（一社）日本建築学会九州支部 1 月支部役員会議事録
日時：2016 年 1 月 26 日（火）14:00～17：00
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. 11 月支部役員会議事録（案）
（安武常議員作成）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）
（住吉総務幹事作成） 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（黒瀬支部長）
資料- 1
・資料-1 に基づき報告（女性会員の会、Cinii 終了、関東大会決算、九州大会予算案ほか）が行
われた。
(2) 第 2 回支部長会議報告（黒瀬支部長）
資料- 2
・資料-2 に基づき報告（支部活動における保険加入の検討、アクションプラン、支部バナー広告
ほか）が行われた。
(3) 12 月学術推進委員会（内田学術幹事）
資料- 3
・資料-3 に基づき確認した。
(4) 日本建築学会規則・規程・内規集について（池添総務幹事）
別添資料
・別添え資料（ＵＳＢメモリ）が回覧され、確認した。
2. 支部関係報告
(1) 11 月・12 月の支部事業報告について（池添総務幹事）
資料・資料-4 に基づき報告が行われた。
(2) 11 月・12 月の支部会計報告について（野平会計幹事）
資料・資料-5 に基づき報告が行われた。
(3) 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(池添総務幹事)
資料・資料-6 に基づき報告が行われた。
(4) 「建築文化週間 2015」の本部への報告について（池添総務幹事）
資料・資料-7 に基づき報告が行われた。
(5) 「建築文化週間 2016」の企画について（池添総務幹事）
資料・資料-8 に基づき報告が行われた。
(6) その他（池添総務幹事）
・以下の資料が回覧され、確認した。
1) 寄贈図書
回覧・竹中技術研究報告 No.71
・鹿島技術研究所年報 VOL.63/2015-11
・設備設計第 27 号（福岡県設備設計事務所協会）
・日本建築学会 2015 年度設計競技優秀作品集「もう一つのまち・もう一つの建築」
・日本建築学会 壁式鉄筋コンクリート造設計・計算規準・同解説
2) 各種案内
資料- 9,回覧・
「作品選集 2016」への広告掲載について
・くまもとアートポリス・シンポジウムの開催について（熊本県土木部建築住宅局）
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・
「フォスター＋パートナーズ展」広告物配架・掲示のお願い（森美術館）
・平成 28 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）
・年賀状：11 通
Ⅲ．審議事項
1. 2016 年度九州支部通常総会について（池添総務幹事）
資料-10
開催日：2016 年 5 月 28 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-10 に基づいて、2016 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、承認した。建築作品賞九州賞（後述）は、3 件であり、例年より
少ないため、多少受賞者スピーチの時間を多くするが、スケジュール調整用のバッファー分も考え
ることとした。
2. 2015 年度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）
・研究発表会，ポスターについて（入江常議員）
資料-11
・資料-11 に基づいて説明が行われ、確認した。
・発表登録数，教室割り，ＣＰＤ（神野学術幹事）
資料-12
・資料-12 に基づいて説明が行われ、承認した。研究発表会の終了時間が当初予定の 17：00 を過ぎ
る計画となっているが、会場が使用可能なため、了承した。
・研究者集会について（池添総務幹事）
参考資料- 1
日時：3 月 6 日（日）12:50～13:20
会場：琉球大学 共通教育棟
・参考資料-1 について説明が行われ、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．
3. 建築九州賞「作品賞」について（神野学術幹事・内田学術幹事・志賀作品賞運営協議会幹事）
・現在の状況
資料-13
・資料-13 に基づいて表彰作品（住宅部門 1 件、一般建築部門 1 件、ＪＩＡ特別賞 1 件）について
報告が行われ、了承した。
4. 建築九州賞「業績賞」の推薦について（池添総務幹事）
資料-14，回覧- 3
・歴史・意匠委員会渡邊委員長の推薦書の再提出
・資料-14、回覧-3 に基づき、推薦書の再提出の経過報告が行われ、承認した。
5. 旧熊本貯金支局（熊本市花畑町別館）の保存要望書について（池添総務幹事）
資料-15
・資料-15 に基づき、保存要望書についての説明があり、九州支部で提出することを承認した。
6. 特色ある支部活動企画報告書のホームページ掲載について（池添総務幹事）
資料-16
・資料-16 に基づき、説明が行われ、事後承認した。
7. 支部活動における委員等の事故・怪我等に対する保険の付保について（池添総務幹事）
資料-17，回覧- 4
・資料-17、回覧-4 に基づき、説明が行われた。九州支部として、保険会社と包括契約を結ぶこと
を承認した。今後、本部と調整して、プランの確認を行うこととした。また、自家用車使用の保証
について確認することとした。
8. 「建築学会女性会員の会」に関連した支部活動について（池添総務幹事）
資料-18
資料-18 に基づき、説明が行われた。企画「第一回サムライ女子に聞く」を本部に申請することを
承認した。
9. 創立 130 周年記念事業市民向け・支部連携企画について（池添総務幹事）
資料-19
資料-19 に基づき、説明が行われた。親と子の建築講座をベースとするが、内容は、池添幹事に一
任することとした。

10. 2015 年度支部経営助成費（2 回目）について（野平会計幹事）
資料-20
資料-20 について、説明が行われ、確認した。
11. 「九州建築学術振興会」から九州支部への寄付金について（池添・野平会計幹事）
資料-21
資料-21 に基づき、説明が行われ、寄付金を受けることを承認した。
12. 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-22
資料-22 について説明が行われ、例年と同様の策定方針（12 月幹事会案）とすることとした。
13. 2016 年度事業計画案について（住吉総務幹事）
資料-23
資料-23 について説明が行われ、承認した。特別事業・その他の欄に女性会員の会の事業を適宜実
施することを明記することとした。
14. 2016 年度予算案について（大西会計幹事）
資料-24
・2016 年度九州支部研究委員会経費配分（案）について
・資料-24 について説明が行われ、了承した。
15. 2016 年度日本建築学会支部研究補助費の申請について（池添総務幹事）
資料-25
･担当委員会：都市計画委員会
・資料-25 について説明が行われ、了承した。
16. 2016 年度第 56 回九州支部研究発表会開催地について（池添総務幹事）
資料-26
・長崎支所が担当支所
日時：3 月 4 日（土）～3 月 5 日（日）
（予定）
会場：長崎大学
・長崎大学との共催について
・資料-26 に基づき、説明が行われた。日時、会場、長崎大学との共催（共催にすると会場費が無
料となる）について承認した。
17. 2016 年度講習会事業計画（案）について（池添総務幹事）
資料-27
・資料-27 に基づき説明が行われた。所定の参加人数が期待できる講習会の有無について、支部の
各委員会に照会することとした。
18. 2016 年度「全国大学・高専卒業設計展示会」の開催について（田中常議員）
資料-28
・資料-28 に基づき説明が行われ、確認した。鹿児島支所は、会場の都合で二日間とすることが報
告され、了承した。
19. 2016 年度常議員の担当について（住吉総務幹事）
参考資料- 2
・例年通りの方針で担当を割り当てることを了承した。
20. 3 月支部役員会（メール回議）の実施方法について（池添総務幹事）
資料-29
・資料-29 に基づき説明が行われ、了承した。
21. その他（池添総務幹事）
・電子会議用集音マイクの貸し出しについて（本部連絡）
資料-30
資料-30 に基づき、説明が行われ、内容を確認した。
Ⅳ．次回会議日程
1. 2 月幹事会
日時：2016 年 2 月 16 日（火）14:00～
場所：九州支部事務局会議室
2. 3 月支部役員会
日時：2016 年 3 月 17 日（木）
メール回議
3. 4 月幹事会
日時：2016 年 4 月 18 日（月）14:00～
2015 年度の会計及び会務監査会：13:00～14:00（監事の日程要確認）

場所：九州支部事務局会議室
4. 2016 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：2016 年 5 月 28 日（土）10:00～
福岡建設会館

