（一社）日本建築学会九州支部 7 月支部役員会議事録
日時：2018 年 7 月 13 日（金）15:00～
場所：九州大学工学部建築学科旧館（4 階 401 会議室）
出席者：菊地支部長, 佐藤総務幹事, 花井学術幹事、柴田常議員、小山田総務幹事、黒瀬学術幹事、市川
会計幹事、渕上常議員、伊地知事務員（敬称略）
議事録担当：渕上常議員
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）
2. 合同役員会議事録（案）
（田中常議員）
3. 6 月幹事会議事録（案）
（小山田総務幹事）
⇒質疑は特になく、承認された。

メールにて送付済み
メールにて送付済み
メールにて送付済み

Ⅱ．審議事項
1. 2019 年度支部通常総会の日程について（佐藤総務幹事）
⇒佐藤総務幹事より 2019 年度支部通常総会の日程について説明された。2019 年 5 月 25 日（土）を
第一候補とすることを確認、承認された。
2. 2018 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（佐藤総務幹事）
資料- 1
⇒佐藤総務幹事より資料-１に基づき説明され、承認された。
3. 常議員の担当について（佐藤総務幹事）
資料- 2
⇒佐藤総務幹事より資料-2 に基づき常議員の役割分担・作業内容について説明され、承認された。
4. 2018 年度九州支部研究発表会募集要項（案）および日程（案）
（花井学術幹事）
資料- 3
⇒花井学術幹事より資料-3 に基づき支部研究発表募集要項および日程（案）について説明があり
承認された。非会員の共同発表者（連名者）の可否については、引き続き幹事会で慎重に議論を
重ねて検討することを確認した。
・登録費、CD/研究報告集の頒布価格
参考資料-1
5. 2018 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（佐藤総務幹事） 資料- 4
⇒佐藤総務幹事より資料-4 に基づき大韓建築学会との学術交流について現状報告された。これ以
降の企画立案・その他調整等については支部研開催担当の大分支所にてすすめていくことを確認
し、承認された。
6. 日本建築学会建築九州賞（作品賞）の運営について （佐藤総務幹事、花井学術幹事） 資料- 5
⇒佐藤総務幹事より資料-5 に基づき建築九州賞の業務担当配分の説明があり、承認された。
7. 2018 年度「サムライ女子に聞く」の開催について（佐藤総務幹事）
資料- 6
⇒佐藤総務幹事より資料-6 に基づき2018年度は長崎支所にて実施する方向で検討中であることが
報告され、承認された。
8. 支部共通事業「鉄筋コンクリート構造計算規準」改定講習会
資料- 7
・2018 年 12 月 12 日（水）アクロス福岡 の開催日程について（佐藤総務幹事）
・支部役員挨拶・司会，アルバイト２名（8：45-17：15）の選出
⇒佐藤総務幹事より資料-7 に基づき開催概要について説明があり、2018 年 12 月 12 日（水）アク
ロス福岡での実施について確認した。なお支部役員による挨拶・司会，アルバイト２名を選出す
る必要があり、これらの人材配置については今後幹事のほうで一任されることで承認された。
9. 法人会員（九州支部助成）の退会について（佐藤総務幹事）
資料- 8
佐藤総務幹事より資料-8 に基づき説明がなされ、これを確認した。
10. 支部ＨＰ更新作業の学生アルバイトについて（花井学術幹事）
資料- 9

11.

12.

13.

14.

花井 HP 担当常議員より資料-8 に基づき、支部ＨＰの更新状況について報告された。更新のため
にまとまった作業量が必要であり、そのためのアルバイト雇用について提案され、承認された。
なお予算をどの程度にするかは、全体的な作業量を勘案したうえで決定することとし、これを幹
事のほうで検討することを確認した。
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-2
伊地知事務員より参考資料-2 に基づき説明があった。支部事務業務のアルバイトは基本的に事務
作業の集中する時期に雇用することとし、次回以降に具体的な内容を提案してもらうことを確認、
承認された。
宮崎支所事業の共催について
資料-10
佐藤総務幹事より資料-10 に基づき説明がなされた。基本的に宮崎支所で企画されているものであ
るため、支所主催（主催：宮崎支所、共催：都城高専）の対応をとるのが良いとの見解で一致し、
その旨を宮崎支所に回答することを確認した。
後援依頼について（3 件）
（佐藤総務幹事）
資料-11
⇒佐藤総務幹事より下記３件の後援依頼について説明があり、承認された
・第 31 回福岡県美しいまちづくり建築賞（福岡県）
・第 28 回福岡市都市景観賞（福岡市）
・第 6 回都城高専おもしろ科学フェスティバル（都城工業高等専門学校）
その他
⇒特になし

Ⅲ．報告事項
1. 本部関係報告
(1) 5 月・6 月理事会報告（菊地支部長）
資料-12
⇒菊地支部長より資料-12 に基づき説明され、以下の特筆事項について報告された。
・都城市民会館再生活用計画について
(2) 7 月学術推進会議（黒瀬学術幹事）
資料-13
⇒黒瀬学術幹事より資料-13 に基づき説明され、以下の特筆事項について報告された。
・調査研究委員会の再編と大会梗概の主題・副題の附し方について
このことについて支部に意見収集の依頼があったことが報告されたが、支部としては学術推進
委員会のなかで各調査研究委員会の意見に基づき慎重に議論すべきとの意見があがった。
(3) 2017 年度事業報告・決算報告（佐藤総務幹事）
回覧- 1
⇒佐藤総務幹事より回覧資料-1 に基づき報告がなされた。
(4) 2018 年度 5 月通常総会資料（佐藤総務幹事）
回覧- 2
⇒佐藤総務幹事より回覧資料-2 に基づき報告がなされた。
(5) 2018 年度本会主要行事日程（佐藤総務幹事）
資料- 14
⇒佐藤総務幹事より資料-14 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（佐藤総務幹事）
⇒佐藤総務幹事より資料-15 に基づき報告がなされた。
(2) 5 月・6 月の会計報告（菊地支部長）
⇒柴田会計幹事の代理として菊地支部長より、資料-16 に基づき報告された。
(3) 2018 年度支部費等の交付金送金について（菊地支部長）
⇒柴田会計幹事の代理として菊地支部長より、資料-17 に基づき報告された。
(4) 2018 年度支部経営助成費の交付について（菊池支部長）

資料-15
資料-16
資料-17
資料-18

・未納の法人会員・賛助会員への納入依頼について
⇒柴田会計幹事の代理として菊地支部長より、資料-18 に基づき報告された。
(5) 「作品選集 2019」応募について（佐藤総務幹事）
資料-19
⇒佐藤総務幹事より、資料-19 に基づき応募状況および今後の予定（下記）について報告された。
・応募件数 25 件（昨年 36 件）
・第 1 回支部選考部会：6 月 11 日（月）14:00～16:30，14 件を選定（現地調査へ）
・第 2 回支部選考部会：8 月 20 日（月）14:00～開催予定（12 件を選定予定）
(6) 2018 年度支部通常総会の付随行事について（佐藤総務幹事）
資料-20
⇒佐藤総務幹事より、資料-20 に基づき報告された。付随行事の参加者数は下記の通り。
・記念報告会等 参加者 52 名（昨年 55 名）
・懇親会
参加者 40 名（招待者 13 名，事務局 2 名）
(7) 大会会場での支部研究資料の頒布について（佐藤総務幹事）
資料-21，参考資料-3
⇒佐藤総務幹事より、資料-21、参考資料-3 に基づき、支部資料は頒布しない旨、報告された。
(8) 事業費の送金について（菊地支部長）
資料-22
⇒柴田会計幹事の代理として菊池支部長より、資料-22 に基づき報告された。
(9) 2018 年度九州支部研究発表会実行委員会について（佐藤総務幹事）
資料-23
⇒佐藤総務幹事より、資料-23 に基づき報告された。
(10) 全国大会研究集会のテーマ立案依頼について（佐藤総務幹事）
資料-24
⇒佐藤総務幹事より、資料-24 に基づき、全国大会研究集会のテーマ立案依頼の照会について報
告された。
・例年の照会先：研究委員会、本部締切：9 月 25 日
(11) 2018 年度日本建築学会建築九州賞（作品賞）について（花井学術幹事）
資料-25
花井学術幹事より資料-25 に基づき、進行状況について報告された。なお今回は第２次選考会場
が鹿児島大学・稲盛会館であり会場費が発生することから、この支出の対応について鹿児島支
所より依頼があった。運営委員会と確認をとりながら次回の支部役員会（間に合わない場合は
メール会議）にて回答することを確認した。
2018 年度日本建築学会建築九州賞（業績賞）の推薦について（佐藤総務幹事）
資料-26
⇒佐藤総務幹事より、資料-26 に基づき報告された。
・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）
(12) 2018 年度日本建築学会建築九州賞（功労賞）の推薦について（佐藤総務幹事）
資料-27
⇒佐藤総務幹事より、資料-27 に基づき報告された。
・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）
(13) 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（佐藤総務幹事）
⇒佐藤総務幹事より、資料-28、29、30 に基づき報告された。本部より推薦依頼が支部に来てい
おり、研究委員会と支所で選考を進めることを確認した。
大 賞：本部締切 1 月 21 日、研究委員会、支所に依頼
資料-28
文化賞：本部締切 12 月 10 日、研究委員会に依頼
資料-29
教育賞：本部締切 10 月 5 日、研究委員会、支所に依頼
資料-30
(14) 作品選集支部選考部会委員の推薦について（佐藤総務幹事）
資料-31
⇒佐藤総務幹事より、資料-31 に基づき報告された。支部から支所に推薦依頼を出すことについ
て確認した。
(15) 2018 年度支部共通事業「設計競技」支部入選の表彰式について（佐藤総務幹事）
⇒佐藤総務幹事より、2018 年度支部共通事業「設計競技」支部入選の表彰式について以下の内
容で支所に依頼することを確認した。
・日程は 2019 年 3 月 2 日（支部研究発表会の前日）担当：大分支所

・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
(16) 福岡県ブロック塀等安全対策推進協議会（佐藤総務幹事）
資料-32
⇒佐藤総務幹事より資料-32 に基づき説明され、本年度は大分大・黒木先生に担当していただく
ことが報告された。
(17) 2018 年度運営資料の改訂について（佐藤総務幹事）
後日配付
⇒佐藤総務幹事より支部内規・運営資料改訂版を支部役員に役員会後に配信する旨を報告され、
確認するよう依頼された。
(18) 議案書・議事録（案）の取り扱いについて（佐藤総務幹事）
資料-33
(19) 2017 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-37
⇒佐藤総務幹事が代理として資料-37 に基づき報告された。
(20) 2017 年度の支所会計について（菊地支部長）
資料-34
⇒柴田会計幹事の代理として菊池支部長より、資料-34 に基づき報告された。
(21) コピー機の再リースについて（佐藤総務幹事）
資料-35
⇒佐藤総務幹事より資料-35 に基づき報告された。現在使用しているコピー機に不具合等が見ら
れないため、再リースで対応することを確認した。
(22) その他（佐藤総務幹事）
⇒佐藤総務幹事より回覧-3、資料-36 に基づき、寄贈図書（下記１）
）の紹介および各種案内（下
記 2）)の掲載依頼の報告がなされた。
1) 寄贈図書
回覧- 3
・日本建築学会四国支部研究報告集第 18 号
・日本建築学会東北支部研究報告集第 81 号 CD-ROM
・日本建築学会北海道支部研究報告集第 91 号 CD-ROM
・創立 40 周年記念誌（福岡県建築士事務所協会）
2) その他の各種案内
資料-36
・藤村龍至展・講演会（TOTO ギャラリー・間）
・トラフ展 インサイド・アウトサイド（TOTO ギャラリー・間）
・南阿蘇鉄道高森駅周辺再開発（熊本県, アートポリス）
・銀茶会の茶席（日本建築学会）
・2018 年度第 1 回地区防災学会シンポジウムのご案内（地区防災計画学会）
・CRAFTSMAN’S DAY（OKAWA CRAFTSMAN’S DAY 実行委員会）
・真庭市立北房小学校・北房こども園施設見学会（岡山県真庭市）
・平成 30 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３１回福岡県美しいまちづくり建築賞の募集について
Ⅳ．次回会議日程
10 月幹事会
日時：2018 年 10 月 9 日（火）10 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：2018 年 11 月 12 日（月）14 時 00 分～17 時 00 分
場所：九州産業大学会議室（予定）
Ⅴ．懇談事項
⇒特になし

