(一社)日本建築学会九州支部 7 月支部役員会議事録
日時：2019 年 7 月 19 日（金）14:00～16:30
場所：九州大学西新プラザ 中会議室（福岡市早良区西新 2-16-23）
出席者：尾崎支部長，小山田総務幹事，井上総務幹事，黒瀬学術幹事，冨田学術幹事，市川会計幹事，
小山常議員，崎原常議員，渕上常議員，吉武常議員，志賀建築計画委員長，伊地知事務員（順不同）
議事録担当：小山常議員
Ⅰ．前回議事録確認
1. 新旧支部役員会議事録（案）
（川井常議員）
（西村常議員）
2. 合同役員会議事録（案）
3. 6 月幹事会議事録（案）
（井上総務幹事）
⇒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. 2020 年度支部通常総会の日程について（小山田総務幹事）
資料- 1
⇒資料に基づいて説明があり、承認された。
2. 2019 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（小山田総務幹事）
資料- 2
⇒資料に基づいて説明があり、承認された。
3. 常議員の担当について（小山田総務幹事）
資料- 3
・支部事務局カードキーの保持者について
・担当作業のマニュアル化について
⇒資料に基づいて説明があり、承認された。
（黒瀬学術幹事）
4. 2019 年度九州支部研究発表会募集要項（案）および日程（案）
資料- 4
・登録費、CD/研究報告集の頒布価格
参考資料-1
⇒資料に基づいて説明があり、承認された。新設予定の九州デザイン発表会のプログラムによっ
ては、会場の熊本大学で教室確保を検討することが確認された。
5. 2019 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（小山田総務幹事） 資料- 5
⇒資料に基づいて説明があり、承認された。熊本支所と総務幹事、学術幹事と連携して進めてい
くことが確認された。
6. 日本建築学会建築九州賞（作品賞）の運営について（小山田総務幹事、黒瀬学術幹事）
参考資料-2
⇒資料に基づいて説明があり、役割分担について役員会で毎年確認することとし、承認された。
資料- 6
7. 長崎支所支部基金申請について（小山田総務幹事）
⇒資料に基づいて説明があり、承認された。
資料- 7
8. 福岡県ブロック対策協議会からの依頼について（小山田総務幹事）
⇒資料に基づいて説明があり、承認された。
9. 2019 年度「サムライ女子に聞く」の開催について（小山田総務幹事）
⇒活動について説明があり、承認された。
10. 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-3
⇒事務局の現在の業務内容等について意見交換がおこなわれ、承認された。
資料- 8
11. 九州建築デザイン発表会について（黒瀬学術幹事・志賀建築計画委員長）
⇒資料に基づいて説明があり、運営に係る事項について意見交換がおこなわれた。10 月の幹事会
までに建築計画委員会で下記の内容等について検討し、試行的実施か本格実施かも含め報告する
ことが確認された。

・プログラムの編成や請求書の発行作業は、研究発表に係る現状の作業と併せておこなう
ただし、事務局の負担増にならないように作業の外注などの負担軽減策を検討する（黒瀬学術
幹事が現在の業者に相談・交渉する）
・投稿の方法は基本的に現在の規定に則り、研究発表の一セッションと位置づける
ただし、修士設計の提出時期を考慮し、梗概のあり方（頁数、提出時期）は検討する
・会場でのポスター展示の方法は今後検討する
・表彰制度については次年度以降に検討する
12. 後援依頼について（3 件）
（小山田総務幹事）
資料- 9
・住宅設計コンペティション 「鹿児島を楽しむための家」
（一社 鹿児島県住宅産業協会）
・TOTO ギャラリー・間 北九州巡回展・講演会（TOTO ギャラリー）
・第 7 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）
⇒資料に基づいて説明があり、承認された。
13. 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（尾崎支部長）
資料-10，回覧- 1
⇒資料に基づいて報告された。
(2) 7 月学術推進会議（冨田学術幹事）
資料-11
⇒資料に基づいて報告された。実務経験の認定について意見交換がなされた。
(3) 2019 年度 5 月通常総会資料（小山田総務幹事）
回覧- 2
⇒資料に基づいて報告された。
(4) 2019 年度本会主要行事日程（小山田総務幹事）
資料-12
⇒資料に基づいて報告された。
2. 支部関係報告
(1) 5 月・6 月の業務報告（小山田総務幹事）
資料-13
⇒資料に基づいて報告された。
(2) 5 月・6 月の会計報告（市川会計幹事）
資料-14
⇒資料に基づいて報告された。
(3) 2019 年度支部経営助成費の交付について（市川会計幹事）
資料-15
・未納の法人会員・賛助会員への納入依頼について
⇒資料に基づいて報告された。
(4) 「作品選集 2020」応募について（小山田総務幹事）
資料-16
・応募件数 35 件（昨年 25 件）
・第 1 回支部選考部会：6 月 13 日（木）15:00～18:30，19 件を選定（現地調査へ）
・第 2 回支部選考部会：8 月 21 日（水）15:00～開催予定（15 件を選定予定）
⇒資料に基づいて報告された。
(5) 2018 年度支部通常総会の付随行事について（小山田総務幹事）
資料-17
・記念報告会等 参加者 49 名（昨年 52 名）
・懇親会
参加者 41 名（招待者 12 名，事務局 2 名）
⇒資料に基づいて報告された。
(6) 大会会場での支部研究資料の頒布について（小山田総務幹事）
⇒梗概収録の DVD 等を配置しないことに決定していることが報告された。

(7) 市民企画講座･支部企画の選考結果通知（小山田総務幹事）
資料-18
⇒資料に基づいて報告された。
(8) 事業費の送金について（市川会計幹事）
資料-19
⇒資料に基づいて報告された。
(9) 2019 年度九州支部研究発表会実行委員会について（小山田総務幹事）
資料-20
⇒資料に基づいて報告された。
(10) 全国大会研究集会のテーマ立案依頼について（小山田総務幹事）
資料-21
・例年の照会先：研究委員会、本部締切：9 月 24 日
⇒資料に基づいて報告された。
(11) 2019 年度日本建築学会建築九州賞（作品賞）について（黒瀬学術幹事・志賀建築計画委員長）
資料-22
⇒資料に基づいて報告された。
(12) 2019 年度日本建築学会建築九州賞（業績賞）の推薦について（小山田総務幹事）
資料-23
・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）
⇒資料に基づいて報告された。
(13) 2019 年度日本建築学会建築九州賞（功労賞）の推薦について（小山田総務幹事）
資料-24
・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）
⇒資料に基づいて報告された。
(14) 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（小山田総務幹事）
大 賞：本部締切 1 月 20 日、研究委員会、支所に依頼
資料-25
文化賞：本部締切 12 月 9 日、研究委員会に依頼
資料-26
教育賞：本部締切 10 月 4 日、研究委員会、支所に依頼
資料-27
⇒資料に基づいて報告された。
(15) 2019 年度支部共通事業「設計競技」支部入選の表彰式について（小山田総務幹事）
・日程は 2020 年 2 月 29 日（支部研究発表会の前日）担当：熊本支所
・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
⇒表彰式の開催について熊本支所と相談して進めることが確認された。
(16) 2019 年度運営資料の改訂について（小山田総務幹事）
後日配布
⇒更新後、報告されることが説明された。
(17) 議案書・議事録（案）の取り扱いについて（小山田総務幹事）
資料-28
⇒資料の内容が確認された。議事録担当について修正することになった。
(18) 2018 年度の支所会計について（市川会計幹事）
資料-29
⇒資料に基づいて報告された。
(19) コピー機の再リースについて（小山田総務幹事）
資料-30
⇒資料に基づいて報告された。
(20) その他（小山田総務幹事）
⇒下記の寄贈図書と各種案内が回覧された。
1) 寄贈図書
回覧- 3
・日本建築学会東北支部研究報告集第 82 号 CD-ROM
・日本建築学会北陸支部研究報告集第 62 号 CD-ROM
・日本建築学会北海道支部研究報告集第 92 号 CD-ROM
2) その他の各種案内
資料-31，回覧- 4
・2019 年日本建築学会賞（作品）受賞者記念講演会（日本建築学会）
・建築文化週間学生グランプリ 2019「銀茶会の茶席」
（日本建築学会）
・第 26 回空間デザイン・コンペティション（日本電気硝子）

・地区防災計画学会・日本大学稲葉研究室主催シンポジウム（地区防災計画学会）
・第 13 回福岡県景観大会（福岡県）
・建築リサイクル法パトロール強化週間の協力依頼について（福岡県）
・甲佐町住まいの復興拠点施設（子育て支援住宅）現場見学会（熊本県, アートポリス）
・令和元年度第 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 32 回福岡県美しいまちづくり建築賞（福岡県）
・アーキテクテン・デ・ヴィルダー・ヴィンク・タユー展・講演会（TOTO ギャラリー・間）
・建築物・工作物の解体等工事の際の石綿飛散防止対策の徹底につて（福岡県）
・せきさん九州（会報 2019 年 6 月号）
（日本建築積算協会九州支部）
(21) 日本建築学会賞（作品）受賞者記念講演会について（冨田学術幹事）
⇒7 月 5 日に開催され、一般 90 名、九産大関係者 132 名の参加があったことが報告された。
(22) 来年度の支部総会会場について
⇒福岡建設会館が改修工事に入るため、会場は西新プラザを予定。日程が決まり次第、井上総
務幹事が予約することが確認された。
Ⅳ．次回会議日程
10 月幹事会
日時：2019 年 10 月 7 日（月）10:00～13:00
場所：九州支部事務局会議室
11 月支部役員会
日時：2019 年 11 月 11 日（月）14:00～17:00
場所：九州大学西新プラザ（予定）
12 月幹事会
日時：2019 年 12 月 2 日（月）10:00～13:00
場所：九州支部事務局会議室
1 月支部役員会（役員会の前に文化事業企画委員会）
日時：2020 年 1 月 31 日（金）14:30～17:30
※ 文化事業企画委員会：13:30～14:30
場所：九州大学西新プラザ（予定）
2 月幹事会
日時：2020 年 2 月 21 日（金）10:00～13:00
場所：場所：九州支部事務局会議室
3 月支部役員会
日時：2020 年 3 月 16 日（月）14:00～17:00
場所：九州支部事務局会議室（幹事以外は Skype での参加）
4 月幹事会（幹事会の前に鑑査会）
日時：2020 年 4 月 24 日（金）14:00～17:00
※ 2019 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
Ⅴ．懇談事項
・支部研究報告会での国際シンポジウムについて
・
「サムライ女子」の活動支援について
・支部研究報告会での会員外の発表について
⇒現状、九州支部では会員外の発表は不可。他支部は可のところもある。各支部で決めており一律

のルール化は難しい見込み。学会全体として統一するかどうかは未定という状況が報告された。
⇒支部ごとに決めることになれば会員外でも発表可とする方向で検討。正会員、準会員、会員外の
3 つの区分で発表登録費を設定する考え方などについて意見交換がなされた。
⇒九州デザイン発表会については継続して審議することが確認された。

