（一社）日本建築学会九州支部 3 月支部役員会議事録
日時：2016 年 3 月 17 日（木）12:00 ～ 17:00
場所：メール回議
Ⅰ．前回議事録確認
1. 1 月支部役員会議事録（案）
（澤田常議員作成） メールにて送付済み
・1 月支部役員会議事録（案）の確認が行われ，承認された。
2. 文化事業企画委員会議事録（案）
（住吉総務幹事）メールにて送付済み
・文化事業企画委員会議事録（案）の確認が行われ，承認された。
3. 2 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
・2 月幹事会議事録（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) 3 月理事会報告（黒瀬支部長）
・資料-1 に基づいて報告がなされた。
(2) 第 3 回支部長会議報告（黒瀬支部長）
・資料-2 に基づいて報告がなされた。
2. 支部関係報告
(1) 1 月，2 月の支部事業報告について（池添総務幹事）
・資料-3 に基づいて本部へ報告がなされた。
(2) 1 月，2 月の支部会計報告について（野平会計幹事）
・資料-4 に基づいて報告がなされた。
(3) 支部費等交付金について（野平会計幹事）
・ 2015 年度支部費精算，準会員還付金，支部経営助成費について
・資料-5 に基づいて報告がなされた。
(4) 2015 年度 55 回日本建築学会九州支部研究発表会について
・ 研究者集会について（住吉総務幹事）
・資料-6 に基づいて報告がなされた。
・ 経費および報告集等の販売状況について（神野学術幹事）
・資料-7 に基づいて報告がなされた。
(5) 2016 年度全国大学・高専卒業設計展示会の開催日程について（田中常議員）
・資料-8 に基づいて報告がなされた。
(6) その他（池添総務幹事）
1) 寄贈図書
・ 日本建築学会東海支部研究報告集第 54 号
・ ナイスティのまちづくり－50 年のあゆみ（福岡市住宅供給公社）
2) 各種案内
・ 建築デザイン発表会（日本建築学会）
・ 新建学校 2016「外断熱講座～福岡で外断熱！？」のご案内（新建築家技術者集団）
・ せきさん九州（会報 2016 年 1 月号）
（日本建築積算協会九州支部）
・ 第 28 回福岡県美しいまちづくり建築賞 お礼及び作品集
・寄贈図書 3 件、各種案内は資料-9 に基づいて 4 件の報告がなされた。
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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、住吉総務幹事）
・スケジュールおよび役割分担について（池添総務幹事）
資料-10
・資料-10 に基づき 2016 年度九州支部通常総会のスケジュールと役割分担について説明がなされ
承認された。
・懇親会企画について（住吉総務幹事）
資料-11
・資料-11 に基づき 2016 年度九州支部通常総会の懇親会の企画について説明がなされ承認された。
・ポスターについて（池添総務幹事）
資料-12
・資料-12 に基づき 2016 年度九州支部通常総会のポスター案が提示され、承認された。
2. 長崎支所長の交代について（池添総務幹事）
資料-13
・村田明久（長崎総合科学大学教授）→薄達哉（長崎総合科学大学教授）2016 年 4 月 1 日〜
・資料-13 に基づき長崎支所長の交代について説明がなされ、
承認された。
なお交代時期については、
長崎支所と相談の上、最終決定する。
3. 旧熊本貯金支局（熊本市花畑町別館）の保存要望書の報告について（池添総務幹事）
資料-14
・資料-14 に基づき保存要望書について説明がなされ、承認された。
4. 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-15
・資料-15 に基づき保険の付保について説明がなされ、承認された。
5. 支部常議員選挙における欠員補充に関する支部選挙細則の変更について（池添総務幹事） 資料-16
・資料-16 に基づき支部選挙細則の変更について説明がなされ、承認された。
6. 2015 年度支所会計決算および 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-17
・資料-17 に基づき支所会計決算および支所会計の対応について説明がなされ、承認された。
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-18
・資料-18 に基づき建築九州賞「作品賞」について説明がなされ、承認された。
8. 2015 年度事業報告：本部提出用（池添総務幹事）
資料-19
・ 本部〆切 4 月 1 日
・資料-19 に基づき各研究委員会、支所等の事業報告について説明がなされた。変更等がある場
合は、本部〆切に間に合うように提出することが確認された。
9. 2016 年度事業計画案：総会資料用（住吉総務幹事）
資料-20
・資料-20 に基づき各研究委員会、支所等の 2016 年度事業報告について説明がなされ、下記３点
を踏まえて承認された。
１．創立 80 周年記念事業として記念誌の編集委員会を立ち上げる件は継続審議とする。
２．建築九州賞の事務局引き継ぎについての委員会を立ち上げる件は継続審議とする。
３．上記１、２に伴う常議員の担当についても継続審議とする。
10. 2015 年度九州支部長賞の選考について（池添総務幹事）
資料-21
・資料-21 に基づき 2014 年度九州支部長賞の申請があった 24 校 26 名について、承認された。ま
た、現時点で申請のない 5 校については、申請があった場合も同様に承認することが、確認され
た。
11. 2015 年度建築九州賞「研究新人賞」の選考について（池添総務幹事）
資料-22
・資料-22 に基づき、2015 年度建築九州賞「研究新人賞」について各研究委員会から推薦のあっ
た 7 名について、説明がなされ、承認された。
12. 2015 年度建築九州賞（業績賞，研究新人賞，作品賞，功労賞）の表彰状について
昨年：フレーム・袋（14 個、無印良品）22,260 円、賞状 27 枚:7,026 円
アルバイト代:18,000 円（池添総務幹事・志賀作品賞運営協議会幹事）
・2015 年度建築九州賞の表彰状について、上記の支出を行うことが承認された。

13. 2016 年度建築文化事業・親と子の都市と建築講座企画について（池添総務幹事）
資料-23
・ 3 月 22 日 本部申請〆切
・資料-23 に基づき 2016 年度建築文化事業・親と子の都市と建築講座企画の提案がなされ、承認
された。
14. 2016 年度常議員の担当について（住吉総務幹事）
資料-24
・資料-24 に基づき 2016 年度の常議員の担当について説明がなされ、承認された。
15. 「鉄筋コンクリート構造保有水平耐力計算規準」講習会の
アルバイトについて（池添総務幹事）
資料-25
・資料-25 に基づき講習会のアルバイトについて説明がなされ、承認された。
16. 法人会員（九州支部助成）の退会について（池添総務幹事）
資料-26
・資料-26 に基づき法人会員の退会について説明がなされ、承認された。
17. 賞状盆の購入について（池添総務幹事）
・賞状盆の事務局での購入について説明がなされ、承認された。
18. 福岡市建築審査会委員・福岡市開発審査会委員の推薦について（池添総務幹事）
資料-27
・資料-27 に基づき２つの審査会の委員推薦について説明がなされ、建築審査会委員として鶴崎
直樹氏（九州大学大学院准教授）
、開発審査会委員として志賀勉氏（九州大学大学院教授）を推薦
する案が承認された。
19. 後援依頼について（2 件）
（池添総務幹事）
資料-28
・福岡大学 福岡大学建築展 2016 シンポジウム「ヒトとモノのネットワークによるエコロジー」
・日本建築積算協会九州支部 「建築積算学校九州校第 41 期（平成 28 年度）
」
・資料-28 に基づき上記 2 件の後援名義の使用依頼について説明がなされ承認された。
20. その他（池添総務幹事）
・特になし。
その他（安武常議員）
・男女共同参画推進委員会では大会で PD を予定しており，各支部より女性会員の会の報告をして
もらう予定になっているが、本支部からは山田由香里先生に依頼する案が説明され、承認された。

Ⅳ．次回会議日程
1. 2015 年度会計及び会務監査会
日時：2016 年 4 月 18 日（月）13:00～14:00
場所：九州支部事務局会議室
2. 4 月幹事会
日時：2016 年 4 月 18 日（月）14:00～
場所：九州支部事務局会議室
3. 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～
場所：福岡建設会館
以上

