（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：2017 年 5 月 27 日（土）11:00～12:10
場所：福岡建設会館 7 階 703 会議室
議事録（案）
：大分大学 田中 圭
Ⅰ．本日のスケジュールについて
別添資料
住吉総務幹事より、新旧支部役員会，合同役員会，通常総会，支部事業報告会，建築九州賞表彰式，
懇親会について、スケジュールの案内があった。
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
黒瀬支部長より説明があり、特に気が付いたところがあれば、総務幹事へということで、承認さ
れた。
2. 4 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
黒瀬支部長より説明があり、特に気が付いたところがあれば、総務幹事へということで、承認さ
れた。
Ⅲ．審議事項
1. 2017 年度九州支部通常総会の議案および資料について
資料- 1
・2016 年度事業報告
住吉総務幹事より、内容について説明された
・2016 年度収入支出決算報告
大西会計幹事より 2016 年度会計には全国大会の収支が含まれること、残高が+1200 万円余りであ
ることが説明された。併せて監査が行われて承認された旨も報告された。
・2017 年度事業計画策定方針
住吉総務幹事より、これまでの緊縮的な事業計画からここ数年の黒字運営化に伴い、会員や社会
のニーズに合った事業を実施する旨を含む積極的な文言に変更したことについて説明された。
・2017 年度事業計画（案）
城戸総務幹事より、内容について説明された。
・2017 年度収入支出予算（案）
中村会計幹事より、昨年度との相違点は大会の収支がなくなること、建築九州賞、80 周年記念誌
関係の経費が計上されている点等が説明された。
・委任状の回収状況について
5/25 現在 18 通
総会成立条件：支部正会員数の 1/50≒36.1(昨年 35.8) （支部正会員数：1,805 名(昨年 1,793 名)）
住吉総務幹事より 最新の委任状数は 19 と合同役員会の出席者で成立条件を満足する見込みが
報告された。
2. 支所の会計報告について
資料- 2
大西会計幹事より、内容の説明があり、各支部の残金については 2017 年度の会計で基金に繰り込ま
れることが報告された。
3. 次期九州支部の役員構成について
資料- 3
・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常議員会で承認）
・支部監事の選任（運営資料 III-1-1：支部長が選定し常議員会で承認。
）
・支部選挙管理委員会委員の選任（運営資料 III-2-9）
住吉総務幹事より資料に基づき、選挙により交代する役員と選挙管理委員の交代について説明が行

われた。
4. 2017 年度九州支部研究委員会について
資料- 4
・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）
都市計画委員会委員長・三島伸雄（佐賀大学 教授）→ 日高圭一郎（九州産業大学 教授）
災害委員会委員長・
高山峯夫（福岡大学 教授）→ 神野達夫（九州大学 教授）
城戸総務幹事より資料に基づいて、各研究委員会の委員名簿、特に上記の委員会の委員長交代に
ついて説明された。
5. 九州支部運営資料の更新について
資料- 5，回覧- 1
・事業日程と役割分担表
城戸総務幹事より、役員の交代による役割分担の変更等の変更点の説明が行われた。
6. 2017 年度第 57 回日本建築学会九州支部研究発表会について（城戸総務幹事）
・開催日：2018 年 3 月 4 日（日）※鹿児島マラソン 2018 とのバッティングについて
資料- 6
・担当校・会場校：鹿児島大学 （会場 確認済み）
城戸総務幹事より、来春の支部研究発表会について、上記のような開催地行事とのバッティングに
伴う運営の変更等の検討を役員会で行った結果、当初の予定通り実施することになったことについ
て説明があり、承認された。
7. 建築九州賞（作品賞）について（松尾学術幹事，志賀作品賞運営協議会幹事）
資料- 7
・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
志賀作品賞運営協議会幹事より、2017 年度募集要項および作品発表会及び選考会の開催を 9/9 に西
日本工業大学にて開催される旨、説明があった。
8. 建築九州賞（作品賞）の運営方法について
黒瀬支部長と住吉総務幹事より、これまでの運営状況の説明と改善案の検討過程について説明があ
り，2017 年度は福岡支所の協力のもとこれまで通りに近い形で実施し、次年度より各支所持ち回り
（今後のローテーションについては、資料 7-2）で作品展、審査会について実施したい旨報告され、
実施要項の変更について、承認された。また、黒瀬支部長より、運営を行いながら、さらに改善を
検討する必要がある旨、次期支部長、役員に引き継ぐとの表明があった。
9. 2017 年度建築文化事業・建築文化週間計画書提出版について
資料- 8
「クリークのまち、再発見」
・開催日：平成 29 年 10 月 8 日（日）
・主 催：日本建築学会九州支部佐賀支所、佐賀大学工学系研究科都市工学専攻
・後 援（予定）
：佐賀県建築士会、NPO さがクリークネット
城戸総務幹事より上記の内容について説明があったが、開催日については資料により記述が異なる
ので確認するとのことであった。
10. 災害委員会からの「2017 年度支部企画」の募集について
資料- 9
・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）
住吉総務幹事より、上記の 1 件について支部から申請する旨説明があり、承認された。
11. 受託研究の受託について
資料-10
・研究題目：旧安川家住宅文化財調査
・期
間：契約締結日より 2018 年３月 31 日まで
・委 託 費：3,500,000 円（消費税を含む）
・委 託 者：北九州市
・受 託 者：日本建築学会九州支部 支部長 黒瀬重幸
・研究調査特別委員会委員長：木島孝之（九州大学助教）
住吉総務幹事より、受託研究の内容について説明があり、承認された。
12. 基金の申請について
資料-11
・2017 年度 日本建築学会九州支部 熊本地震調査研究報告（計画系）発行

・熊本地震災害調査委員会の現地調査費用
黒瀬支部長、住吉総務幹事より、上記 2 件の申請について説明があり承認された。
13. 会費長期滞納者について
資料-12
住吉総務幹事より本部から会費滞納者リストが送付されてきた旨の説明があり、知り合いの名前が
あれば周知、声掛けの依頼があった。
14. 九州支部創立 80 周年記念誌について
黒瀬支部長、住吉総務幹事から制作の経緯の説明と執筆協力者への謝意の表明があり、関係者用に
50 部の紙媒体の配布とＨＰからの電子版の配布の準備をしている旨、報告された。
15. 第 3 回女性会員の会について
資料-13
名称：第三回 サムライ女子（士業で生きる女性）に聞く「私と仕事と家庭」
日時：2017 年 7 月１日
会場：福岡大学
城戸総務幹事より上記について本部に申請し承認を得て、準備を進めている旨、説明された。
16. 2016 年度九州支部長賞の選考について（住吉総務幹事）
資料-14
住吉総務幹事より資料に基づいて、各大学等の受賞者リストの説明が行われ承認された。
17. 2016 年度建築九州賞「研究新人賞」の選考について
資料-15
住吉総務幹事より資料に基づいて、各委員会推薦の受賞者リストの説明が行われ承認された。
18. 支部事務所の賃貸借契約更新ついて
住吉総務幹事より説明があり、契約更新が承認された。
資料-16
19. 福岡市「福岡市空家等審議会」への委員推薦について
資料-17
住吉総務幹事より福大 池添先生を推薦する旨、説明があり承認された。
20. 2016 年度各支部事業の開催概要集計表について
資料-18
住吉総務幹事より他支部の活動状況の一覧表について説明された。
21. 後援依頼について（3 件）
資料-19
・日本建築積算協会九州支部「建築積算学校九州校第 42 期（平成 29 年度）
」
・土木学会地震工学委員会「2016 年熊本地震 1 周年報告会」
・福岡県建築都市部住宅計画課「第 30 回福岡県美しいまちづくり建築賞」
住吉総務幹事より、3 件について説明があり、上２件については、事後承認、下 1 件については
承認された。
22. その他（住吉総務幹事）
・初代・武雄警察署建物について
資料-33
住吉総務幹事より上記の件について報告された。
Ⅳ．報告事項
1. 本部関係報告
(1) 4 月，5 月理事会報告
資料-21
(2) 2017 年 3 月臨時総会資料について
回覧- 2
上記 2 件について、黒瀬支部長より資料に基づいて報告と説明が行われた。
(3) 4 月学術推進委員会について
資料-22
松尾学術幹事より 2018 年の大会が 9/4～/6 東北大学に決定したこと、近年の大会発表件数の推移につ
いて説明があった。
(4) 2017 年会長・副会長・監事候補者選挙の結果について
資料-23
黒瀬支部長より、新会長：古谷先生（早大）新副会長：加藤先生（東大生研）大崎先生（京大）菅氏
（竹中工務店）監事：岩田先生（東海大）となったことが報告された。
(5) 第 18 期代議員選挙の結果について
資料-24
住吉総務幹事より支部選出代議員選挙の結果について報告された。

(6) 理事会代行者の変更連絡
資料-25
住吉総務幹事より、支部長欠席時の理事会代理出席者について、住吉幹事から城戸幹事に交代する旨報
告された。
2. 支部関係報告
(1) 3 月,4 月の支部事業報告について
資料-26
住吉総務幹事より、本部に報告した 3 月,4 月の支部事業について説明があった。
(2) 2 月,3 月,4 月の支部会計報告について
資料-27
大西会計幹事より、本部に報告した 2 月、3 月,4 月の支部会計について説明があった。
(3) 支部費等交付金について
資料-28
(4) 2016 年度の支部会計報告について
大西会計幹事より、資料に基づいて、2016 年度支部費精算，準会員還付金について説明された。
(5) 2017 年支部役員（支部長・常議員）選挙結果について
資料-29
住吉総務幹事より、上記の選挙結果について報告された。
(6) 2016 年度支部研究発表会収支報告について
資料-30
松尾学術幹事より資料に基づいて説明があった。
(7) 事務連絡会議について（伊地知事務員）
資料-31
本部の建築書店に支部関係の出版物（建築九州賞作品集など）を取り扱う旨、報告された。
(8) その他
1) 寄贈図書
回覧- 3
・2016 年度日本建築学会中国支部研究報告集第 40 巻（日本建築学会中国支部）
・平成 28 年熊本地震災害記録誌 ～創造的復興に向けて～（九州地域づくり協会）
・佐賀県住生活基本計画及び佐賀県高齢者居住安定確保計画（佐賀県県土整備部建築住宅課）
・福岡県総合計画（福岡県企画・地域振興部）
2) 各種案内
資料-32，回覧- 4
・日本建築積算協会『建築積算学校 九州校 第 42 期受講生募集』
・土木学会地震工学委員会「2016 年熊本地震 1 周年報告会」
・福岡市住宅都市局建築指導部建築指導課 ｢附置義務条例の改正について（周知）｣
・日本建築設備・昇降機センター「平成 29 年度 国土交通大臣『登録建築設備検査員講習』
」
住吉総務幹事より上記の 2 件について説明があった。
Ⅴ．次回会議日程
1. 6 月幹事会
日時：2017 年 7 月 3 日（月） 14：00
※場所：九州支部事務局会議室
2. 7 月支部役員会
日時：2017 年 8 月 2 日（水） 14：00
※場所：九州大学で調整

～17：00

～17：00

