（一社）日本建築学会九州支部 3 月支部役員会議事録
日時：2018 年 3 月 15 日（木）10:00～12:50
場所：Skype 会議、九州支部事務局会議室(幹事)
議事担当：源城常議員
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、源城常議員、柴田
（晃）常議員、事務局伊地知（敬称略）
Ⅰ．前回議事録確認
1. 1 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
菊地支部長より説明があり、承認された。
2. 文化事業企画委員会議事録（案）
（佐藤総務幹事） メールにて送付済み
菊地支部長より説明があり、承認された。
3. 2 月幹事会議事録（案）
（佐藤総務幹事作成）
メールにて送付済み
菊地支部長より説明があり、承認された。
Ⅱ．審議事項
1. 2018 年度九州支部通常総会について（城戸総務幹事、佐藤総務幹事）
・スケジュールおよび役割分担について（城戸総務幹事）
資料- 1
城戸総務幹事より、内容について説明された。来年度の総会では、学会長の記念講演が開催され
る。役割分担については基本的に 2 年目の常議員で実施する。新旧常議員会議事録の担当を源城常
議員から田中常議員に変更する。
・懇親会企画について（佐藤総務幹事）
資料- 2
佐藤総務幹事より、内容について説明された。菊地支部長に開会の辞、古谷学会長にご挨拶いた
だいた後、来賓紹介をして黒瀬前支部長など支部所属の参加者に乾杯の発声をお願いする。閉会時
は本年度支部研の開催支所である柴田常議員が一本締め、佐藤総務幹事が閉会の辞を担当する。
・ポスターについて（城戸総務幹事）
資料- 3
城戸総務幹事より、内容について説明された。
2. 2017 年度事業報告：本部提出用（城戸総務幹事）
資料- 4
・本部〆切 4 月 2 日
城戸総務幹事より、内容について説明された。
3. 建築九州賞「作品賞」について（松尾学術幹事）
資料- 5
松尾学術幹事より、内容について説明された。選考委員のうち 1 名を常議員に担当いただくこと
になった。会場を確認の上、確定させることになった。担当の名称が運営事務局から運営部会に変
更になった。
4. 2018 年度事業計画案：総会資料用（佐藤総務幹事）
資料- 6
佐藤総務幹事より、内容について説明された。来年度の支部研究補助費については建築歴史・意
匠委員会に助成することになった。
5. 2018 年度講習会事業計画（案）について（城戸総務幹事）
資料- 7
・事業日程と役割分担表
城戸総務幹事より、内容について説明された。
6. 2017 年度九州支部長賞の選考について（城戸総務幹事）
資料- 8
城戸総務幹事より、内容について説明された。推薦依頼をした 29 校のうち、回答のあった 24 校
について了承された。
7. 2017 年度建築九州賞「研究新人賞」の選考について（城戸総務幹事）
資料- 27
城戸総務幹事より、説明があり、承認された。また、松尾学術幹事より、各委員会の研究新人賞

選考方法（内規）の内容について説明があった。材料・施工委員会、建築計画委員会には選考方法
（内規）を文書化するようお願いすることになった。
8. 2017 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
資料-9
昨年：フレーム・袋（13 個、無印良品・賞状ホルダー）17,216 円、賞状 17 枚:5,448 円
アルバイト代:18,000 円（城戸総務幹事・志賀作品賞運営協議会幹事）
城戸総務幹事より、内容について説明された。
9. 2018 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（城戸総務幹事）
資料-10
・3 月 22 日 本部申請〆切
城戸総務幹事より、内容について説明された。
10. 2018 年度常議員の担当について（佐藤総務幹事）
資料-11
佐藤総務幹事より、国際学術交流担当常議員と建築九州賞担当常議員(これまでは学術幹事が担当
していた)、HP 担当常議員を新設してそれぞれ 1 年目常議員と 2 年目常議員の 2 人体制とし、支部
研担当常議員と企画担当常議員を 1 年目常議員と 2 年目常議員の 2 人に担当いただくことに来年度
から変更することについて説明がなされた。
11. 2018 年度支部共通事業設計競技の支部審査員の交代について（松尾学術幹事）
資料-12
松尾学術幹事より、内容について説明があり、野平氏の残りの 1 年について小林氏に交代いただ
くことが承認された。
12. 支部ホームページの更新について（花井学術幹事）
資料-13
花井学術幹事より、支部ホームページ利用内規の改正案やホームページの更新案が説明され、提
案された 2 案のうち、B 案に更新することになった。各項目の更新内容については各担当が PDF フ
ァイルをホームページ担当に送って更新いただく。
13. 正会員（法人）
・賛助会員の増強について（菊地支部長）
資料-14
菊地支部長より、本部より上記の要請があったことが説明された。
14. 法人会員の退会について（城戸総務幹事）
資料-15
城戸総務幹事より、内容について説明された。
15. 福岡市建築審査会委員推薦について（城戸総務幹事）
資料-16
城戸総務幹事より、内容について説明があり、推薦委員の候補者について承認された。
16. 大分市立小学校空調設備整備ＰＦＩ事業民間事業者選定委員会委員推薦について
資料-17
（城戸総務幹事）
城戸総務幹事より、内容について説明があり、委員の候補者について承認された。
17. 後援依頼について（1 件）
（城戸総務幹事）
資料-18
・TOTO ギャラリー・間 北九州巡回展・講演会（TOTO ギャラリー・間，TOTO ミュージアム）
城戸総務幹事より、内容について説明された。
18. その他
特に無し。
Ⅲ．報告事項
1. 本部関係報告
(1) 3 月理事会報告（菊地支部長）
資料-19,回覧- 1
(2) 第 3 回支部長会議報告（菊地支部長）
資料-20
上記 2 件について、菊地支部長より資料に基づいて報告と説明が行われた。
2. 支部関係報告
(1) 1 月，2 月の支部事業報告について（城戸総務幹事）
資料-21
城戸総務幹事より、本部に報告した 1 月、2 月の支部事業について報告がなされた。
(2) 1 月、2 月の支部会計報告について（中村会計幹事）
資料-22
菊地支部長より、本部に報告した 1 月、2 月の支部会計について報告がなされた。

(3) 支部費等交付金について（中村会計幹事）
資料-23
菊地支部長より、2017 年度支部費精算、準会員還付金について報告がなされた。
(4) 2017 年度 57 回日本建築学会九州支部研究発表会について
・佐藤総務幹事より、研究者集会について資料に基づいて説明があった。2018 年度通常総会の作品
賞表彰と功労賞・新人賞表彰の順番を入れ替える。
資料-24
・松尾学術幹事より、研究報告集印刷の見積もりについて資料に基づいて説明があった。 資料-25
(5) 2018 年度全国大学・高専卒業設計展示会の開催日程について（城戸総務幹事）
資料-26
城戸総務幹事より、上記の開催日程の決定が報告された。
(6) 2017 年度建築九州賞（研究新人賞）の選考方法（内規）について（松尾学術幹事）
資料-27
松尾学術幹事より資料に基づいて説明があった。
(7) 日韓学術交流協定更新について（城戸総務幹事）
資料-28,回覧- 2
1) 協定書の内容
2) 招聘状
3) 調印式での昼食について
4) 招聘者の旅費について
城戸総務幹事より、内容について説明された。
(8) 三島庄一先生を偲ぶ会の案内について（城戸総務幹事）
資料-29
城戸総務幹事より、JIA 九州支部にて上記が開催されることについて説明がなされた。
(9) その他（城戸総務幹事）
資料-30,回覧- 3
1) 寄贈図書
回覧- 3
・建築工事標準仕様書 JASS6 鉄骨工事 改定版
・鉄骨工事技術指針・工事現場施工編 改定版
・鉄骨工事技術指針・工場製作編 改定版
・鉄骨精度測定指針 改定版
・日本建築学会東海支部研究報告集第 56 号
・日本建築学会中国支部研究報告集第 41 号
2) 各種案内
資料-32，回覧- 4
・建築デザイン発表会（日本建築学会）
・福岡県美しいまちづくり建築賞 特別講演＆受賞作品発表（福岡県，
（一財）福岡県建築住宅セ
ンター）
・第 1 期講習会等助成の案内（福岡県建設技術情報センター）
・新建ゼミ 2018「宅老所よりあいの活動を通して見る 建築とまちづくりの可能性」
（新建築家
技術者集団福岡支部）
・学会誌 12 号の案内（地区防災計画学会）
・建築物・工作物の解体等工事の際の石綿（アスベスト）飛散防止対策の徹底について（福岡県）
・展覧会：平田晃久展 Discovering New、講演会：平田晃久講演会 Discovering New（TOTO ギャ
ラリー・間）
・大牟田市役所本庁舎旧館についての情報提供
城戸総務幹事より上記の 2 件について説明があった。
Ⅳ．懇談事項
日韓国際交流について、釜山・蔚山・慶南支会と意見交換し、シンポジウムなどの実質的な研究交流
を行うことで合意した。
（菊地支部長、城戸総務幹事、佐藤総務幹事）
支部研の研究者集会で提案を受けた建築デザイン発表会について 提案者の所属する研究委員会等に
おいて企画・運営方法を検討の上発議してもらうこととする。なお、進めるとしても 2019 年度以降の取
り組みになる。
（菊地支部長、佐藤総務幹事）

Ⅴ．次回会議日程
1. 4 月幹事会
日時：2018 年 4 月 23 日（月）14:00～
2017 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. 2018 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：2018 年 5 月 19 日（土）11:30～
場所：福岡建設会館
以上の日程が確認された。

