（一社）日本建築学会九州支部 5 月新旧支部役員会議事録
日時：2015 年 5 月 23 日（土）10:00～11:15
場所：福岡建設会館 7 階 703 会議室
Ⅰ．本日のスケジュールについて（趙総務幹事）
別添資料
新旧支部役員会，合同役員会，通常総会，特別講演会 支部事業報告会，建築九州賞表彰式，受賞者
講演会，懇親会
Ⅱ．前回議事録確認
1. 3 月支部役員会議事録（案）
（中大窪常議員作成）
2. 4 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

Ⅲ．報告事項
1. 本部関係報告
(1) 4 月，5 月理事会報告（河野支部長）
・資料-1 に基づき報告がなされた。
(2) 4 月学術推進委員会について（神野学術幹事）
・資料-2 に基づき報告がなされた。
(3) 2015 年 3 月臨時総会資料について（趙総務幹事）
(4) 2015 年度本部事業計画・収支予算書について（趙総務幹事）
・回覧資料-1 に基づき報告がなされた。
(5) 2015 年会長・副会長・監事候補者選挙の結果について（河野支部長）
・資料-3 に基づき報告がなされた。
(6) 第 16 期代議員選挙の結果について（趙総務幹事）
・資料-4 に基づき報告がなされた。
(7) 理事会代行者の変更連絡（趙総務幹事）
（趙幹事から池添幹事に交代）
・資料-5 に基づき報告がなされた。
(8) 2016 年度日本建築学会大会（九州）について（趙総務幹事）
・資料-6 に基づき報告がなされた。

資料- 1
資料- 2
回覧- 1
回覧- 1
資料- 3
資料- 4
資料- 5
資料- 6

2. 支部関係報告
(1) 3 月，4 月の支部事業報告について（趙総務幹事）
資料- 7
・資料 7 に基づき報告がなされた。
(2) 3 月，4 月の支部会計報告について（松石会計幹事）
資料- 8
(3) 2014 年度の支部会計報告について（松石会計幹事）
・資料-8 の通り報告がなされた。70 万円の赤字を予定していたが、最終的には 7 万円程度に収ま
ったことが確認された。
(4) 2015 年度支部費等の交付金送金について（松石会計幹事）
資料- 9
・資料-9 に基づき報告がなされた。
(5) 2015 年支部役員（支部長・常議員）選挙結果について（趙総務幹事）
資料-10
・資料-10 に基づき報告がなされた。
(6) 2014 年度支部研究発表会収支報告について（堺学術幹事）
資料-11
・資料-11 に基づき報告がなされた。
(7) 事務連絡会議について（伊地知事務員）
資料-12

・資料-12 に基づき報告がなされた。支所交付金について、来年度から支部に領収書の提出が必
要であることが、確認された。
・支所交付金について、交付方法等は今後検討していく必要があるが、各支所で立て替えが起こ
らないようにすることが確認された。
・各支所の蓄財については、今後検討をする。
(8) その他
・以下の件について、回覧-2、資料-9 に基づき説明がなされた。
1) 寄贈図書（趙総務幹事）
・Village Survey Report in Cai Be （奈良文化財研究所）
2) 各種案内（趙総務幹事）
・大成建設ギャルリー・タイセイ「ル・コルビュジエを取り巻く人びと」

回覧- 2
資料-13

Ⅳ．審議事項
1. 2015 年度九州支部通常総会の議案および資料について
資料-14
・2014 年度事業報告（趙総務幹事）
・2014 年度収入支出決算報告（松石会計幹事）
・2015 年度事業計画策定方針（趙総務幹事）
・2015 年度事業計画（案）
（池添総務幹事）
・2015 年度収入支出予算（案）
（野平会計幹事）
・委任状の回収状況について（趙総務幹事）
5/21 現在 21 通
総会成立条件：支部正会員数の 1/50≒35.5(昨 34.8)（支部正会員数：1,778 名(昨年 1,740 名)）
・支部研究発表会の[事業報告]発表題数と、支部研収支の発表登録数が違なるように見えるとの指
摘があり、17 名が 2 題発表であり、発表題数が 34 となるため、同数であるとの回答がなされた。
2. 次期九州支部の役員構成について（趙総務幹事）
資料-15
・支部各幹事の選任（運営資料 III-1-1：常議員から支部長が毎期選定し支部役員会で承認）
・支部監事の選任（運営資料 III-1-1：支部長が選定し支部役員会で承認。
）
・支部選挙管理委員会委員の選任（運営資料 III-2-9）
・資料-15 に基づき、次期九州支部の役員構成について提案がなされ、承認された。
3. 2015 年度九州支部研究委員会について（池添総務幹事）
資料-16
・各研究委員会の委員長および委員について（運営資料 III-2-9：支部長が毎年委嘱）
環境工学委員会委員会委員長・依田浩敏（近畿大学 教授）→ 尾崎明仁（九州大学 教授）
都市計画委員会委員会委員長・位寄和久（熊本大学 教授）→ 三島伸雄（佐賀大学 教授）
・資料-16 に基づき、環境工学委員会委員長、都市計画委員会委員長の変更と各員会の名簿が示さ
れ、承認された。
4. 九州支部運営資料の更新について（池添総務幹事）
資料-17・回覧- 3
・事業日程と役割分担表
・資料-17、回覧-3 に基づき、事業日程・役割分担、本年度常議員の担当についての提案がなされ
承認された。
・1 年目企画担当常議員の「特色のある支部活動の企画」は、削除することが確認された。

5. 2015 年度第 55 回日本建築学会九州支部研究発表会について（池添総務幹事）
資料-18
・開催日：2016 年 3 月 6 日（日）
・担当校・会場校：琉球大学 （会場 確認済み）
・2015 年度の支部研究発表会の開催校、開催日が沖縄支所から承認を得られたことが確認された。
6. 建築九州賞（作品賞）について（神野学術幹事，志賀作品賞運営協議会幹事）
資料-19
・2016 年度九州建築作品発表会／第 2 次選考の開催場所について
・資料-19 に基づき建築九州賞（作品）について説明がなされ、発表会場／第 2 次選考の開催場所
については、神野学術幹事，志賀作品賞運営協議会幹事に一任することが決定した。
7. 2015 年度建築文化事業・建築文化週間計画書提出版について(池添総務幹事)
資料-20
「沖縄モダニズム建築を巡る」
・開催日：平成 27 年 10 月 10 日（土）
・主催：日本建築学会九州支部沖縄支所、琉球大学環境建設工学科建築コース
・後援：沖縄建築士会、沖縄建築家協会
・資料-20 に基づき 2015 年度建築文化事業・建築文化週間について説明され、承認された。
8. 災害委員会からの「2015 年度支部企画」の募集について（趙総務幹事）
・支部災害委員会から 1 件申請済み（災害フォーラムの実施）
・支部災害委員会から、
「2015 年度支部企画」の申請があり、承認された。

資料-21

9. 会費長期滞納者について（趙総務幹事）
・資料-22 に基づき、会費長期滞納者について説明があり、対応が依頼された。

資料-22

10. 独立行政法人国立高等専門学校機構への誓約書の提出について（趙総務幹事）
資料-23
・資料-23 に基づき、独立行政法人国立高等専門学校機構への誓約書の提出について説明がされ、
承認された。
11. 2015 年度支部共通事業講習会の出席支部役員、司会者の選出について（趙総務幹事）
資料-24
・資料-24 に基づき、2015 年度支部共通事業講習会の出席支部役員、司会者の選出について幹事会
で決めることが確認された。
12. 後援依頼について（1 件）
（趙総務幹事）
資料-25
・九州産業大学工学部建築学科創設五十周年記念｢伊東豊雄｣講演会｢明日の建築を考える｣
・資料-25 に基づき、九州産業大学工学部建築学科創設五十周年記念｢伊東豊雄｣講演会の後援依頼
がなされ、承認された。
Ⅳ．次回会議日程
1. 6 月幹事会
日時：2015 年 6 月 15 日（ ） 13：30～
※場所：福岡大学
2. 7 月支部役員会
日時：2015 年 7 月 22 日（ ） 13：30～
※場所：福岡大学

（昨年度開催日 2014 年 6 月 16 日）

（昨年度開催日 2014 年 7 月 29 日）

