（一社）日本建築学会九州支部 11 月支部役員会議事録
日時：2016 年 11 月 16 日（水）15:30～18:15
場所：九州支部事務局会議室
議事録担当：中田常議員
Ⅰ．前回議事録確認
1.7 月支部役員会議事録（案）
（松尾学術幹事） メールにて送付済み
・承認された。
2.8 月支部臨時幹事会議事録（案）
（城戸総務幹事） メールにて送付済み
・承認された。
3.10 月幹事会議事録（案）
（城戸総務幹事）メールにて送付済み
・承認された。
Ⅱ．審議事項
1. 第 18 期代議員および 2017 年支部役員（支部長・常議員）候補者について 資料- 1, 参考資料- 1
・支部締切：2016 年 11 月 30 日（水）
，本会締切：2016 年 12 月 10 日（住吉総務幹事）
・総務幹事：佐藤先生（九大，まだ内諾に至っていない。
）
・学術幹事：花井先生（九州産業大学）
・会計：柴田さん（福岡市役所）
・熊本支所：川井先生（熊本大学）
・長崎支所：源城先生（長崎大学）
・鹿児島支所：柴田先生（鹿児島大学）
・支部長：菊地先生（九大，まだ内諾に至っていない。後ほど河野先生から連絡ある。
）
・選挙管理委員：支部長指名の 2 名について任期が 1 年ずれるようにする。今後調整してメールで連
絡する。
2. 2017 年日本建築学会大賞業績候補の推薦依頼について（住吉総務幹事）
資料- 2
・支部締切：2016 年 10 月 11 日，本会締切：2017 年 1 月 20 日
・現在まで推薦 1 件（構造委員会菊池委員長より）
・資料‐2 について承認された。
3. 2017 年日本建築学会文化賞候補業績の推薦依頼について（住吉総務幹事）
・支部締切：2016 年 10 月 11 日，本会締切：2016 年 12 月 9 日
・推薦無し
・なしで報告する。
4. 2017 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（住吉総務幹事）
資料- 3
・支部締切：2016 年 10 月 7 日，本会締切：2016 年 10 月 7 日
・推薦 1 件（環境工学委員会尾崎委員長より）
・資料‐3 について承認された。
5. 建築九州賞「業績賞」の推薦について（住吉総務幹事）
・支所及び研究委員会からの推薦締切：2016 年 10 月 11 日
・推薦なし
・なしで報告
6. 建築九州賞「功労賞」の推薦について（住吉総務幹事）
資料- 4
・支所及び研究委員会からの推薦締切：2016 年 10 月 11 日
・推薦なし

・支部は本年度、㈱東畑建築事務所、沖縄県生コンクリート工業組合、木蓋建設㈱の 3 件を推薦。
・資料‐4 のように推薦する。
7. 建築九州賞「研究新人賞」候補の選考・推薦依頼について（内田学術幹事）
資料- 5
・締切りの変更について（3 月支部役員会まで⇒3 月末まで）
・スケジュールは余裕をみるために 3 月末に変更された。資料－5 について承認された。
8. 支部長賞の推薦依頼について（住吉総務幹事）
資料- 6，回覧-1
・規程及び推薦依頼校の確認
・フォーマットと副賞（賞状ホルダー）について
・資料－6 について承認された。
・依頼先については組織変更の有無を確認し，変更があればメールで連絡する。
9. 本部災害委員会委員の推薦依頼について（住吉総務幹事）
資料- 7
・資料－７について承認された。
10. 九州地域づくり協会「熊本地震災害記録誌の編集検討会」への協力について（松尾学術幹事）
資料- 8
・神野先生と松尾先生が既に対応している。支部としては様子を見ながら協力する。
11. 文化財ドクター派遣に関連する要望書について（住吉総務幹事）
資料- 9
・資料－9 について承認された。
12. 2016 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（松尾学術幹事）
資料-10
・付随行事 1 月号会告（11 月 30 日締切）
（松尾学術幹事）
・資料の開催年を 2017 に修正する。場合によっては，内容は未定で提出。
・講師 2 名は韓国建築士会の会員ではないので派遣は難しい。講演者が変わる可能性がある。支部
の基金で講師 2 名を招聘すれば山田先生の意向も活かせる。韓国側と山田先生両方の意向を活かし
たい。この方針で進め，変更があれば連絡することになった。
・研究報告集 CD-ROM の見積もりについて（内田学術幹事）
資料-11
・資料‐11 について承認された。
・プログラム編成作業の手順と日程（内田学術幹事）
資料-12
・資料‐12 について承認された。
・プログラム編成委員の推薦依頼（内田学術幹事）
・委員の推薦はほぼ集まっている状況であることが報告された。
・研究者集会について（内田学術幹事）
日時：3 月 5 日（日）12:50～13:20，会場：長崎大学
・教室割りについて（内田学術幹事）
資料-13
・駐車場の利用不可について（内田学術幹事）
・資料－13 について承認された。
・駐車場がないことは支部 HP で告知する。弁当の注文については，長崎支所に確認が必要。
13. 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（住吉総務幹事）
資料-14
・資料‐14 について確認された。国際交流の企画の在り方について，今後国際シンポジウムをどう進
めていくかは課題。支部が企画するのがいいのか，支所が企画するのがいいのか。講演者を指定する
と支会から派遣できるか分からないため、テーマを絞って該当者を派遣してもらうようは方針がよい
のではないか。次回からはもう少し早めに検討を始める方針とする。進め方について，澤田常議員か
ら案が配布され説明された。11 月 25，26 日に支部長が韓国に行くときに韓国側の総務幹事にこの案
を見せて相談したい。
また，
この方法をどのように次の常議員に引き継ぐのかについても課題である。
2) 韓国訪問について（住吉総務幹事）

・11 月 25 日、26 日 釜山
・資料－14 について承認された。
14. 支部基金の申請について（住吉総務幹事）
資料-15
・基金申請についての上限については様子をみて運営するということを踏まえて資料－15 は承認。
申請書には，所属支所や所属研究委員会を記載する欄を追加で設ける。
15. 2017 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（住吉総務幹事）
資料-16
・開催候補地：鹿児島，開催月：2018 年 3 月
・今後のローテーション予定について
赤字は住吉幹事の追加。4 年に一度の福岡をどうするか。佐賀と長崎は交互：グレーは案。
・資料－16 について，2017 年度九州支部は鹿児島で実施すること，また，4 年に一度の福岡での開
催，佐賀と長崎での交互で開催という方針で進めていくことで承認された。
16. 2017 年度日本建築学会作品選集支部選考部会委員の推薦について（住吉総務幹事）
資料-17
・2 年任期
・資料－17 について承認された。
17. 2017 年度支部共通事業設計競技の支部審査員について（内田学術幹事）
資料-18
・2 年任期，1 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
・資料－18 について承認された。
18. 2017 年支部文化事業企画委員会の委員について（住吉総務幹事）
資料-19
・担当：2017 年 佐賀支所（清水支所長）
，2018 年 福岡支所（岡田支所長）
2019 年 大分支所（井上支所長）
・資料－19 について承認された。委員には時期開催支所長も入るはずなので，2016 年度の欄には佐
賀の支所長を追記する。
19. 2017 年度事業計画案・予算案の策定方針について（住吉総務幹事）
資料-20，参考資料-2
・資料‐20 について承認された。
20. 2017 年度事業計画案について（城戸総務幹事）
資料-21，参考資料-3
・2016 年 12 月下旬 本会提出予定
・資料‐21 について承認された。なお，女性会員の会については，熱意をもって行うが詳細が決ま
っていないので，適宜実施と記載する。支部研究補助費助成は，環境工学委員会対応（内容は未定）
。
21. 2017 年度予算編成に伴う支部費等交付金の照会について（中村会計幹事）
資料-22
・資料‐22 について承認された。
22. 2017 年度予算案について（中村会計幹事）
資料-23，参考資料-4
・2017 年度九州支部研究委員会経費配分（案）について
参考資料-5
・2016 年 12 月幹事会後 本会提出
・建築九州賞でのアルバイト賃金の追加（25 万円の予算を追加）
・80 周年記念誌について 30 万円程度予算追加（支部運営の印刷費で計上）
・人件費については，見直しの分を含めた。
・資料‐23 について承認された。
・鹿児島開催の支部研の会場費の概算を把握しておく。日時は 2018 年 3 月 4 日とする。
23. 事務局員の次年度給与について（中村会計幹事）
資料-24(別添資料) ，参考資料-6(別添資料)
・資料‐24 について承認された。
24. 後援依頼について（3 件）
（住吉総務幹事）
・平成 28 年度鹿児島県ヘリテージマネージャー養成講習会について
（公益社団法人鹿児島建築士会）
資料-25
・資料‐25 について承認された。

・あまみずコーディネータ養成講座
（あまみず社会研究会）
資料-26，回覧- 2
・資料‐26 について承認された。
・新刊コンクリートライブラリー145 号｢施工性能にもとづくコンクリートの配合設計・施工指針｣
（土木学会西部支部）
資料-27
・資料-27 について承認された。
25. 旧第百四十七銀行本店（鹿児島銀行本店別館）の保存要望書について（住吉総務幹事） 資料-28
・資料-28 について承認された。
26. 80 周年記念誌について（黒瀬支部長）
資料-29
・資料-29 について承認された。すでに目次に従って進行中。原稿の発注は既に行っている。4 月中
旬に完成，5 月の総会で配布予定。
27. 女性会員の会について（城戸総務幹事）
資料-30
・11 月 29 日の理事会の時にメーリングリスト作成と予算について事務に確認する。座談会は男性
も入るのが全体の流れ。建築学会だけでなく，先行している他の団体とのネットワークを作るほう
がよい。予算については，今年度中の開催であれば予算は確保されている。
28. 図書館デジタルアーカイブス Web 公開について（住吉総務幹事）
資料-31
・WEB 公開にふさわしい図書があれば本部に推薦する。
・支部としては，積極的に公開はしない。要望があるときに対応する。
29. その他
・特になし。
Ⅱ．報告事項
1. 本部関係報告
(1) 8 月臨時総会（黒瀬支部長）
資料-32
・資料-32 について報告された。
(2) 9 月理事会報告（黒瀬支部長）
資料-33
・資料-33 について報告された。
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（住吉総務幹事）
資料-34
・資料-34 について報告された
(2) 7 月・8 月・9 月・10 月の支部会計報告について（大西会計幹事）
資料-35
・資料-35 について報告された。
(3) 「作品選集 2017」九州支部審査結果について（内田・松尾学術幹事）
資料-36
・支部応募件数 23 件，支部推薦 9 件，本会入選 7 件
・資料-36 について報告された。
(4) 2017 年度大会研究集会のテーマ立案依頼（内田学術幹事）
資料-37
・支部締切：2016 年 9 月 23 日，本会締切：2016 年 9 月 30 日
・提案なし
・資料-37 について報告された。
(5) 2016 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（内田学術幹事）
資料-38
・研究報告募集は会告掲載済み（建築雑誌 10 月号）
。HP 公開(10/7)済み
・資料-38 について報告された。
(6) 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-39
・資料-39 について報告された。
(7) 第 2 回 2016 年度支部費等の交付金送金のお知らせ（大西会計幹事）
資料-40, 参考資料- 7

・合計 1,140,500 円
・資料-40 について報告された。
(8) 2016 年度支部会計上半期の予算執行状況について（大西会計幹事）
・予定どおり執行されていることが報告された。
(9) 日本建築学会建築文化事業（住吉総務幹事）
資料-41
1) 「建築文化週間 2016」
（10/9）
2) 「親と子の都市と建築講座」
（11/30）
・資料-41 について報告された。
(10) 2016 年度日本建築学会大会（九州）頒布資料販売精算報告について（住吉総務幹事） 資料-42
・資料-42 について報告された。
(11) 2017 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（住吉総務幹事）
資料-43
・担当委員会：環境工学委員会
参考資料- 8
・資料-43 について報告された。
(12) 今後の支部役員会の日程確認（住吉総務幹事）
資料-44
・資料-44 について確認された。
(13) その他（住吉総務幹事）
1) 寄贈図書
回覧-3
・2016 年度大会(九州)大会プログラム（日本建築学会）
・2016 年度大会(九州)学術講演梗概集・建築デザイン発表梗概集（日本建築学会）
・大学（建築関係学科）名簿 2016 年版（日本建築学会）
・坂田寺出土建築部材調査報告書（奈良文化財研究所）
・せきさん九州（会報 2016 年 9 月号）
（日本建築積算協会九州支部）
・鹿島技術研究所年報 VOL.64/2016-11
・設備設計第 28 号（福岡県設備設計事務所協会）
2) 各種案内
資料-45，回覧-4
・
「作品選集 2017」への広告掲載について
・第 12 回福岡市史講演会の開催について（福岡市編集委員会）
・
「第 27 回福岡市都市景観賞作品募集」リーフレットの配布について（福岡市）
・第 9 回福岡新技術・新工法ライブラリー技術展示会について（福岡県建設技術情報センター）
・建設リサイクル法パトロール強化週間の協力依頼について（福岡県）
・
「全国産業観光フォーラム in 日田」開催のご案内について（ひた産業観光推進協議会）
・
「創立 130 周年記念 建築文化週間 2016」
（日本建築学会）
・ル・コルビュジエ主要建築作品-2（大成建設ギャルリー・タイセイ）
・シンポジウム「熊本地震を踏まえた地域防災力強化の在り方 in 大阪」のご案内
（地区防災計画学会）
・2016 年度特別研修「地震から学ぶブロック塀の正しい施工」
（日本エクステリア建設業協会福岡県支部）
・くまもとアートポリス人材育成事業｢高野病院現場見学会｣（熊本県）
・保全技術研究会・記念講演会（建築保全センター）
Ⅳ．懇談事項
1. 建築九州賞「作品賞」の運営体制について（住吉総務幹事）
・建築計画委員会が運営の中心となり，建築計画委員会から幹事を出し、志賀先生が行っている役
割を幹事の先生に担ってもらう。事務的な部分はアルバイトを雇う。今年度の 25 万円のアルバイト
費用は支部に負担してほしいとの志賀先生からの依頼があっている。

・まずは，建築計画委員会に運営を担ってもらう方針を決めたい。その後，今後の進め方を建築計
画委員長に相談したい。建築計画委員会の委員長に役員会か幹事会に出席してもらって一緒に審議
する。まずは一度建築計画委員会に話をしてみる必要がある。
・上記の方針を模索することを承認した。
Ⅴ．次回会議日程
1. 11 月支部役員会
日時：2016 年 11 月 16 日（水）15:30～
場所：九州支部事務局会議室
2. 12 月幹事会
日時：2016 年 12 月 9 日（金）15:00～
場所：九州支部事務局会議室
3. 1 月支部役員会
日時：2017 年 1 月 27 日（金）14:00～
※文化事業企画委員会：13:00～14:00
場所：福岡大学工学部建築学科→クレアビル案とする。

