（一社）日本建築学会九州支部 11 月支部役員会議事録
日時：2019 年 11 月 11 日（月）14:00～
場所：九州大学西新プラザ
出席者：尾崎支部長，黒瀬学術幹事，冨田学術幹事，小山田総務幹事，井上総務幹事，
市川会計幹事，西村会計幹事，西村常議員，渕上常議員，崎原常議員，吉武常議員，
小山常議員（スカイプ）
，志賀建築計画委員長，伊地知事務員（順不同）
議事録担当：西村会計幹事
Ⅰ．前回議事録確認
（小山常議員） メールにて送付済み
1. 7 月支部役員会議事録（案）
2. 10 月幹事会議事録（案）
（井上総務幹事）
メールにて送付済み
⇒議事録（案）の確認し，確定された。
Ⅱ．審議事項
1. 第 21 期代議員および 2020 年支部役員（常議員）候補者について
資料- 1
・支部締切：2019 年 11 月 29 日，本会締切：2019 年 12 月 10 日（小山田総務幹事） 参考資料- 1
候補者資格：正会員（11 月 29 日時点）＊入会及び 2019 年度年会費納入
⇒資料について説明があり，承認された。
佐賀支所は教員数が少ないため 2021 年以降は隔年としてほしい【継続協議】
2. 2020 年日本建築学会大賞業績候補の推薦依頼について（小山田総務幹事）
・支部締切：2019 年 10 月 2 日，本会締切：2020 年 1 月 20 日
・推薦なし
⇒資料について説明があり，推薦なしが承認された。
3. 2020 年日本建築学会文化賞候補業績の推薦依頼について（小山田総務幹事）
・支部締切：2019 年 10 月 2 日，本会締切：2019 年 12 月 9 日
・推薦なし
⇒資料について説明があり，推薦なしが承認された。
4. 2020 年日本建築学会教育賞（教育業績）候補業績の推薦依頼について（小山田総務幹事）
・支部締切：2019 年 9 月 19 日，本会締切：2019 年 10 月 4 日
・推薦なし
⇒資料について説明があり，推薦なしが承認された。
5. 建築九州賞「業績賞」の推薦について（小山田総務幹事）
・支所及び研究委員会からの推薦締切：2019 年 10 月 2 日
・推薦なし
⇒資料について説明があり，推薦なしが承認された。
6. 建築九州賞「功労賞」の推薦について（小山田総務幹事）
資料- 2, 参考資料- 2
・支所及び研究委員会からの推薦締切：2019 年 10 月 2 日
・推薦なし
⇒資料について説明があり，法人賛助会員リストから以下の３団体を推薦することで承認された。
(財)鹿児島県住宅・建築総合センター，(株)巨設計集団，(株)國場組
7. 建築九州賞「研究新人賞」候補の選考・推薦依頼について（黒瀬学術幹事）
資料- 3
⇒資料について説明があり，今年度は従来通り１名とし，来年度は各委員会から１名を検討。
8. 支部長賞の推薦依頼について（小山田総務幹事）
資料- 4，回覧- 1
・規程及び推薦依頼校の確認
・フォーマットと副賞（賞状ホルダー）について

⇒資料について説明があり，例年通り進めていくことが承認された。
9. 支部共通事業「建築基礎構造設計指針」改定講習会
資料- 5
・2019 年 12 月 9 日（月）アクロス福岡
の開催について（小山田総務幹事）
・支部役員挨拶：蜷川構造委員長（九州大学・教授）, 南部構造委員会幹事（九州大学・助教）,
アルバイトに九州大学より学生 2 名を派遣
⇒資料について説明があり，承認された。
10. 2019 年度日本建築学会九州支部研究発表会について
・設計競技表彰式・講演会・懇親会・研究発表会について（冨田学術幹事）
資料- 6
・付随行事 1 月号会告（11 月 29 日締切）
（冨田学術幹事）
・研究報告集 CD-ROM の見積もりについて（黒瀬学術幹事）
資料- 7
・プログラム編成作業の手順と日程（黒瀬学術幹事）
資料- 8
・プログラム編成委員の推薦依頼（黒瀬学術幹事）
・研究者集会について（黒瀬学術幹事）
日時：3 月 1 日（日）12:50～13:20，会場：熊本大学
・教室割りについて（黒瀬学術幹事）
資料- 9
⇒資料について説明があり，承認された。
11. 九州建築デザイン発表会について（黒瀬学術幹事）
資料-10
⇒志賀先生作成の建築デザイン発表会発表梗概募集要項（案）について説明（１題２頁
５MB，発表用ポスターA2 判 2 枚等）があり，承認された。
12. 大韓建築学会釜山・蔚山・慶南支部との学術交流について
資料-11
1) 日韓国際シンポジウムについて（小山田総務幹事）
2) 韓国訪問について（小山田総務幹事）
・11 月 29 日 釜山 東亜大学
・構造委員会に講演者を依頼
⇒資料について説明があり，２名招聘が承認された。
構造委員会からの講演被推薦者なし。ただし，チョン先生に講演依頼。
費用負担（旅費・宿泊・謝金）等について協議
13. 2020 年度日本建築学会支部研究補助費の申請手続きについて（小山田総務幹事）
資料-12
･担当委員会：構造委員会
参考資料- 3
⇒資料について説明があり，構造委員会へ依頼済み・承諾済み
14. 2020 年度日本建築学会九州支部研究発表会の開催地等について（小山田総務幹事）
資料-13
・開催候補地：福岡（次候補：沖縄）
，開催月：2021 年 3 月
・今後のローテーション予定について
⇒資料について説明があり，承認された。
15. 2020 年度支部共通事業設計競技の支部審査員について（黒瀬学術幹事）
資料-14
・2 年任期，4 名（支部）の後任を決める必要あり
※旅費について配慮した人員配置が望ましい
⇒資料について説明があり，承認された。
16. 2020 年支部文化事業企画委員会の委員について（小山田総務幹事）
資料-15
・担当：2020 年 鹿児島支所（二宮支所長）
，2021 年 熊本支所（山成支所長）
，
2022 年 長崎支所（李支所長）
⇒資料および上記について説明があり，承認された。
17. 2020 年度事業計画案・予算案の策定方針について（小山田総務幹事）
資料-16，参考資料- 4
⇒資料について説明があり，承認された。
18. 2020 年度事業計画案について（小山田・井上総務幹事）
資料-17，参考資料- 5

・2019 年 12 月下旬 本会提出予定
⇒資料について説明があり，未確定分精査後，確定分と合わせ本会へ提出することが承認された。
19. 2020 年度予算編成に伴う支部費等交付金の照会について（西村会計幹事） 資料-18，参考資料- 6
⇒資料について説明があり，承認された。
20. 2020 年度予算案について（西村会計幹事）
資料-19，参考資料- 7
・2020 年度九州支部研究委員会経費配分（案）について
資料-20，参考資料- 8
・2019 年 12 月幹事会後 本会提出
⇒資料について説明があり，承認された。
21. 事務局員の次年度給与について（西村会計幹事）
資料-21(別添資料)，参考資料-09(別添資料)
⇒資料について説明があり，承認された。
22. 佐賀支所支部基金申請について（小山田総務幹事）
資料-22
⇒資料について説明があり，開催は承認された。ただし，収入については支部費が大原則であり，
支部基金は不足分を補うものであることから，再検討後（支部長確認）承認とする。
23. 環境工学委員会夏季セミナーにおける北九州市 MICE 開催助成金への申請について
資料-23
⇒資料について説明があり，承認された。
（小山田総務幹事）
24. 作品選集現地審査の精算について（小山田総務幹事）
資料-24
⇒資料について説明があり，承認された。
（計算式を上回る領収証の提出は必須）
25. 支部選挙管理委員会委員構成の検討について（尾崎支部長）
資料-25
⇒資料について説明があり，承認された。
（細則の変更が必要）
26. 大牟田市庁舎本館の保存活用に関する要望書について（小山田総務幹事）
資料-26
⇒資料について説明があり，承認された。
（所定の書式(西暦，写真添付ほか)で作成）
27. 文化事業企画「親と子の都市と建築講座」事業交付金申請について
資料-27，参考資料-10
・本部に経緯の説明
（小山田総務幹事）
⇒資料について説明があり，承認された。
（開催時期について経緯確認が必要)
28. 後援依頼について（2 件）
（小山田総務幹事）
資料-28
・セメント系固化剤の利活用セミナー（セメント協会）
・フライアッシュの大量使用を実現する高度資源化技術開発に関する講習会
（日本コンクリート工学会）
⇒資料について説明があり，承認された。
29. その他（小山田総務幹事）
・山梨大学・宮本先生からの問合せ（熊本地震関連）について
⇒熊本地震の調査結果の要望に対し，高山先生(福大)に対応いただく。
Ⅲ．報告事項
1. 本部関係報告
(1) 7 月・9 月理事会報告（尾崎支部長）
資料-29，回覧- 2
(2) 第 1 回支部長会議（尾崎支部長）
資料-30
⇒資料の通り報告があった。
2. 支部関係報告
(1) 7 月・8 月・9 月・10 月の支部事業報告について（小山田総務幹事）
⇒資料の通り報告があった。
(2) 7 月・8 月・9 月の支部会計報告について（市川会計幹事）
⇒資料の通り報告があった。
(3) 「作品選集 2020」九州支部審査結果について（黒瀬学術幹事）
・支部応募件数 35 件（昨年 25 件）
，支部推薦 15 件（12 件）
，本会入選 10 件（8 件）

資料-31
資料-32
資料-33

⇒資料の通り報告があった。
(4) 本年度支部共通事業「設計競技」九州支部審査結果について（黒瀬学術幹事）
資料-34
・作品応募数：60 件（昨年 72 件） 支部入選数 13 件（16 件）
・賞状･賞碑の配付依頼（表彰式欠席分：3 月）
⇒資料の通り報告があった。支部入選 13 件は支部研研究者集会時に表彰。
(5) 支部共通事業設計競技について（黒瀬学術幹事）
資料-35
1) 2019 年度「ダンチを再考する」本会審査結果
支部推薦 13 件中 優秀賞１件（熊本大学）
，佳作 2 件（愛知工業大学、九州大学）
，
タジマ奨励賞 3 件（熊本大学 2 件、豊橋技術科学大学）
⇒資料の通り報告があった。
(6) 2020 年度大会研究集会のテーマ立案依頼（黒瀬学術幹事）
・支部締切：2019 年 9 月 17 日，本会締切：2019 年 9 月 24 日
・提案なし
⇒資料の通り報告があった。
(7) 2019 年度日本建築学会九州支部研究発表会募集要項・発表要項等（黒瀬学術幹事）
資料-36
・研究報告募集は会告掲載済み（建築雑誌 10 月号）
。HP 公開済み
⇒資料の通り報告があった。
(8) 建築九州賞「作品賞」について（黒瀬学術幹事，志賀作品賞運営部会長）
資料-37
⇒資料の通り報告があった。
(9) 第 2 回 2019 年度支部費等の交付金送金のお知らせ（市川会計幹事）
資料-38, 参考資料-11
・合計 1,181,250 円
⇒資料の通り報告があった。
(10) 2019 年度支部会計上半期の予算執行状況について（市川会計幹事）
⇒予定通り執行との報告があった。
(11) 日本建築学会建築文化事業（小山田総務幹事）
資料-39
1) 「建築文化週間 2019」
（大分支所）
（10/26）
2) 「親と子の都市と建築講座」
（福岡）
（ / ）
⇒資料の通り報告があった。2)については審議事項 27 同様の確認が必要
(12) 2020 年度九州支部通常総会の日程等について（小山田総務幹事）
参考資料-12
・日程 2020 年 5 月 23 日（土）
（会場仮予約ずみ）
⇒資料の通り報告があり，西新プラザで開催予定。
(13) 今後の幹事会・支部役員会の日程確認（小山田総務幹事）
資料-40
⇒資料について確認した。
(14) 法人会員（九州支部助成）の退会について（小山田総務幹事）
資料-41
⇒資料の通り報告があった。
(15) その他（小山田総務幹事）
1) 寄贈図書
回覧- 3
・2019 年度大会(北陸)大会プログラム（日本建築学会）
・2019 年度大会(北陸)学術講演梗概集・建築デザイン発表梗概集（日本建築学会）
・暑中コンクリート施工指針・同解説（日本建築学会）
・日本建築家協会九州支部 30 周年記念誌
・TOTO ミュージアム図録
2) 各種案内
資料-42
・
「作品選集 2020」への広告掲載について
・日本建築学会：建築文化週間 2019

・TOTO ギャラリー間：北九州巡回展 「堀部安嗣の建築展－懐かしい未来へ向かって」
・岡山市・真庭市：CLT セミナー＋構造見学会「CLT 建築の可能性と実践｣
・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
・TOTO ギャラリー間：展覧会・講演会「増田信吾＋大坪克亘 「それは本当に必要か」
・都城高専「第 7 回都城高専おもしろ科学フェスティバル」の開催について
・地区防災計画学会・京都大学矢守研究室：共同シンポジウム（第 33 回研究会）
「台風 19 号等の教訓と地区防災計画」
⇒回覧されて確認された。
Ⅳ．懇談事項
⇒支部研究発表資格について，今年度いっぱい情報収集に努める。次回意見交換。
Ⅴ．次回会議日程
1. 12 月幹事会
日時：2019 年 12 月 2 日（月）10:00～
場所：九州支部事務局会議室
2. 1 月支部役員会
日時：2020 年 1 月 31 日（金）14:30～
※ 文化事業企画委員会：13:30～14:30
場所：九州大学西新プラザ

