（一社）日本建築学会九州支部 1 月支部役員会議事録
日時：2019 年 1 月 29 日（火）14:30～
場所：九州産業大学 8 号館 8 階・造形演習室
出席者：菊地支部長，佐藤総務幹事，黒瀬学術幹事，小山田総務幹事，花井学術幹事，市川会計幹事，
柴田常議員，西村常議員，渕上常議員，崎原常議員
議事録担当：崎原常議員
Ⅰ．前回議事録確認
1. 11 月支部役員会議事録（案）
（市川会計幹事作成）メールにて送付済み
2. 12 月幹事会議事録（案）
（小山田総務幹事作成）メールにて送付済み
⇒議事録（案）を確認し，確定した。
Ⅱ．審議事項
1. 2019 年度九州支部通常総会について（佐藤総務幹事）
資料- 1
開催日：2019 年 5 月 25 日（土）
，場所：福岡建設会館 7 階（会場予約ずみ）
付随行事・当日スケジュールおよび役割分担、懇親会の会費について
⇒資料について説明があり，承認された。
2. 2018 年度日本建築学会九州支部研究発表会について
・研究発表会，ポスターについて（西村常議員）
資料- 2
⇒資料について説明があり，承認された。
・発表登録数，教室割り，CPD（花井学術幹事）
資料- 3
⇒資料について説明があり，承認された。CPD 申請が無事受理されたとの報告がなされた。
・研究者集会について（佐藤総務幹事）
参考資料- 1
日時：3 月 3 日（日）12:50～13:20
会場：日本文理大学 22 号館 2211 室
・設計競技表彰式を研究者集会において行う．
⇒資料について説明があり，承認された。
3. 建築九州賞「作品賞」について（花井学術幹事）
資料- 4
⇒資料について説明があり，承認された。
4. 2018 年度支部経営助成費（2 回目）について（市川会計幹事）
資料- 5
⇒資料について説明があり，承認された。
5. 「九州建築学術振興会」から九州支部への寄付金について（佐藤総務幹事）
資料- 6
⇒資料について説明があり，承認された。
6. 2019 年度事業計画案・予算案の策定方針について（佐藤総務幹事）
資料- 7
⇒資料について説明があり，承認された。
7. 2019 年度事業計画案について（小山田総務幹事）
資料- 8
⇒資料について説明があり，承認された。
8. 2019 年度予算案・研究委員会経費配分案について（市川会計幹事）
資料- 9,10
⇒資料について説明があり，承認された。
9. 本部災害委員会委員の推薦依頼について（佐藤総務幹事）
資料-11
⇒資料について説明があり，九州大学の神野達夫先生を推薦することが承認された。
10. 2019 年度日本建築学会支部研究補助費の申請について（佐藤総務幹事）
資料-12
・担当委員会：災害委員会
（2016 年熊本地震の被災地の復興ならびに学術的被害調査における課題の抽出に関する研究）
⇒資料について説明があり，承認された。

11. 2019 年度第 59 回九州支部研究発表会開催地について（佐藤総務幹事）
資料-13
・熊本支所が担当支所
日時：2020 年 3 月 1 日（日）
（案）
会場：熊本大学 黒髪南キャンパス
⇒資料について説明があり，承認された。
12. 2019 年度「全国大学・高専卒業設計展示会」の開催について（崎原常議員）
資料-14
⇒資料について説明があった。福岡支所の展示会開催住所が違うため修正する。
13. 2019 年度常議員の担当について（小山田総務幹事）
参考資料- 2
⇒資料について説明があり，承認された。
14. 日韓学術交流事業の実質化について（佐藤総務幹事）
資料-15
⇒資料について説明があった。各学会の費用負担について審議した結果, 本年度は既に出張人数等
が確定していることから, 交通費を韓国側, 宿泊費を日本側で負担することとし, 今後は申合せの
相互確認含め, 交流が継続的に進められるよう調整することが確認された.
15. 支部研究発表会の発表資格の統制に関する意見（菊地支部長）回答締切 2/15
資料-16
⇒各支部間で一定の共通方針があると良い。菊地支部長より，九州支部では他の支部の対応を鑑み
て，現状では発表者は会員，共同研究者は会員外に変更するのが良いのではとの提案がなされ，承
認された。詳細については引き続き継続審議する。
16. 長崎支所長の交代について（佐藤総務幹事）
資料-17
・薄達哉（長崎総合科学大学 教授）→ 李桓（長崎総合科学大学 准教授）2019 年 4 月 1 日～
⇒資料について説明があり，承認された。
17. 女性会員の会・第 5 回サムライ女子に聞く「世界もあなたを待っている
資料-18
ジンバブエでの青年海外協力隊活動」
（佐藤総務幹事）
⇒資料について説明があり，承認された。
18. 後援依頼について（佐藤総務幹事）
資料-19
・日本都市計画学会九州支部シンポジウム｢世界遺産の登録を目指した取り組みとまちづくり｣
・福岡大学建築展 2019 -卒業計画・設計課題優秀作品展・シンポジウム｢熊本地震による赤れんが建造物の被害と復旧｣（熊本大学五校記念館）
・日本マンション学会 2019 福岡大会
⇒資料について説明があり，承認された。
19. その他
⇒特になし。
Ⅲ．報告事項
1. 本部関係報告
(1) 11 月・1 月理事会報告（菊地支部長）
資料-20, 回覧- 1
⇒資料とおり報告があった。
(2) 第 2 回支部長会議報告（菊地支部長）
資料-21
⇒資料とおり報告があった。
(3) 12 月学術推進委員会（黒瀬学術幹事）
資料-22
⇒2019 年度日本建築学会大会（北陸）は，金沢工業大学の教室使用制限より 2019 年 9 月 3 日（火）
から 6 日（金）の 4 日間になる予定。大会梗概集と論文集の主題・副題について，建築計画部門では
共通タイトルは副題であり，構造部門・環境工学部門では主に共通タイトルを主題としている。主題・
副題の書き方の統一については，今後も継続審議する。
2. 支部関係報告
(1) 11 月・12 月の支部事業報告について（佐藤総務幹事）
資料-23
⇒資料のとおり報告があった。

(2) 10 月・11 月・12 月の支部会計報告について（柴田会計幹事）
資料-24
⇒資料のとおり報告があった。
(3) 第 20 期代議員および 2019 年支部役員（支部長・常議員）候補者について(佐藤総務幹事)
資料-25
⇒資料のとおり報告があった。
(4) 「建築文化週間 2018」の本部への報告について（佐藤総務幹事）
資料-26
⇒資料のとおり報告があった。
(5) 「建築文化週間 2019」の企画について（佐藤総務幹事）
資料-27
⇒資料のとおり報告があった。
(6) その他（佐藤総務幹事）
1) 寄贈図書
回覧- 2
・設備設計第 30 号（福岡県設備設計事務所協会）
・市民公開講座｢地震被害低減に向けた役割と責任を考える｣
～ブロック塀倒壊による悲劇を繰り返さないために～（日本建築学会近畿支部）
・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 2018
・日本建築学会 2018 年度設計競技優秀作品集「住宅に住む、そしてそこで稼ぐ」
・竹中技術研究報告 No.74
・鹿島技術研究所年報 VOL.66/2018-12
・せきさん九州（会報 2019 年 1 月号）
（日本建築積算協会九州支部）
2) 各種案内
資料-28
・
「作品選集 2019」への広告掲載について
・RCR アーキテクツ展 夢のジオグラフィ（TOTO ギャラリー間）
・第 28 回福岡市都市景観賞 表彰式・展覧会（福岡市）
・福岡市都市景観賞の御礼（福岡市）
・福岡県ブロック塀安全対策推進協議会議事録
・ブロック塀改善促進パンフレット等（福岡県）
・第 1 期講習会等の助成（福岡建設技術情報センター）
・シンポジウム等の案内（地区防災計画学会）
・建築保全業務共通仕様書・同積算基準講習会（建築保全センター）
・明治 150 年 国東の偉人展（国東市教育委貝会､国東の偉人顕彰実行委員会）
・年賀状
回覧- 3
Ⅳ．懇談事項
⇒特になし。
Ⅴ．次回会議日程
1. 2 月幹事会
日時：2019 年 2 月 21 日（木）10:00～
場所：九州支部事務局会議室
2. 3 月支部役員会
日時：2019 年 3 月 14 日（木）10:00～
場所：九州支部事務局会議室（幹事以外は Skype での参加）
3. 4 月幹事会
日時：未定
（昨年度：2018 年 4 月 16 日（月）14:00～）
2018 年度の会計及び会務監査会：13:00～14:00（監事の日程要確認）
場所：九州支部事務局会議室

4. 2019 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：2019 年 5 月 25 日（土）11:00～
場所：福岡建設会館

