
（一社）日本建築学会九州支部 7月支部役員会議事録 

 

日時：2017年 8月 2日（水）14:00～17:10 

場所：九州大学工学部建築学科旧館（4階 401会議室） 

議事録担当：花井学術幹事 

出席者：菊地支部長，城戸総務幹事，佐藤総務幹事，松尾学術幹事，花井学術幹事，中田常議員， 

川井常議員，柴田（晃）常議員，源城常議員，事務局 伊地知 （敬称略） 

 

Ⅰ．前回議事録確認 

1. 新旧支部役員会議事録（案）（田中常議員） メールにて送付済み 

2. 合同役員会議事録（案）（中田常議員）    メールにて送付済み 

3. 6月幹事会議事録（案）（佐藤総務幹事）  メールにて送付済み 

議事録が確認された。1. については，メールで配信されたものは古いバージョンであるので最終

版に差し替える。 

 

Ⅱ．審議事項 

1. 2018年度支部通常総会の日程について（城戸総務幹事）              資料- 1 

例年，5月末の土曜日となっているが，会場確保の都合上 5月 19日（土）とすることが報告され，

承認された。 

 

2. 2017年度幹事会および支部役員会の年間スケジュールについて（城戸総務幹事）   資料- 2 

以下の日程で確定した。 

10月幹事会：10月 11日（水）14:00～17:00（原案通り） 

11月役員会：11月 21日（火）14:30～17:30（原案から変更） 

12月幹事会：12月 12日（火）14:00～17:00（原案から変更） 

1月役員会：1月 23日（火）14:30～17:30（文化事業企画委員会 13:30～）（原案から変更） 

Skypeでの参加も可である。また，3月役員会は幹事のみが参集し他の常議員はSkype参加とする。

なお，2月以降の会議日程は後日改めて調整する。 

 

3. 常議員の担当について（城戸総務幹事）                  資料- 3 

   ・支部事務局カードキーの保持者について 

  ・担当作業のマニュアル化について 

支部事務局カードキーについて，例年は 2 年目の総務幹事が保有することになっているので，そ

れに倣い城戸総務幹事が所持することが説明された。また，常議員の作業内容についての簡単なマ

ニュアルを作成してはどうかとの提案があり，次回幹事会において城戸総務幹事よりマニュアルの

例が提示されることとなった。 

 

4. 2017年度九州支部研究発表会募集要項（案）および日程（案）（松尾学術幹事）        資料- 4 

・登録費、CD/研究報告集の頒布価格                                           参考資料-1 

日付を修正した以外は昨年と同様である。資料 4-1は 10月 6日に支部ホームページに掲載する予

定である。資料 4-2 は建築雑誌に掲載される会告の原稿であり，締切は 8 月である。また，プログ

ラム編成作業が二度手間となっているのを改善するため検討中である。なお，会場の鹿児島大学の

住所を「〒890-0065 鹿児島市郡元 1丁目 21-40」に訂正する。 

 

5. 2017年度大韓建築学会釜山・蔚山・慶南支部との学術交流について（城戸総務幹事）  資料-5 



参考資料-2 

協定を更新することを承認した。11月 10日に菊地支部長が訪韓するので，その際に更新を行うこ

ととなった。また，支部研前日に韓国から招聘して講演していただくこととなっており，宿泊を手

配する必要があるが，鹿児島マラソンと日程が重なるので宿泊施設の手配を早めに動かなければな

らない。→鹿児島大としては槇文彦氏の講演のみを考えていたので，韓国の先生の講演を入れるな

らば日程を調整する必要がある。 

 

6. 80周年記念誌について                  資料-6，回覧- 1 

・冊子の配布 

・HP掲載に関する告知 

80周年記念誌が出来上がり，残部を支部にて保管していること，Web配信を行っていることが報

告された。 

 

7. 支部基金の申請について（城戸総務幹事）                 資料- 7 

2017年度建築文化週間事業に 16万円の支部基金を支出することが承認された。 

 

8. 日本建築学会建築九州賞（作品賞）の運営について （松尾学術幹事、花井学術幹事）   資料- 8 

作品賞の運営はこれまで運営協議会幹事の志賀先生が 1 人でやっていたが，運営体制を変えてい

きたいとの提案があり，運営協議会を運営部会に改編し総会で承認が得られた。その後幹事会で具

体的に検討し始めたところさらに修正する必要が生じたので，次回幹事会で修正案を検討し，次回

役員会に諮ることとなった。 

 

9. 旧安川邸内「洋館棟」の保存要望書について（城戸総務幹事）           資料- 9 

北九州市戸畑区に所在する標記の建物が老朽化により撤去が検討されており，保存要望書を北九

州市長及び同市議長宛に提出することについて，歴史意匠委員会から審議依頼があった。歴史意匠

委員会では承認済みである。従来，どのような手続きを踏んでいたか確認して，それに則って進め

るべきであるが，同じ建物について委託研究の申請も出されている（Ⅲ．報告事項 2. (25)，資料-41）

関係上，コンプライアンス上問題ないかどうか疑問であるので，菊地支部長と佐藤総務幹事が木島

歴史意匠委員会主査に事情を聴いた上で，本部にも確認することとなった。 

 

10. ホームページの刷新について（城戸総務幹事） 

支部ホームページを充実させてはどうかという意見があるが，見積りを取ったところ高額であっ

たので止まっている状態である。引き続き検討することとなった。 

 

11. 支部事務局の年間作業工程とアルバイト雇用計画について（伊地知事務員）    参考資料-3 

アルバイトを必要とする作業と時期を事務局から提案いただいて，引き続き検討することとなっ

た。 

 

12. 後援依頼について（2件）（城戸総務幹事）               資料-10 

・セメント系固化剤の利活用セミナー（一般社団法人セメント協会） 

・オープンハウスカゴシマ 2017（オープンハウスカゴシマ実行委員会） 

上記 2件について承認された。 

 

13. その他  

・初代・武雄警察署建物について（城戸総務幹事）5月支部役員会議題再審議     資料-11 



佐賀県嬉野市の陶磁器店から事務局にメールがあった。事務所兼店舗の建物は標記の建物を移築

したものであるが文化財として認知されていないとのこと。要望者が何を求めているのか（そもそ

も学会としての対応を求められているのかどうか）不明確であるし，学会として何かできるもので

もないので，例えば佐賀県の文化財保護課に情報を流せば行政が対応するのではないか。その際に

所見が必要ならば建築の専門家が対応することにはなる。興味のありそうな研究者に情報を流す程

度にとどめ，支部としては具体的に受けないこととなった。 

 

Ⅲ．報告事項 

1. 本部関係報告 

(1) 6月・7月理事会報告（菊地支部長）                 資料-12 

(2) 第 1回支部長会議（菊地支部長）                  資料-13 

支部への予算配分の方法を変えたことが報告された。 

 

(3) 7月学術推進会議（花井学術幹事）                 資料-14 

資料に基づき報告がなされた。 

 

(4) 2016年度事業報告・決算報告（城戸総務幹事）            回覧- 2 

(5) 2017年度 5月通常総会資料（城戸総務幹事）             回覧- 3 

資料が回覧された。 

 

(6) 2017年度本会主要行事日程（城戸総務幹事）             資料- 15 

資料に基づき報告がなされた。 

 

2. 支部関係報告 

(1) 5月・6月の業務報告（城戸総務幹事）                 資料-16 

資料に基づき報告がなされた。 

 

(2) 5月・6月の会計報告（中村会計幹事）                 資料-17 

(3) 2017年度支部費等の交付金送金について（中村会計幹事）         資料-18 

中村会計幹事欠席のため，菊地支部長より資料に基づき報告がなされた。 

 

(4) 2017年度支部経営助成費の交付について（中村会計幹事）         資料-19 

・未納の法人会員・賛助会員への納入依頼について 

中村会計幹事欠席のため，菊地支部長より賛助会員増やすと支部の実入りが増えることが説明さ

れた。 

 

(5) 「作品選集 2018応募について（松尾学術幹事）                    資料-20 

・応募件数 36件（昨年 23件） 

・第 1回支部選考部会：6月 20日（火）14:00～17:00，19件を選定（現地調査へ） 

・第 2回支部選考部会：8月 21日（月）14:00～開催予定（14件を選定予定） 

資料に基づき報告がなされた。 

 

(6) 2017年度支部通常総会の付随行事について（城戸総務幹事）           資料-21 

・記念報告会等 参加者 55名（昨年 68名） 

・懇親会    参加者 52名（招待者 11名，事務局 2名） 



資料に基づき報告がなされた。 

 

(7) 大会会場での支部研究資料の頒布について（城戸総務幹事）            資料-22 

資料に基づき報告がなされた。 

 

(8) 本年度支部共通事業「設計競技」九州支部審査結果について（松尾学術幹事）     資料-23 

・作品応募数：68件（昨年応募数 63件） 支部入選数 14件 

資料に基づき報告がなされた。 

 

(9) 市民企画講座･支部企画の選考結果通知（城戸総務幹事）           資料-24 

資料に基づき報告がなされた。 

 

(10) 事業費の送金について（中村会計幹事）                     資料-25 

中村会計幹事欠席のため，菊地支部長より資料に基づき報告がなされた。 

 

(11) 2017年度九州支部研究発表会実行委員会について（城戸総務幹事）         資料-26 

鹿児島マラソンと開催日が重なるため宿泊が込み合うことが予想される旨を支部ホームページに

掲載することとなった。 

 

(12) 全国大会研究集会のテーマ立案依頼について（城戸総務幹事）           資料-27 

資料に基づき報告がなされた。 

 

・例年の照会先：研究委員会、本部締切：9月 29日 

(13) 2017年度日本建築学会建築九州賞（作品賞）について（松尾学術幹事）        資料-28 

審査の経過報告がなされ，9月 9日に 2次選考会が行われることが報告された。 

 

(14) 2017年度日本建築学会建築九州賞（業績賞）の推薦について（城戸総務幹事）     資料-29 

・昨年度依頼先：研究委員会長・支所長、（10月幹事会の前までに） 

研究委員長と支所長に推薦を依頼することが報告された。 

 

(15) 2017年度日本建築学会建築九州賞（功労賞）の推薦について（城戸総務幹事）     資料-30 

・昨年度依頼先：研究委員会長・支所長、（10月幹事会の前までに） 

研究委員長と支所長に推薦を依頼することが報告された。 

 

(16) 次年度日本建築学会大賞・文化賞・教育賞候補の推薦依頼について（城戸総務幹事） 

大  賞：本部締切 1月 19日、研究委員会、支所に依頼           資料-31 

文化賞：本部締切 12月 11日、研究委員会に依頼             資料-32 

教育賞：本部締切 10月 6日、研究委員会、支所に依頼           資料-33 

資料に基づき報告がなされた。なお，支部枠でも推薦可である。 

 

(17) 2017年度支部共通事業「設計競技」支部入選の表彰式について（城戸総務幹事）   資料-34 

・日程は 2018年 3月 3日（支部研究発表会の前日）担当：鹿児島支所 

・支部入選者（代表者のみ）の懇親会費用は，例年担当支所が負担している 

・賞状･賞碑の配付依頼（表彰式欠席分：3月） 

資料に基づき報告がなされた。 



 

(18) 2017年度運営資料の改訂について（城戸総務幹事）             配付済 

配布済み資料を確認されたい。運営方法は時々変更されるので，こまめに運営資料に反映した方

がよい。作業は 2 年目の総務幹事が行う。従来は隔年で改訂版の資料を配信していたが，今後は毎

年 6月に配信することとなった。 

 

(19) 議案書・議事録（案）の取り扱いについて（城戸総務幹事）            資料-35 

資料に基づき報告がなされた。議案書は 2年目の総務幹事，幹事会の議事録は 1年目の総務幹事，

役員会の議事録は総務幹事以外が担当する。文化事業企画委員会及び 4 月監査会議事録の担当者を

訂正する（誤：城戸総務幹事→正：佐藤総務幹事）。 

 

(20) 2016度各支部事業の開催概要集計表について（城戸総務幹事）                  資料-36 

資料に基づき報告がなされた。 

 

(21) 2016年度の支所会計について（中村会計幹事）                    資料-37 

中村会計幹事欠席のため，菊地支部長より資料に基づき報告がなされた。 

 

(22) 建築女子会の運営について（菊地支部長、城戸総務幹事）          資料-38 

城戸総務幹事より資料に基づき報告がなされた。 

 

(23) コピー機の再リースについて（城戸総務幹事）              資料-39 

コピー機の再リースについて承認された。 

 

(24) 事務局 PC入れ替えについて（城戸総務幹事）          資料-40，参考資料-4 

仕様等の選定状況について経過報告がなされた。 

 

(25) 受託研究「旧安川家住宅文化財調査」について （城戸総務幹事）        資料-41 

資料に基づき報告がなされた。なお，Ⅱ．審議事項 9. も参照されたい。 

 

(26) その他（城戸総務幹事）        

1) 寄贈図書                       回覧- 4 

・日本建築学会四国支部研究報告集第 17号 

・日本建築学会東北支部研究報告集第 80号 CD-ROM 

・日本建築学会北陸支部研究報告集第 60号 CD-ROM 

・日本建築学会北海道支部研究報告集第 90号CD-ROM 

・日本建築学会近畿支部研究報告集第 57号 CD-ROM 

・日本建築学会北海道支部北海道建築賞受賞作品「1975-2015」（北海道建築賞 40周年記念） 

・熊本地震調査研究報告書（計画系・環境系）（支部基金：都市計画委員会） 

資料が回覧された。 

 

2) その他の各種案内                    資料-42，回覧- 5 

・2017年度日本建築学会大会（中国）開催のご案内 

・第 24回空間デザイン・コンペティション（日本電気硝子） 

・くまもとアートポリスプロジェクト「高野病院」完成見学会（熊本県土木部建築住宅局） 

・建築文化週間 学生グランプリ 2017「銀茶会の茶席」（日本建築学会） 



・第 30回福岡県美しいまちづくり建築賞（福岡県） 

・JSCA九州メール版 36号（日本建築構造技術者協会九州支部） 

・かごしま県民交流センター6階ギャラリー等に係る見学会の開催について（かごしま県民交

流センター） 

・平成 29年度第 2期「講習会等助成」のご案内（福岡県建設技術情報センター） 

・第 7 回福岡市都市景観賞まちなみ写真コンテストの実施について（福岡市住宅都市局地域

まちづくり推進部） 

資料に基づき各種案内が紹介された。 

 

Ⅳ．次回会議日程 

10月幹事会 

日時：2017年 10月 11日（水）14時 00分～17時 00分 

場所：九州支部事務局会議室（予定） 

11月支部役員会 

日時：2017年 11月 21日（火）14時 30分～17時 30分 

場所：九州大学会議室（予定） 

日程が確認された。 

 

Ⅴ．懇談事項 

松尾学術幹事より「九州建築選 2016」（昨年度の建築九州賞の作品集）について紹介された。 


