事）
資料-22
・資料-22 に基づいて説明が行われ，内容を確認した。
11. 2015 年度「全国大学・高専卒業設計展示会」の開催について（入江常議員）
資料-23
・資料-23 に基づいて説明が行われ，内容を確認した。
12. 2015 年度常議員の担当について（池添総務幹事）
参考資料- 2
・参考資料-2 に基づいて 2015 年度常議員の担当について説明が行われ，内容を確認した。来月の
幹事会にて審議予定である旨報告がなされた。
13. 3 月支部役員会（メール回議）の実施方法について（趙総務幹事）
資料-24
・資料-24 に基づいて説明が行われ，内容を確認した。
14. 司法支援建築会議九州支部の件について（河野支部長）
資料-25
・資料-25 に基づいて説明が行われ，内容を確認した。
・司法支援建築会議九州支部が本会運営委員会で設置が承認されたものの，学会九州支部は本件に
ついて把握してなかったことから本件は取り下げされることになった旨報告がなされた。
・また本部の運営委員会も本件（九州支部の設置）を差し戻した旨報告がなされた。
15. 後援依頼について（趙総務幹事）
・
「明日の建築と都市展」
（同実行委員会）
資料-26
・資料-26 に基づいて名義後援（会場の追加）について説明が行われ，承認された。
16. その他（趙総務幹事）
・なし
Ⅳ．次回会議日程
1. 2 月幹事会
日時：2015 年 2 月 16 日（月）14:00～
場所：九州支部事務局会議室
2. 3 月支部役員会
日時：2015 年 3 月 19 日（木）
メール回議
3. 4 月幹事会
日時：2015 年 4 月 20 日（月）14:00～

2014 年度の会計及び会務監査会：13:00～14:00
場所：九州支部事務局会議室
4. 2015 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：2015 年 5 月 23 日（土）10:00～
福岡建設会館

