（一社）日本建築学会九州支部 1 月支部役員会議事録
日時：2020 年 1 月 31 日（金）14:30～
場所：九州大学西新プラザ 中会議室
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，崎原常議員，小山常議員，吉武常議員（スカイプ 1h）
，
志賀建築計画委員長（0.5h）
，伊地知事務員（順不同）
議事録担当：冨田学術幹事
Ⅰ．前回議事録確認
（西村会計幹事作成）メールにて送付済み
1. 11 月支部役員会議事録（案）
2. 12 月幹事会議事録（案）
（井上総務幹事作成）
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. 2020 年度九州支部通常総会について（小山田総務幹事）
開催日：2020 年 5 月 23 日（土）
，場所：九州大学西新プラザ（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. 2019 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（吉武常議員）
・発表登録数，教室割り，CPD（黒瀬学術幹事）
・研究者集会について（小山田総務幹事）
日時：3 月 1 日（日）12:50～13:20
会場：熊本大学 黒髪南キャンパス 工学部 2 号館 223 講義室
・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. 2019 年度日韓交流日韓国際交流シンポジウムについて （小山田総務幹事）
⇒資料について説明があり，タイムスケジュールを修正の上、承認された。
4. 2019 年度支部経営助成費（2 回目）について（市川会計幹事）
⇒資料について説明があり，承認された。
5. 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）
⇒資料について説明があり，承認された。
6. 2020 年度事業計画案について（井上総務幹事）
⇒資料について説明があり，承認された。
7. 2020 年度予算案・研究委員会経費配分案について（西村会計幹事）
⇒資料について説明があり，承認された。
8. 2020 年度日本建築学会支部研究補助費の申請について（小山田総務幹事）
・担当委員会：構造委員会
（2016 年熊本地震の悉皆調査資料を用いた伝統構法木造建物の被害の分析）
⇒資料について説明があり，承認された。
9. 2020 年度第 60 回九州支部研究発表会開催地について（小山田総務幹事）
・福岡支所が担当支所
日時：2021 年 3 月 7 日（日）
（案）
会場：九州大学 伊都キャンパス
⇒資料について説明があり，承認された。
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10. 2020 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-12
⇒資料について説明があり，承認された。
11. 2020 年度常議員の担当について（井上総務幹事）
参考資料-2
⇒資料について説明があり，例年通り担当する方法が承認された。
12. 九州支部基金申請（2019 年度佐賀支所 修正）（小山田総務幹事）
資料-13
⇒資料について説明があり，承認された。
13. ガソリン代計算方法について（小山田総務幹事）
資料-14
⇒資料について説明があり，承認された。領収書の扱いを明記するなど書式を整理することになった。
14. 熊本支所長の交代について（小山田総務幹事）
資料-15
・山成實（熊本大学 教授）→ 伊東龍一（熊本大学 教授）2020 年 4 月 1 日～
⇒資料について説明があり，承認された。
15. 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-16
⇒資料について説明があり，承認された。
16. 西日本シティ銀行本店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-17
⇒資料について説明があり，歴史意匠委員会から提案するように回答することとなった。
17. 支部選挙細則の変更について（小山田総務幹事）
資料-18
⇒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（小山田総務幹事）
資料-19
・シンポジウム｢熊本地震による被災文化財の保存･活用の現在｣（熊本大学五校記念館）
・福岡大学建築展 2020 -卒業計画・設計課題優秀作品展⇒資料について説明があり，
。
19. その他
⇒回覧されて確認された。
Ⅲ．報告事項
1. 本部関係報告
(1) 11 月・1 月理事会報告（尾崎支部長）
資料-20, 回覧- 1
⇒資料のとおり報告があった。
資料-21
(2) 第 2 回支部長会議報告（尾崎支部長）
⇒資料のとおり報告があった。
(3) 12 月学術推進委員会（冨田学術幹事）
資料-22
⇒資料のとおり報告があった。
2. 支部関係報告
(1) 11 月・12 月の支部事業報告について（小山田総務幹事）
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（市川会計幹事）
資料-24
⇒資料のとおり報告があった。
(3) 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(小山田総務幹事)
資料-25
⇒資料のとおり報告があった。
(4) 建築九州賞「作品賞」について（黒瀬学術幹事・冨田学術幹事・志賀作品賞運営部会長）資料-26
⇒資料のとおり報告があった。受賞作品の写真については応募者に掲載可能かを志賀作品賞運営部会長
が確認し、可能な場合は HP への公開準備をはじめる。
(5) 「建築文化週間 2019」の本部への報告について（小山田総務幹事）
資料-27
⇒資料のとおり報告があった。
(6) 「建築文化週間 2020」の企画について（小山田総務幹事）
資料-28
⇒資料のとおり報告があった。

(7) その他（小山田総務幹事）
1) 寄贈図書
資料-29，回覧- 2
・設備設計第 31 号（福岡県設備設計事務所協会）
・セメント系固化剤の利活用セミナー（セメント協会）後援お礼
・日本建築学会 建築基礎構造設計指針
・日本建築学会 2019 年度設計競技優秀作品集「ダンチを再考する」
・日本建築学会四国支部 創立 70 周年記念誌
・竹中技術研究報告 No.75
・鹿島技術研究所年報 VOL.67/2019-12
・せきさん九州（会報 2020 年 1 月号）
（日本建築積算協会九州支部）
⇒回覧されて確認された。
2) 各種案内
資料-30
・第 309 回コンクリートセミナー（2/6；大阪）
（セメント協会）
・
「CLT PARK HARUMI オープン記念」CLT セミナー＆実例見学バスツアー（真庭市）
・くまもとアートポリスプロジェク卜「熊本地震震災ミュージアム中核拠点
施設整備に係る公募型プロポーザル」二次審査(公開)の開催について（熊本県）
・福岡県の庭園へ行こう!名勝庭園観賞会(兼)名勝庭園観賞バスツアーin 柳川
の開催について（福岡県）
・第 8 回福岡市まちなみ写真コンテスト展覧会等のポスター掲示について（福岡市）
・第 1 期講習会等の助成（福岡建設技術情報センター）
・ＣＭ選奨２０１９ 熊本城復旧プロジェクトにおけるマネジメント手法（日本コン
ストラクション・マネジメント協会九州支部）
・第１回環境に配慮した持続可能な建設技術に関する国際シンポジウム（九州大学）
・シンポジウム等の案内（地区防災計画学会）
（一財）福岡県
・福岡県美しいまちづくり建築賞 特別講演＆受賞作品発表（福岡県，
建築住宅センター）
・年賀状
回覧- 3
⇒回覧されて確認された。
Ⅳ．懇談事項
1. 建築九州賞「研究新人賞」授与数について（冨田学術幹事）
資料-31
⇒懇談の結果「各分野 1 名または原則として各分野の発表総数の 2%以内」という方針で 2 月幹事会およ
び 3 月役員会において引き続き審議することとなった【継続審議】
。
Ⅴ．次回会議日程
1. 2 月幹事会
日時：2020 年 2 月 21 日（金）10:00～
場所：九州支部事務局会議室
2. 3 月支部役員会
日時：2020 年 3 月 16 日（月）14:00～
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：2020 年 4 月 24 日（金）14:00～
2019 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. 2020 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：2020 年 5 月 23 日（土）11:00～
場所：九州大学西新プラザ

