（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：2016 年 5 月 28 日（土）10:00～11:15
場所：福岡建設会館 7 階 703 会議室
記録：澤田
Ⅰ．本日のスケジュールについて（池添総務幹事）
別添資料
新旧支部役員会，合同役員会，通常総会，支部事業報告会，記念講演会，建築九州賞表彰式，懇親会
Ⅱ．前回議事録確認
1. 3 月支部役員会議事録（案）
（田中常議員作成）メールにて送付済み
2. 4 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
3. 5 月臨時幹事会議事録（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（黒瀬支部長）
資料- 1
・資料‐1 に基づき、2017 年度大会（広島工大（8/31-9/3）で開催される予定）
、英文論文誌の
立ち上げ、ホームページメンテナンスなどについて報告がなされた。
(2) 2016 年度本部事業計画・収支予算書について（池添総務幹事）
資料- 1
・本件は、学会本部から届いていないため議題から削除された。
(3) 4 月学術推進委員会について（内田学術幹事）
資料- 2
・資料‐2 に基づき報告がなされた。
(4) 2016 年 3 月臨時総会資料について（池添総務幹事）
回覧- 1
・回覧‐1 の資料が回覧された。
(5) 2016 年副会長・監事候補者選挙の結果について（黒瀬支部長）
資料- 3
・資料‐3 に基づき報告がなされた。
(6) 第 17 期代議員選挙の結果について（池添総務幹事）
資料- 4
・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（池添総務幹事）
（池添幹事から住吉幹事に交代）
資料- 5
・資料‐5 に基づき報告がなされた。

2. 支部関係報告
(1) 3 月，4 月の支部事業報告について（池添総務幹事）
資料- 6
・資料‐6 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（野平会計幹事）
資料- 7
・資料‐７に基づき報告がなされた。
(3) 2015 年度の支部会計報告について（野平会計幹事）
・資料‐７に基づき報告がなされた。
(4) 2016 年度支部費等の交付金送金について（野平会計幹事）
資料- 8
・資料‐8 に基づき報告がなされた。
(5) 2016 年支部役員（常議員）選挙結果について（池添総務幹事）
資料- 9
・資料‐9 に基づき報告がなされた。
(6) 2015 年度支部研究発表会収支報告について（神野学術幹事）
資料-10
・資料‐10 に基づき報告がなされた。2015 年度は、冊子印刷をやめたことにより、収入、支出

とも昨年度より大幅減となっている。
(7) 事務連絡会議について（伊地知事務員）
資料-11
・資料‐11 に基づき支部における会員メールアドレスの利用について報告がなされた。
(8) その他
1) 寄贈図書（池添総務幹事）
回覧- 2
・2015 年度日本建築学会中国支部研究報告集第 39 巻（日本建築学会中国支部）
・福岡県人口ビジョン・地方創生総合戦略（福岡県企画・地域振興部）
・鉄筋コンクリート構造保有水平耐力計算規準(案)・同解説（日本建築学会）
2) 各種案内（池添総務幹事）
資料-12
・くまもとアートポリス事務局「高野病院 免震構造現場見学会」
・大成建設ギャルリー・タイセイ「ル・コルビュジエ主要建築作品-1」
・地区防災計画学会、福岡大学福岡・東アジア・地域共生研究所「熊本地震を踏まえた地域防災
力強化の在り方 in 福岡 ～福岡の防災活動と地区防災計画制度～」
・東京ガス株式会社「第 30 回建築環境デザインコンペティション 人のこころを守る建築」
・福岡県建築都市部「建設リサイクル法パトロール強化週間」
・日本建築学会建築文化事業委員会「創立 130 周年記念 建築文化週間 学生グランプリ 2016「銀
茶会の茶席」
・土木学会西部支部「2016 年熊本地震 地震被害調査報告会 緊急災害調査と応急復旧の取組み」
Ⅳ．審議事項
1. 2016 年度九州支部通常総会の議案および資料について
資料-13
・2015 年度事業報告（池添総務幹事）
・2015 年度収入支出決算報告（野平会計幹事）
・2016 年度事業計画策定方針（池添総務幹事）
・2016 年度事業計画（案）
（住吉総務幹事）
・2016 年度収入支出予算（案）
（大西会計幹事）
・委任状の回収状況について（池添総務幹事）
5/26 現在 10 通
総会成立条件：支部正会員数の 1/50≒35.8(昨年 35.5)（支部正会員数：1,793 名(昨年 1,778 名)）
・資料‐13 に基づき説明がなされ、了承した。
2. 支所の会計報告について（野平会計幹事）
資料-14
・資料‐14 に基づき説明がなされ、了承した。
3. 2016 年度支所会計の対応について（池添総務幹事、野平会計幹事）
資料-15
・繰越金の九州支部基金の繰り入れ依頼
・支所費送金までの支部からの一時借り入れ
・資料‐15 に基づき、主として上記 2 項目について説明がなされ、了承した。
4. 災害調査委員会からの九州支部基金の活用申請について（池添総務幹事）
資料-16
・資料‐16 に基づき説明がなされ、了承した。
5. 沖縄支所からの支部からの一時借り入れの依頼について（池添総務幹事、野平会計幹事） 資料-17
・資料‐17 に基づき説明がなされ、了承した。今後、沖縄支所で申請を検討する。
6. 次期九州支部の役員構成について（池添総務幹事）
資料-18
・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‐18 に基づき説明がなされ、了承した。
7. 2016 年度九州支部研究委員会について（住吉総務幹事）
資料-19

・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）
構造委員会委員会委員長・井上正文（大分大学 教授）→ 菊池健児（大分大学 教授）
・資料‐19 に基づき説明がなされ、了承した。
8. 九州支部運営資料の更新について（住吉総務幹事）
資料-20・回覧- 3
・事業日程と役割分担表
・資料‐20 に基づき、上記について説明がなされ、了承した。今後、何かあれば、住吉総務幹
事に連絡することとした。
9. 2016 年度第 56 回日本建築学会九州支部研究発表会について（住吉総務幹事）
資料-21
・開催日：2017 年 3 月 5 日（日）
・担当校・会場校：長崎大学 （会場 確認済み）
・資料‐21 に基づき説明がなされ、了承した。
10. 建築九州賞（作品賞）について（内田学術幹事，志賀作品賞運営協議会幹事）
資料-22
・2017 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‐22 に基づき説明がなされ、了承した。
11. 建築九州賞（作品賞）の運営方法について（池添総務幹事，内田学術幹事）
・志賀作品賞運営協議会幹事より次年度以降の選考作業において、担当交代の申し出があり、了
承した。今後、次年度以降の選考作業等の運営方法について幹事会、役員会で継続審議する。
12. 2016 年度建築文化事業・建築文化週間計画書提出版について（住吉総務幹事）
資料-23
「宮崎のまちづくりウォッチング！ ～くらべてみよう 2 つのまち～」
・開催日：平成 28 年 10 月 9 日（日）
・主 催：日本建築学会九州支部宮崎支所、都城高専建築学科
・後 援（予定）
：宮崎県建築士会、日向市、日南市
・資料‐23 に基づき説明がなされ、了承した。
13. 災害委員会からの「2016 年度支部企画」の募集について（池添総務幹事）
資料-24
・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）
・資料‐24 に基づき説明がなされ、事後承認した。
14. 会費長期滞納者について（池添総務幹事）
資料-25
・資料‐25 に基づき説明がなされ、該当者に心当たりの方は対応するよう周知を依頼した。
15. 2016 年度日本建築学会大会（九州）研究集会のＰＤ講演依頼について（池添総務幹事） 資料-26
・資料‐26 に基づき説明がなされ、男女共同参画推進委員会 PD の第 2 部「②九州支部の取り組
み」の講演者として、山田由香里氏（長崎総科大）の選任が報告され、事後承認した。
16. 司法支援建築会議会員候補の推薦依頼について（黒瀬支部長、池添総務幹事）
資料-27
・資料‐27 に基づき説明がなされ、了承した。
17. 熊本震度 7 観測の地震の支部対応状況について（池添総務幹事）
資料-28
・資料‐28 に基づき、説明がなされ、了承した。
18. 大韓建築学会釜山・蔚山・慶南支部との申し合わせ（黒瀬支部長、池添総務幹事）
資料-29
・資料‐28 に基づき説明がなされた。申し合わせ（案）に韓国側支会長のサインがなされてお
り、
（案）の文字を削除したものに、再度、韓国側支会長からサインをいただく。
19. 九州支部創立 80 周年記念誌について（黒瀬支部長、池添総務幹事）
・九州支部創立 80 周年記念誌の製作（9 月末以降から 5 月で準備、黒瀬支部長を責任者とする）
について説明があり、了承した。
20. ペーパーカッターと脚立とバックアップソフトの購入について（池添総務幹事）
・支部の事務で用いるペーパーカッターと脚立とバックアップソフトの購入を承認した。
21. 後援依頼について（3）
（池添総務幹事）
資料-30・回覧- 4
・都城高等専門学校｢第 4 回都城高専おもしろ科学フェスティバル｣
・土木学会西部支部「2016 年熊本地震 地震被害調査報告会」

・福岡県建築都市部住宅計画課「第 29 回福岡県美しいまちづくり建築賞」
・資料‐30 に基づき後援依頼の説明がなされ、承認した。
Ⅳ．次回会議日程
1. 6 月幹事会
日時：2016 年 6 月 27 日（月）16：00 ～
※場所：福岡大学
2. 7 月支部役員会
日時：2016 年 8 月 3 日（水）14：00 ～
※場所：福岡大学（予定）

（昨年度開催日 2015 年 6 月 15 日）

（昨年度開催日 2015 年 7 月 22 日）

