（一社）日本建築学会九州支部３月支部役員会議事録
日時：2017 年 3 月 10 日（金）14:00～16:30
場所：スカイプ会議、九州支部事務局会議室(幹事)
Ⅰ．懇談事項
1. 80 周年記念誌の編集について
・80 周年記念誌の編集について懇談がなされた。
Ⅱ．前回議事録確認
1. 1 月支部役員会議事録（案）
（田口常議員作成） 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）
（城戸総務幹事） 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）
（城戸総務幹事作成）
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。
Ⅲ．審議事項
1. 2017 年度九州支部通常総会について（住吉総務幹事、城戸総務幹事）
・スケジュールおよび役割分担について（住吉総務幹事）
資料- 1
・資料-1 に基づき 2017 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（城戸総務幹事）
資料- 2
・資料-2 に基づき 2017 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、予算を縮
小する方向で承認された。
・ポスターについて（住吉総務幹事）
資料- 3
・資料-3 に基づき 2017 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. 2016 年度事業報告：本部提出用（住吉総務幹事）
資料- 4
・本部〆切 4 月 3 日
・資料-4 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承認された。
3. 保険について（住吉総務幹事）
資料- 5
・資料-5 に基づき保険について説明がなされ承認された。
4. 基金の運用について（住吉総務幹事）
資料- 6
・資料-6 に基づき基金の運用について説明がなされ承認された。
5. 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- 7
・資料-7 に基づき建築九州賞「作品賞」について説明がなされ、次年度から支所で持ち回り（次
年度は福岡で、隔年で福岡に戻す）の方向性を確認し承認された。
6. 2016 年度九州支部長賞の選考について（住吉総務幹事）
資料- 8
・資料-8 に基づき 2016 年度九州支部長賞の選考について説明がなされ、一部大学の連名申請を
例外措置として承認するが、次年度以降は各校原則１名を強調することを確認し、承認された。
7. 2016 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（15 個、無印良品）21,894 円、賞状 31 枚:3,297 円
アルバイト代:18,000 円（住吉総務幹事・志賀作品賞運営協議会幹事）
・2016 年度九州支部長賞の選考について説明がなされ、新人賞のみ賞状ホルダーに変更すること
を確認し承認された。
8. 熊本地震調査研究報告について（黒瀬支部長・住吉総務幹事）
資料- 9
予算 7 万円程度、支部研究報告第 56 号の著作権
・資料-9 に基づき熊本地震調査研究報告について説明がなされ、予算は 4 月に基金から支出する

ことを確認し承認された。
9. 2017 年度事業計画案：総会資料用（城戸総務幹事）
資料-10
・資料-10 に基づき 2017 年度事業計画案について説明がなされ承認された。
10. 2017 年度講習会事業計画（案）について（住吉総務幹事）
資料-11
・資料-11 に基づき 2017 年度講習会事業計画（案）について説明がなされ承認された。
11. 2017 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（住吉総務幹事）
資料-12
・ 3 月 22 日 本部申請〆切
・ 資料-12 に基づき 2017 年度建築文化事業について説明がなされ承認された。
12. 常議員の転出と代議員の転出について（住吉総務幹事）
・常議員の転出と代議員の転出について説明がなされ承認された。
13. 2017 年度常議員の担当について（城戸総務幹事）
資料-13
・資料-13 に基づき 2017 年度常議員の担当について説明がなされ承認された。
14. 大分市立小中学校空調設備整備ＰＦＩ事業民間事業者選定委員会委員推薦について
資料-14
（住吉総務幹事）
・資料-14 に基づき上記事業者選定委員会委員推薦について説明がなされ承認された。
15. 後援依頼について（住吉総務幹事）
資料-15
・公益社団法人地盤工学会九州支部
講習会「熊本地震から一年 ―地盤災害からの復旧とこれから（仮）―」
・福岡大学 福岡大学建築展 2017 シンポジウム
「熊本地震から１年 －過去の災害から何を学び、また新たに何を学んだか－」
・資料-15 に基づき後援依頼について説明がなされ承認された。
16. その他
・鹿児島銀行別館の有効活用について（住吉総務幹事）
資料-16
・資料-16 に基づき鹿児島銀行別館の有効活用について説明がなされ、報告として承認された。
Ⅳ．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-17 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-18 に基づいて報告がなされた。

資料-17
資料-18

2. 支部関係報告
(1) 1 月，2 月の支部事業報告について（住吉総務幹事）
資料-19
・資料-19 に基づいて報告がなされた。
(2) 1 月の支部会計報告について（大西会計幹事）
資料-20
・資料-20 に基づいて報告がなされた。
(3) 2016 年度 56 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（城戸総務幹事）
資料-21
・資料-21 に基づいて報告がなされた。
・研究報告集印刷の見積もりについて（内田学術幹事）
資料-22
・資料-22 に基づいて報告がなされた。
(4) 2017 年度全国大学・高専卒業設計展示会の開催日程について（住吉総務幹事）
資料-23
・資料-23 に基づいて報告がなされた。
(5) 熊本市役所花畑町別館の解体着手に対する緊急要望書の報告について（住吉総務幹事） 資料-24
・資料-24 に基づいて報告がなされた。
(6) その他（住吉総務幹事）
資料-25,回覧- 1
1) 寄贈図書

・日本建築学会東海支部研究報告集第 55 号
2) 各種案内
・日本学術会議公開シンポジウム／第 3 回 防災学術連携シンポジウム熊本地震 追悼・復興祈
念行事「熊本地震・１周年報告会（学術防災連携体）
・建築デザイン発表会（日本建築学会）
・第 29 回福岡県美しいまちづくり建築賞 お礼及び作品集（福岡県）
・第 31 回郷土関係出版物展－ふるさと熊本ゆかりの著作物展－（熊本県立図書館）
3) 後援お礼
・あまみずコーディネータ養成講座 2016（あまみず社会研究会）
・寄贈図書 1 件、各種案内 4 件、後援お礼 1 件の報告がなされた。

Ⅴ．次回会議日程
1. 4 月幹事会
日時：2017 年 4 月 17 日（月）14:00～
2016 年度の会計及び会務監査会：13:00～14:00
場所：九州支部事務局会議室
2. 2017 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：2017 年 5 月 27 日（土）11:00～
福岡建設会館

