（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：2019 年 5 月 25 日（土）11:00～12:10
場所：福岡建設会館 7 階 703 会議室
出席者：
退任役員：菊地支部長，佐藤総務幹事，柴田会計幹事，川井常議員，源城常議員，柴田常議員
留任役員：小山田総務幹事，黒瀬学術幹事，市川会計幹事，崎原常議員，西村常議員，渕上常議員
新任役員：尾崎支部長，冨田学術幹事，西村会計幹事，小山常議員
支所長・部会長：山成熊本支所長，李長崎支所長，鈴木大分新支所長，井上大分旧支所長，原田宮崎支所
長，山田沖縄支所長，岡田福岡支所長，志賀作品賞運営部会長
Ⅰ．本日のスケジュールについて（佐藤総務幹事）
別添資料
新旧支部役員会，合同役員会，通常総会，支部事業報告会，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）
（黒瀬学術幹事作成） メールにて送付済み
2. 4 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。
Ⅲ．審議事項
1. 2019 年度九州支部通常総会の議案および資料について
資料- 1
・2018 年度事業報告（佐藤総務幹事）
・2018 年度収入支出決算報告（柴田会計幹事）
・2019 年度事業計画策定方針（佐藤総務幹事）
・2019 年度事業計画（案）
（小山田総務幹事）
・2019 年度収入支出予算（案）
（市川会計幹事）
・委任状の回収状況について（佐藤総務幹事）
5/23 現在 13 通
総会成立条件：支部正会員数の 1/50≒39.3(昨年 39.6) （支部正会員数：1,965 名(昨年 1,981 名)）
⇒資料および上記について各担当から説明があり、承認された。
2. 支所の会計報告について（柴田会計幹事）
資料- 2
⇒資料について説明され、承認された。
3. 次期九州支部の役員構成について（佐藤総務幹事）
資料- 3
・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）
⇒資料について説明され、承認された。
4. 支所長の交代について（小山田総務幹事）
資料- 4
・大分支所長 井上正文（日本文理大学 教授）→ 鈴木義弘（大分大学 教授）2019 年 5 月 1 日～
・鹿児島支所長 本間俊雄（鹿児島大学 教授）→ 二宮秀與（鹿児島大学 教授）2019 年 6 月 1 日～
⇒資料および上記について説明され、承認された。
5. 2019 年度九州支部研究委員会について（小山田総務幹事）
資料- 5
・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）
材料・施工委員会委員長・山田義智（琉球大学 教授）→ 高巣幸二（北九州市立大学 教授）
環境工学委員会委員長・尾崎明仁（九州大学 教授）→ 福田展淳（北九州市立大学 教授）
都市計画委員会委員長・日高圭一郎（九州産業大学 教授）→ 有馬隆文（佐賀大学 教授）
⇒資料および上記について説明され、承認された。
6. 九州支部運営資料の更新について（小山田総務幹事）
資料- 6

・事業日程と役割分担表
⇒資料について説明され、承認された。
7. 2019 年度第 59 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）
資料- 7
・開催日：2020 年 3 月 1 日（日）
・担当校・会場校：熊本大学 （会場・日程：確認済）
⇒資料について説明され、承認された。
8. 建築九州賞（作品賞）について（花井学術幹事，志賀作品賞運営部会長）
資料- 8
・2019 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
⇒資料について説明され、承認された。
9. 2019 年度建築文化事業・建築文化週間計画書提出版について（小山田総務幹事）
資料- 9
企画書 5 月 23 日本部締切り
「大分県下旧小城下町の歴史的景観を活かしたまちづくりの課題と可能性」
・2019 年 10 月 26 日（土）
・主 催：日本建築学会九州支部大分支所
・後 援：未定
⇒資料について説明され、承認された。
10. 暑中コンクリート施工指針」改定講習会の開催日程について（小山田総務幹事）
資料-10
・2019 年 7 月 24 日（水）福岡建設会館
・司会，アルバイト２名（11：00-17：00）の選出
⇒資料について説明され、承認された。
11. 災害委員会からの「2019 年度支部企画」の募集について（佐藤総務幹事）
資料-11
・支部災害委員会から 1 件申請済み（災害フォーラムの実施）
⇒資料について説明され、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（佐藤総務幹事） 資料-12
⇒資料について説明され、承認された。
13. 2019 年度「日本建築学会大会（北陸）
」男女共同参画 PD での支部報告について
資料-13
（佐藤総務幹事）
⇒資料について説明され、承認された。支部報告を福岡大学の森田先生に担当いただく。
14. 会費長期滞納者について（佐藤総務幹事）
資料-14
⇒資料について説明され、承認された。
15. 2018 年度建築九州賞「研究新人賞」の選考について（佐藤総務幹事）
資料-15
⇒資料について説明され、承認された。
16. 支部事務所の賃貸借契約更新ついて（佐藤総務幹事）
資料-16
⇒資料について説明され、承認された。
17. 福岡市「福岡市空家等審議会」への委員推薦について（佐藤総務幹事）
資料-17
⇒資料について説明され、福岡大学の池添先生を推薦することで承認された。
18. 後援依頼（佐藤総務幹事）
資料-18
・建築積算学校 九州校第 44 期（2019 年度）
・第 32 回福岡県美しいまちづくり建築賞
⇒資料について説明され、承認された。
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）
回覧- 1，資料-19
⇒資料の通り報告された。建築士の資格制度改定の議論等。
(2) 2019 年 3 月臨時総会資料について（菊地支部長）
回覧- 2
⇒菊地支部長より報告された。臨時総会での支部報告内容を本日の合同役員会議で報告する。

(3) 2019 年副会長・監事候補者選挙の結果について（菊地支部長）
資料-20
⇒資料の通り報告された。
(4) 第 20 期代議員選挙の結果について（佐藤総務幹事）
資料-21
⇒資料の通り報告された。
(5) 4 月学術推進委員会について（黒瀬学術幹事）
資料-22
⇒資料の通り報告された。計画系委員会の相互連携、論文集の完全オンラインジャーナルへの移行
等。
(6) 支部長代理人の変更連絡（佐藤総務幹事）
（佐藤幹事から小山田幹事に交代）
資料-23
⇒資料の通り報告された。
2. 支部関係報告
(1) 3 月,4 月の支部事業報告について（佐藤総務幹事）
資料-24
⇒資料の通り報告された。
(2) 3 月,4 月の支部会計報告について（柴田会計幹事）
資料-25
(3) 支部費等交付金について（柴田会計幹事）
資料-26
2018 年度支部費精算，支部経営助成費，準会員還付金について
(4) 2018 年度の支部会計報告について（柴田会計幹事）
(5) 2019 年度支部費等の交付金送金について（柴田会計幹事）
資料-27
⇒上記４項について資料の通り報告された。
(6) 2019 年支部役員（支部長・常議員）選挙結果について（佐藤総務幹事）
資料-28
⇒資料の通り報告された。
(7) 2018 年度支部研究発表会収支報告について（花井学術幹事）
資料-29
⇒資料の通り報告された。
(8) 事務連絡会議について（伊地知事務員）
資料-30
⇒資料の通り報告された。会計の一元化に関連して、本部の財務担当者が各支所の会計担当をサポ
ートする体制ができる等。
(9) その他
1) 寄贈図書（佐藤総務幹事）
回覧- 3, 資料-31
・日本建築学会四国支部研究報告集第 19 号
・平成 30 年度くまもとアートポリスニュース 44 号
2) 各種案内（佐藤総務幹事）
・福岡県「第 31 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
・森林認証取得ガイド（福岡県地域木造住宅生産体制強化地域協議会）
・住宅・小規模建築におけるＣＭ手法の展開 講演会
(日本コンストラクション・マネジメント協会九州支部
・建築とまちづくりセミナー2019 in 福岡（新建築家技術者集団）
3) 後援お礼
・日本マンション学会 2019 福岡大会（日本マンション学会九州支部）
4) ヤマト運輸運送料値上がりについて（事務局伊地知）
⇒上記 4 項目について資料の通り報告された。
Ⅴ．次回会議日程
1. 6 月幹事会
日時：2019 年 6 月 28 日（金）14：00～
※場所：九州支部事務局会議室
2. 7 月支部役員会
日時：2019 年 7 月 19 日（金）14：00～
※場所：九州大学西新プラザ（予約できなければ九州大学伊都キャンパス）

