
（一社）日本建築学会九州支部 1月支部役員会議事録 

 

日時：2017年 1月 27日（金）14:00～ 

場所：福岡大学工学部建築学科 523教室 

 

Ⅰ．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、志賀作品賞運営協議会幹事） 

・作品賞運営協議会幹事の志賀先生より、来年度までは志賀先生が運営を担当するが、再来年度か

らは計画系研究委員会（建築計画委員会、都市計画委員会、建築歴史・意匠委員会）に運営体制を

移行して欲しいとの要望が述べられた 

・３月に長崎で開催される支部研究発表会において、黒瀬支部長、菊地次期支部長、鈴木建築計画

委員長、三島都市計画委員長、渡邊建築歴史・意匠委員長、志賀先生により、今後の方針について

協議されることになった 

Ⅱ．前回議事録確認 

1. 11月支部役員会議事録（案）（中田常議員作成）メールにて送付済み 

・承認された 

2. 12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 

・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） 資料- 1 

開催日：2017年 5月 27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− 1について承認された 

2. 熊本支所長及び宮崎支所長の交代について（住吉総務幹事） 資料- 2 

・伊藤重剛（熊本大学教授）→  山成實（熊本大学教授）2017 年 4 月 1 日〜 

・林田義伸（都城高専教授）→  原田志津男（都城高専教授）2017 年 4 月 1 日〜 

・資料− 2について承認された 

3. 2016年度日本建築学会大会（九州）決算書について（住吉総務幹事） 資料- 3 

・黒瀬支部長より一般管理費 503 万円＋剰余金 327 万円=830 万円が九州支部に譲渡されることが報告

された 

・資料− 3について承認された 

4. 2016年度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- 4 

・研究発表会、ポスターについて（安武常議員） 

・懇親会及びお弁当発注の案内メールについて（安武常議員） 資料- 5 

・発表登録数、教室割り、CPD（内田学術幹事） 資料- 6 

・研究者集会について（住吉総務幹事） 参考資料- 1 

 日時：3月 5日（日）12:50～13:20 

 会場：長崎大学総合研究棟３階 大講義室 

・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． 

・安武常議員より協賛金が余っていることが報告され、支部研究発表会に関連して行われる各研究

委員会の活動費の一部を補助する案が示された 

・ 資料− 4,5,6および参考資料− 1について承認された 

5. 建築九州賞「作品賞」について（内田学術幹事・松尾学術幹事・志賀作品賞運営協議会幹事）  

・現在の状況           資料-7  

・資料− 7について承認された 

6. 「建築学会女性会員の会」について（城戸総務幹事） 資料- 8 



・城戸総務幹事より資料-8に基づいて、講師は構造設計者として活躍されている浅田正子氏（清水

建設九州支社勤務、JASCA なでしこ会の会長）を招聘すること、会場は福岡大学で検討しているこ

とが報告された 

・研究委員会のメーリングリスト（チラシの PDFを添付）、本部からの案内メール（チラシの PDFは

添付できない）を通じて、会員に案内することになった 

7. 九州支部 80周年記念誌について（各担当） 資料- 9 

・資料− 9に基づいて各担当の進捗状況について報告された 

・ ２月 17日の幹事会のときに編集委員会を開催し、その後は校正に移りたいことが確認された 

・ 個人の写真を WEB 上で公開するかどうかは個人の判断とし、それ以外の活動風景等の写真を掲載

するかどうかは編集委員会で確認して判断することになった 

8. 2016年度支部経営助成費（2回目）について（大西会計幹事） 資料-10 

・資料−10について承認された 

9. 「九州建築学術振興会」から九州支部への寄付金について（住吉・大西会計幹事）      資料-11 

・資料−11について承認された（資料−11文中の 2014 年度を 2016 年度に訂正） 

10. 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-12 

・資料−12について承認された（資料−12-1 文中の 2016 年度を 2017 年度に訂正） 

11. 2017年度事業計画案について（城戸総務幹事） 資料-13 

・資料−13について承認された（資料−13表中の教育文化事業を佐賀支所主催のものに訂正） 

12. 2017年度予算案について（中村会計幹事）  資料-14 

・2017年度九州支部研究委員会経費配分（案）について 資料-15 

・資料−14,15について承認された 

13. 2017年度日本建築学会支部研究補助費の申請について（住吉総務幹事） 資料-16 

・担当委員会：環境工学委員会 

・資料−16について承認された 

14. 2017年度第 57回九州支部研究発表会開催地について（住吉総務幹事）    資料-17 

・鹿児島支所が担当支所 

日時：2018年 3月 3日（土）～3月 4日（日）（予定） 

会場：鹿児島大学 

・資料−17について承認された 

15. 2017年度講習会事業計画（案）について（住吉総務幹事）             資料-18 

・資料-18 の本部企画には九州支部開催の講習会はないが、研究委員会に希望があるかどうか図ること

になった 

16. 2017年度「全国大学・高専卒業設計展示会」の開催について（田口常議員） 資料-19 

・資料−19について承認された 

17. 2017年度常議員の担当について（城戸総務幹事） 参考資料- 2 

・参考資料−2について承認された 

18. 3月支部役員会の実施方法について（住吉総務幹事） 

・住吉総務幹事より旅費節約のため福岡以外の役員はスカイプ参加を基本としたいとの説明があり、

承認された  

19. 後援依頼について（住吉総務幹事） 資料-20 

・シンポジウム「熊本地震に学ぶ：土地にまつわる課題と復興」（日本都市計画学会九州支部） 

・資料−20のシンポジウムに対する後援が承認された  

20. 支部事務局パソコンの不調について（住吉総務幹事） 

・支部事務局のパソコンにメモリを増設することが承認された 

21. その他 

・支部の椅子の購入について検討することになった 



 

 

Ⅳ．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-21 

・資料−21について報告された 

(2) 第 2回支部長会議報告（黒瀬支部長）    資料-22 

・資料−22について報告された 

・インターネット投票への移行に反対しないが、どうしてもはがきで投票したい人は切手を貼っても

らうことにしてはどうかという意見があがった 

(3) 12月学術推進委員会（松尾学術幹事） 資料-23 

・資料−23について報告された 

2. 支部関係報告 

(1) 11月・12月の支部事業報告について（住吉総務幹事） 資料-24 

・資料−24について報告された 

(2) 11月・12月の支部会計報告について（大西会計幹事） 資料-25 

・資料−25について報告された 

(3) 佐賀支所の移転について（住吉総務幹事） 資料-26 

〒844-0005 佐賀県西松浦郡有田町幸平 2-2-23 

 → 〒844-0027佐賀県西松浦郡有田町南原甲 1109-6 2016 年 6 月 1 日〜 

・資料−26について報告された 

(4) 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(住吉総務幹事) 

 資料-27 

・資料−27について報告された 

(5) 「建築文化週間 2016」の本部への報告について（住吉総務幹事） 資料-28 

  ・資料−28について報告された 

(6) 「建築文化週間 2017」の企画について（住吉総務幹事） 資料-29 

・資料−29について報告された 

(7) 支部共通事業設計競技について（内田学術幹事）                 資料-30 

1)2016年度「残余空間に発見する建築」本会審査結果 

  支部推薦 14件中 佳作：1件（九州大学）  

                     タジマ奨励賞：1件（鹿児島大学） 

・ 資料−30について報告された 

(8) 支部基金（建築談叢さが）の報告について（住吉総務幹事、田口常議員） 資料-31 

・資料−31について報告された 

(9) 花畑町別館緊急要望書について（黒瀬支部長） 資料-32 

・資料−32について報告された 

(10) その他（住吉総務幹事） 

1) 寄贈図書  

・竹中技術研究報告 No.72    

・日本建築学会 2016年度設計競技優秀作品集「残余空間に発見する建築」 

2) 各種案内 資料-33 

・せきさん九州（会報 2017年 1月号）（日本建築積算協会九州支部） 

・平成 29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） 

・連続シンポジウム 6「熊本地震において通信とメディアが果たした役割」（早稲田大学国際メ

ディア財団プロジェクト,公益財団法人情報通信学会） 



・建築の居場所 展覧会・講演会（TOTOギャラリー・間） 

・伊予西条糸プロジェクト住宅設計コンペティション（新建築社） 

・年賀状：7通  回覧- 1 

・資料−31, 回覧− 1について報告された 

3) 後援お礼  

・「施工性能にもとづくコンクリートの配合設計・施工指針（2016年版）」に関する講習会 

 資料-34 

・資料−34について報告された 

 

Ⅴ．次回会議日程 

1. 2月幹事会 

日時：2017年 2月 14日（火）15:00～ 

場所：九州支部事務局会議室 

2. 3月支部役員会 

日時：2017年 3月 10日（金）14:00～ 

場所：九州支部事務局会議室（予定） →スカイプ会議とする（審議事項 19参照） 

3. 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（監事の日程要確認） 

場所：九州支部事務局会議室 

4. 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）10:00～ 

福岡建設会館 


