
（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：2018年 5月 19日（土）11:30～12:15 

場所：福岡建設会館 7階 703会議室 

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, 中村会計幹事， 

柴田会計幹事,  

    常議員：（2 年目）田中、中田（1 年目）川合、源城、柴田（新任）小山田、市川、崎原、西村、

渕上 

    支所長：薄（長崎）、井上（大分）、原田（宮崎） 

事務局 伊地知（敬称略） 

議事録作成：常議員 田中 

 

Ⅰ．本日のスケジュールについて     

  ⇒城戸総務幹事より別添資料により説明があった。 

新旧支部役員会，合同役員会，通常総会，支部事業報告会，記念講演会，建築九州賞表彰式，懇親会 

Ⅱ．前回議事録確認 

1. 3月支部役員会議事録（案）（源城常議員作成） メールにて送付済み 

2. 4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 

 ⇒質疑は特になく、承認された。 

Ⅲ．審議事項 

1. 2018年度九州支部通常総会の議案および資料について  

・2017年度事業報告 

⇒城戸総務幹事から総会議案書 P1~に基づき特筆事項について説明され、承認された。 

・2017年度収入支出決算報告 

   ⇒中村会計幹事から総会議案書 P8~に基づき特筆事項について説明され、承認された。 

    ・旧安川家住宅文化財調査は 2018 年度会計へ 

・2018年度事業計画策定方針（城戸総務幹事） 

 ⇒城戸総務幹事から総会議案書 P12~に基づき本会の方針に準ずる旨、説明され、承認された。 

・2018年度事業計画（案） 

 ⇒佐藤総務幹事から総会議案書 P13~に基づき特筆事項について説明され、承認された。 

・2018年度収入支出予算（案） 

 ⇒柴田会計幹事から総会議案書 P20~に基づき特筆事項について説明され、承認された。 

・委任状の回収状況について 

  5/17現在 21通 ⇒城戸総務幹事より 最終 17 通 成立の見込みとの報告がされた。 

  総会成立条件：支部正会員数の 1/50≒39.6(昨年 36.1) （支部正会員数：1,981名(昨年 1,805名)） 

2. 支所の会計報告について  

⇒中村会計幹事より資料- 2 に基づき特筆事項について説明され、承認された。 

3. 沖縄支所からの支部からの一時借り入れの依頼について（城戸総務幹事、中村会計幹事）  

⇒城戸総務幹事より資料- 3 に基づき説明され、承認された。 

4. 次期九州支部の役員構成について（城戸総務幹事）  

・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） 

⇒城戸総務幹事より資料- 4 に基づき説明され、承認された。 

5. 支所長の交代について 

⇒城戸総務幹事より資料- 5に基づき、以下の 2支所の支所長の交代について説明があり承認された。 



・佐賀支所長 清水耕一郎（㈱アルセッド建築研究所 取締役）→ 三島伸雄（佐賀大学 教授） 

2018年 4月 1日～ 

  ・沖縄支所長 小倉暢之（琉球大学 教授）→山田義智（琉球大学 教授）2018年 6月 6日～ 

   

6. 2018年度九州支部研究委員会について 

⇒佐藤総務幹事より資料- 6 に基づいて、下記 2 委員会の委員長の交代について報告があり、承認さ

れた。 

・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） 

構造委員会委員長・菊池健児（大分大学 教授）→ 蜷川利彦（九州大学 教授） 

建築計画委員会委員長・鈴木義弘（大分大学 教授）→ 志賀勉（九州大学 准教授） 

7. 九州支部運営資料の更新について 

⇒佐藤総務幹事より資料- 7 に基づいて説明され、承認された。 

・事業日程と役割分担表  

8. 2018年度第 58回日本建築学会九州支部研究発表会について 

⇒佐藤総務幹事より資料- 8 に基づいて説明され、下記の通り承認された。 

・開催日：2019年 3月 3日（日）  

・担当校・会場校：日本文理大学 （会場 確認済み） 

9. 建築九州賞（作品賞）について 

・2018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 

⇒花井学術幹事より資料- 9 に基づき説明があり、昨年度の事業会計報告、本年度は昨年度から刷新

された運営方法を引き続き実施し、発表会及び 2 次選考は鹿児島大学稲森会館で開催される旨が報

告された。  

10. 2018年度建築文化事業・建築文化週間計画書提出版について 

⇒佐藤総務幹事より資料-10 に基づき、本年度は福岡支所主催で、福岡県八女市で下記のように実施

する旨、報告があり、承認された。 

企画書 5月 24日本部締切り 

「八女福島／町家再生とまちづくりの『技』を訪ねる」 

・2018年 10月 13日（土）（予定） 

・主 催：日本建築学会九州支部福岡支所 

・後 援：未定 

11. 災害委員会からの「2018年度支部企画」の募集について 

⇒城戸総務幹事より、資料-11 に基づき、支部災害員会から鹿児島市内にて、「火山とともに生きる

―火山災害に負けないまち，いえづくり」（仮）というフォーラムを企画として応募した旨、報告が

あり、承認された。 

12. 2019年度「日本建築学会賞（作品）受賞者記念講演会」の開催について 

⇒菊地支部長より資料-12 に基づき、本部より開催の打診があり、輪番ということもあり、今後役員

会で前向きに検討する旨、報告があった。 

13. 会費長期滞納者について 

⇒城戸総務幹事より資料-13 により説明があり，滞納者リストが回覧された。特に支部にて督促等の

活動はしない旨が報告された。 

14. 支部ホームページ更新の内規改正について 

⇒花井学術幹事より資料-14 に基づき、標記内規について、制定から年数が経つことから、現状に則

した形に改定する旨、説明があり、承認された。 

15. 2017年度建築九州賞「研究新人賞」の選考について 

⇒城戸総務幹事より資料-15 に基づき、都市計画、建築歴史・意匠、災害の各員会分の審査結果につ

いて説明された。 



16. 共催・後援・協賛の承諾（依頼）に関する規程ならびに運用要領について 

⇒城戸総務幹事より、資料-16 に基づいて、標記の規定の制定の背景と従来の内規との変更点につい

て説明された。今後は、学会支部、各支所、各委員会から他機関へ共催等を依頼する場合は支部長

あてに申請をし、支部役員会の承認が必要になったとの説明があった。 

17. 金池小学校施設整備 PFI導入可能性調査業務に係る受託者選定委員推薦について 

⇒城戸総務幹事から資料-17 に基づき、大分市教育委員会から依頼のあった標記の委員推薦について、

日本文理大学 西村謙司教授を推薦した旨、報告があった。 

 

Ⅳ．報告事項 

1. 本部関係報告 

(1) 4月，5月理事会報告 

⇒菊地支部長より資料-18 を基に支部に関連する部分の報告があった。 

・共催等の規定の変更について、文化賞等の推薦規定の変更について 

(2) 2018年 3月臨時総会資料について 

⇒資料が回覧された 

(3) 2018年副会長・監事候補者選挙の結果について 

⇒菊地支部長より資料-19 に基づいて以下のような報告があった。 

新副会長：竹内徹（東工大 教授）筬島亮（山下設計 常務兼九州支社長） 

新監事：重枝豊（日大 教授） 

(4) 第 19期代議員選挙の結果について 

⇒城戸総務幹事より資料-20 に基づき下記の通り選挙結果の報告があった。 

新任代議員：松尾真太郎（九大 准教授）城戸將江（北九大 准教授）田中圭（大分大 准教授） 

      中村章（都市再生機構九州支社課長） 

(5) 4月学術推進委員会について 

⇒花井学術幹事より資料-21 に基づき報告があった。 

・今年度大会の発表申込件数等、発表開始時刻が会場の都合により 30 分前倒しであるので注意。 

・大会梗概のメインタイトルとサブタイトルについて、研究分野ごとに書式がまちまちなので今後

検討する。 

(6) 理事会代行者の変更連絡 

⇒城戸総務幹事より、「城戸幹事から佐藤幹事に交代」との報告があった。 

 

2. 支部関係報告 

(1) 3月,4月の支部事業報告について 

⇒城戸総務幹事より資料-23 について報告があった。 

(2) 3月,4月の支部会計報告について 

⇒中村会計幹事より資料-24 について報告があった。 

(3) 2017年度の支部会計報告について 

⇒中村会計幹事より通常総会の議案と同様につき、省略すると報告があった。  

(4) 2018年支部役員（常議員）選挙結果について 

⇒城戸総務幹事より資料-25 に基づき、6 名の新任常議員の報告があった。 

(5) 支部研究報告集の著作権について 

⇒松尾学術幹事より資料-26 のように、本部から支部関係の出版物についての著作権委託に関する質

疑が来たので回答した旨報告があった。 

(6) 2017年度支部研究発表会収支報告について 

⇒松尾学術幹事より資料-27 に基づいて 2017 年度支部研究発表会の収支及び報告集の販売状況につ

いて報告があった。 



・鹿児島支所 柴田常議員より「支部研究発表会関係の個別の事業の赤字分について、地元の担当

者が立て替えている分があるので、対応できないか」との意見があり、次回以降の幹事会および役

員会にて検討することとなった。 

(7) 卒業設計展（長崎）の日程変更について 

⇒城戸総務幹事から標記の開催日を下記の通りに変更する旨、報告があった。      

2018 年 7 月 5 日(木)～8 日(日)（最終日は 16：00 まで）→ 2018 年 7 月 5 日(木)～7 日(土) 

(8) 受託調査の報告について 

⇒城戸総務幹事より資料-28 により、北九州市から受託した下記の受託研究の収支報告があった。 

残額は北九州市に返還するとのことであった・ 

・調査研究名：旧安川家住宅文化財調査 

(9) 事務連絡会議について（伊地知事務員） 

⇒特になしとのことであった。 

(10) 後援依頼 

⇒城戸総務幹事より下記の後援依頼があり承諾したことが報告された。 

・建築積算学校 九州校第 43 期（平成 30 年度） 

(11) その他 

1) 寄贈図書 

⇒城戸総務幹事より説明があり、以下の資料が回覧された。 

・くまもとアートポリス建築展 2017 「一緒に考え，一緒に作る」総合記録 

・平成 29年度くまもとアートポリスの取組についてパンフレット 

・日本建築学会関東支部 70周年記念誌 

・Hamlet Survey Report Phu Hoi Village （奈良文化財研究所） 

2) 各種案内 

⇒城戸総務幹事から説明があり、以下の資料が回覧された。 

・森美術館「建築の日本展：その遺伝子のもたらすもの」 

・熊本県「くまもとアートポリス 30周年記念シンポジウム」 

・福岡県「第 30回福岡県美しいまちづくり建築賞｣ お礼および作品集の送付 

・北九州市「第 8回北九州市都市景観賞」募集 

・福岡県「建設リサイクル法パトロール強化週間」 

 

Ⅴ．次回会議日程 

1. 6 月幹事会 

日時：2018 年 6 月 20 日（水） 13：30 ～ 

※場所：九州支部事務局会議室 

2. 7 月支部役員会 

日時：2018 年 7 月 18 日（水） 15：00  ～ 

※場所：九大箱崎キャンパス 

 


