
（一社）日本建築学会九州支部 11月支部役員会議事録 

 
日時：2015年 11月 13日（金）13:30～17:30 

場所：福岡大学工学部建築学科 544教室 

 
Ⅰ．前回議事録確認 
1. 7月支部役員会議事録（案）（内田学術幹事） 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。 
2. 10月幹事会議事録（案）（住吉総務幹事）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) 9月理事会報告（黒瀬支部長） 資料- 1 

・配布資料に基づいて報告がなされた。建築学会女性会員の会に関しては，関西支部では動き始めて

いるが，九州支部は学会大会準備もあるので 2016 年度中に企画する方向であることが確認された。 
(2) 第 2回創立 130周年記念事業実行委員会報告（黒瀬支部長） 資料- 2 

・配布資料に基づいて，大会のなかで特別記念講演会やシンポジウムを行うことなどが報告された。 
・10 月の建築文化週間の各支部での記念イベント実施に関して，宮崎支部ですでに動き始めているの

で，統一テーマを今後設定されても対応できない旨質問が出た。黒瀬支部長より，本部ではオープン

キャンパスに 1 日追加して小中学生向けのイベント等を実施する案が出ているが統一テーマ等は今の

ところ設定されていない。九州支部では準備が始まっている旨を報告すると回答された。 
 

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（池添総務幹事） 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 2016」九州支部審査結果について（神野・内田学術幹事） 資料- 5 

・支部応募件数 24件，支部推薦 10件，本会入選 5件 

・配布資料に基づいて上記報告がなされた。 
(4) 支部共通事業設計競技について（神野学術幹事）                 資料- 6 

1)2015年度「もう一つのまち・もう一つの建築」本会審査結果 

  支部推薦 17件中 優秀賞：1件（立命館大学）  

                     タジマ奨励賞：1件（九州大学） 

・配布資料に基づいて上記報告がなされた。 
(5) 2016年度大会研究集会のテーマ立案依頼（神野学術幹事） 資料- 7 

・支部締切：2015年 9月 24日，本会締切：2015年 9月 30日 

・配布資料に基づいて環境工学委員会より提案があった旨報告がなされた。 
(6) 2015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（神野学術幹事） 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(10/2)済み 

・配布資料に基づいて上記報告がなされ，報告書の冊子体を作成しないことが確認された。 
(7) 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- 9 

・配布資料に基づいて，8 月に選考，現在現地調査中であることが報告された。 



(8) 第 2回 2015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 1,128,250円 

・配布資料に基づいて上記額の入金を確認した旨報告がなされた。 

(9) 2015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）  

・現在問題が無い旨報告がなされた。 

(10) 日本建築学会建築文化事業（池添総務幹事） 資料-11 

1) 「建築文化週間 2015」（10/10） 

2) 「親と子の都市と建築講座」（11/30） 

・配布資料に基づいて上記報告がなされた。また入江常議員より一般の参加者が多く，好評であった

ことが申し添えられた。 
(11) 2015年度日本建築学会大会（関東）頒布資料販売精算報告について（池添総務幹事） 資料-12 

・配布資料に基づいて 12,600 円の売上があったことが報告された。 
(12) 「委員会用オンラインストレージ」の利用開始について（池添総務幹事） 資料-13 

・配布資料に基づいて支部での供用開始，利用方法などの説明がなされた。 
(13) 支部におけるマイナンバーの扱いについて（池添総務幹事） 資料-14 

・講師謝金手続き：支部→本部へ変更（2016年 1月 1日～） 

・配布資料に基づいて上記報告がなされた。 
(14) 2015年度における叙勲・褒賞者の確認依頼について（池添総務幹事） 資料-15 

 ・支部・本会締切：2015年 11月 19日（依頼 11/13） 

・配布資料に基づいて確認依頼を支部長宛に行っていることが報告された。 
(15) 「壁式鉄筋コンクリート造設計・計算規準」講習会の開催日程について（池添総務幹事）資料-16 

・アルバイト（九産大学生 1人） 

・2015年 12月 16日（水）福岡建設会館                

・配布資料に基づいて上記報告および，事務局より現在の申込が 7 名であることが報告された。 
(16) その他（池添総務幹事） 

1) 寄贈図書 回覧-1 

・2015年度大会(近畿)大会プログラム（日本建築学会） 

・2015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） 

・建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事 2015（日本建築学会） 

・聖堂再生（NPO法人文化財保存工学研究室） 

・回覧資料に基づいて報告がなされた。 
2) 各種案内 資料-17，回覧-2 

・「博多湾景観形成指針」について（福岡市港湾局） 

・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） 

・鋼構造講習会 ―「公共建築物への鋼構造適用の取組みについて」の講習会開催について 

（一般社団法人日本鉄鋼連盟九州地区サブネットワーク，工業組合福岡県鉄構工業会） 

・第 8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） 

・「保全技術研究会・記念講演会」の開催について（一般財団法人建築保全センター） 

・せきさん九州（会報 2015年 10月号）（日本建築積算協会九州支部） 

・「ル・コルビュジエと動物たち」展（大成建設ギャラリー・タイセイ） 

・配布資料および回覧資料に基づいて報告がなされた。 
 

Ⅲ．審議事項 
1. 2016年度九州支部通常総会の日程等について（池添総務幹事） 参考資料-2 

・日程 2016年 5月 28日（土）（会場仮予約ずみ） 



・配布資料に基づいて説明が行われ，2016 年度九州支部通常総会は中島会長を講師に迎えること，

調整の結果上記日程となったことが提案され，承認された。 

2. 第 17期代議員および 2016年支部役員（常議員）候補者について 資料-18, 参考資料-3 

・支部締切：2015年 11月 30日，本会締切：2015年 12月 10日（池添総務幹事） 

・配布資料に基づいて上記日程や候補者の説明が行われ、それぞれの候補者について承認された。 
・資料の中段の 2014 年の箇所が 2015 年である旨修正された。 

3. 2016年日本建築学会大賞業績候補の推薦依頼について（池添総務幹事） 資料-19 

・支部締切：2015年 10月 16日，本会締切：2016年 1月 20日 

・現在まで推薦 1件（構造委員会井上委員長より） 

・配布資料に基づいて構造委員会より前年に引き続き推薦があることが説明され，事後承認された。 

4. 2016年日本建築学会文化賞候補業績の推薦依頼について（池添総務幹事）  

・支部締切：2015年 10月 16日，本会締切：2015年 12月 11日 

・配布資料に基づいて説明が行われ，推薦がないことを確認した。 

5. 2016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（池添総務幹事）    資料-20 

・支部締切：2015年 10月 1日，本会締切：2015年 10月 9日 

  ・推薦 1件（環境工学委員会尾崎委員長より） 

・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。 

6. 建築九州賞「業績賞」の推薦について（池添総務幹事）      資料-21，回覧-3 

・支所及び研究委員会からの推薦締切：2015年 10月 16日 

・推薦 2件（沖縄支所小倉支所長、歴史・意匠委員会渡邊委員長より） 

・配布資料に基づいて説明が行われ，2 件を業績賞として推薦することは問題ないことが確認され

た。その上で沖縄支所推薦の比嘉氏に関しては長年の功績が認められるため，推薦することが承認

された。歴史・意匠委員会推薦の永井氏に関しては業績賞の主旨を考慮し，推薦者の渡邊歴史・意

匠委員会委員長に申請書における業績の補足を依頼して再審査することとした。 

7. 建築九州賞「功労賞」の推薦について（池添総務幹事） 資料-22 

・支所及び研究委員会からの推薦締切：2015年 10月 16日 

・推薦なし 

・支部は本年度、㈱アール・アイ・エー九州支社、㈱トーホー設備設、㈱産研設計の 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。 

8. 建築九州賞「研究新人賞」候補の選考・推薦依頼について（神野学術幹事） 資料-23 

・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選考・推薦依頼を今後送付する。 

9. 支部長賞の推薦依頼について（池添総務幹事） 資料-24，回覧-4 

・配布資料に基づいて規程及び推薦依頼校を確認した。推薦依頼の建築系学科の一覧については，

学科の新設・廃止の情報を集約し更新すること，推薦依頼校の選定条件を明確化するための検討を

行うことが確認された。 

・配布資料でフォーマットを，回覧資料で賞状ホルダーを確認した。 

10. 2015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（内田学術幹事） 資料-25 

・配布資料に基づいて説明が行われ，内容を確認した。また講演会の進捗状況について入江先生よ

り，担当の教員が韓国側と調整中であることが報告された。事務局より 11 月 30 日が開催告知の締

めきりであることが報告され，それまでの調整が済むよう確認された。 

・付随行事 1月号会告（11月 30日締切）（内田学術幹事） 

・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 CD-ROMの見積もりについて（神野学術幹事） 資料-26 



・配布資料に基づいて例年と同じ会社に発注している旨説明が行われ，内容を確認した。 

プログラム編成作業の手順と日程（神野学術幹事） 資料-27 

・プログラム編成委員の推薦依頼（神野学術幹事） 

・配布資料に基づいて各委員会に依頼済みである旨説明が行われ，了承された。 

・研究者集会について（神野学術幹事）  

日時：3月 6日（日）12:50～13:20，会場：琉球大学 

・確認された。 

・教室割りについて（神野学術幹事） 資料-28 

・配布資料に基づいて説明が行われた。 

11. 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（池添総務幹事） 資料-29 

・配布資料に基づいて説明が行われた。また以後の担当は国際広報担当へ引き継ぐ旨報告された。 

2) 韓国訪問について（黒瀬支部長） 資料-30 

・大韓建築学会釜山・蔚山・慶南支会の李政宰支部長から 11月 20日開催の「2015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。 

･黒瀬支部長と特別講演者として萩島理先生（九州大学大学院）が日帰りで訪問予定。 

･黒瀬支部長が訪問の際，招聘状を持参し正式に依頼する旨確認された。 

12. 2016年度日本建築学会支部研究補助費の申請手続きについて（池添総務幹事） 資料-31 

･担当委員会：都市計画委員会 参考資料-4 

・配布資料に基づいて説明が行われ，上記が申請することが承認された。 

13. 2016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（池添総務幹事） 資料-32 

・開催候補地：長崎（次候補：鹿児島），開催月：2017年 3月 

・配布資料に基づいて説明が行われ，承認された。 

14. 2016年度支部共通事業設計競技の支部審査員について（神野学術幹事）    資料-33 

・2年任期，4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，承認された。 

15. 2016年支部文化事業企画委員会の委員について（池添総務幹事） 資料-34 

・担当：2016年 宮崎支所（林田先生）， 2017年 佐賀支所（清水支所長） 

2018年 福岡支所（岡田先生） 

・配布資料に基づいて説明が行われ、来年度は 130 周年であること，文化事業企画委員会の委員及

び担当の支所，委員に次年度の担当支所が加わることを確認した。 

16. 支部における「建築学会女性会員の会」発足・開催のお願いについて（池添総務幹事） 資料-35 

・配布資料に基づいて説明が行われ，安武常議員が本部の男女共同参画推進委員会の議論を補足し

た。役員会から 2 名，福岡から 1 名のメンバーを選出し，今年度はネットワークづくりの企画など

をメール会議にて開始することが確認された。福岡からは九大の古賀靖子先生に打診することとな

った。 

17. 2016 年度事業計画案・予算案の策定方針について（池添総務幹事） 資料-36，参考資料-5 

・配布資料に基づいて説明が行われ，承認された。 

18. 2016年度事業計画案について（住吉総務幹事） 資料-37，参考資料-6 

・2015年 12月下旬 本会提出予定 

・配布資料に基づいて 2 案，例年通りの案，本部の 130 周年，支部の 80 周年，九州建築賞 10 周年

を盛り込んだ案が説明され，記念事業を含む第 2 案が承認された。また資料の年代に 2016 年のとこ

ろ 2015 年となっている箇所の修正がされた。 
・九州建築賞に関しては大会にて展示ブースを設置する予定で，志賀勉先生を中心に準備が進んで



いることが報告された。支部の 80 周年事業として記念講演案，記念誌案等を検討し，総会にて記念

講演を行う件は承認された。講演者は九州建築賞の創設や運営に貢献してきた竹下輝和先生か常岡

稔氏で検討することとなった。 

19. 2016年度予算編成に伴う支部費等交付金の照会について（大西会計幹事） 資料-38 

・配布資料に基づいて説明が行われ，承認された。 

20. 2016年度予算案について（大西会計幹事） 資料-39，参考資料-7 

・2016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-8 

・2015年 12月幹事会後 本会提出  

・配布資料に基づいて，2015 年度予算からの主な変更点として，支部報告書の冊子経費の減，調査

研究事業費の増，事務繁忙期のアルバイト雇用，全国大会に係る経費の計上等が説明され，承認さ

れた。なお，最終的な予算案について，12 月幹事会の承認をもって本会へ提出される旨承認された。 

21. 2015年度からの支部会計書式変更に伴う支部の対応について（池添総務幹事） 資料-41 

・配布資料に基づいて説明が行われ，会計書式の変更が承認された。この会計書式については本部

に確認を依頼しており，その返答を待っていることが報告された。 

22. 2016年度からの支所会計の対応について（池添総務幹事） 資料-42 

・配布資料に基づいて説明が行われ承認された。 
23. 司法支援会議支部設立に関連した福岡地方裁判所からの問い合わせについて（池添総務幹事） 

・配布資料に基づいて説明が行われ，依頼があれば対応する旨承認された。 資料-43 
24. 九州大学箱崎キャンパスの事業の変更の要請に関する対応について（池添総務幹事） 資料-44 

・配布資料に基づいて説明が行われ，中立の立場を確認し，応対しない旨承認された。 
25. 事務局員の次年度給与について（大西会計幹事） 資料-45(別添資料) ，参考資料-10(別添資料) 

・配布資料に基づいて説明が行われ承認された。 
26. 後援依頼について（1件）（池添総務幹事） 

・鋼構造講習会 ―「公共建築物への鋼構造適用の取組みについて」の講習会開催について 

（一般社団法人日本鉄鋼連盟九州地区サブネットワーク，工業組合福岡県鉄構工業会） 資料-46 

・配布資料に基づいて説明が行われ承認された。 
27. その他 

・今後の支部役員会の日程確認（池添総務幹事） 資料-47 

・配布資料に基づいて説明が行われた。 

 


