（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：2020 年 5 月 23 日（土）12:00～
場所：メール回議に変更
出席者： メール参加
議事録作成： 常議員 吉武

支部役員会での質問等締切：5 月 23 日（土）17:00

Ⅰ．会議の進め方について（小山田総務幹事）
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，記念講演会，建築九州賞表彰式，懇親会【中止】
⇒ 小山田総務幹事より、上記行事の開催中止し、事後に資料公開となった経緯について、本部から
の回答をもとに説明があった（2020/05/23 12:15 のメール）
。以下、本部からの回答：
・報告事項のみであるため、各支部 HP から情報公開すれば現地での開催をしなくても良いこと
・支部総会は法的な縛りがないので、支部総会成立のために委任状は集めなくて良いこと
。
⇒ また、支部総会の委任状の扱いについては、今後検討との説明があった（同メール）
Ⅱ．前回議事録確認
1. 3 月支部役員会議事録（案）
（市川学術幹事作成） メールにて送付済み
2. 4 月幹事会議事録（案）
（井上総務幹事作成）
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. 2020 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
・2019 年度事業報告（小山田総務幹事）
・2019 度収入支出決算報告（市川会計幹事）
・2020 年度事業計画策定方針（小山田総務幹事）
・2020 年度事業計画（案）
（井上総務幹事）
・2020 年度収入支出予算（案）
（西村会計幹事）
・委任状の回収状況について（小山田総務幹事）
5/22 現在 6 通
総会成立条件：支部正会員数の 1/50≒40.4(昨年 39.3) （支部正会員数：2,018 名(昨年 1,965 名)）
⇒ 上記す項目について資料- 1 により説明され、承認された。2020 年度収入支出予算（案）につ
いては、西村会計幹事から説明があり（メール）
、承認された。
2. 支所の会計報告について（市川会計幹事）
資料- 2
⇒ 資料- 2 により説明され、承認された。
3. 次期九州支部の役員構成について（小山田総務幹事）
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- 3 により説明され、承認された。
4. 2020 年度九州支部研究委員会について（井上総務幹事）
資料- 4
・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）
⇒ 資料- 4 により説明され、承認された。
5. 九州支部運営資料の更新について（井上総務幹事）
資料- 5
・事業日程と役割分担表
資料- 6
⇒ 資料- 5, 6 により説明され、承認された。
6. 2020 年度全国大学・高専卒業設計展示会の開催について（小山田総務幹事）
資料- 7

⇒ 資料- 7 により説明され、6 月末までに開催予定会場は、延期または中止、7 月以降については、
各支部・会場担当者で判断するとの説明がなされ、承認された。
7. 2020 年度設計競技支部審査会のオンライン審査方法検討について（黒瀬学術幹事）
資料- 8
⇒ 資料- 8 により説明され、承認された。
8. 2020 年度第 60 回日本建築学会九州支部研究発表会について（小山田総務幹事）
資料- 9
・開催日：2020 年 3 月 7 日（日）
・担当校・会場校：九州大学 （会場・日程：確認済）
⇒ 資料- 9 により説明され、承認された。
9. 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-10
・2020 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- 10 により説明され、承認された。
10. 2020 年度日本建築学会作品選集支部選考部会委員(福岡)の推薦について（黒瀬学術幹事） 資料-11
⇒ 資料- 11 により説明され、承認された。
11. 2020 年度講習会事業計画の追加（材料施工委員会主催講習会）について
資料-12
（小山田総務幹事）
⇒ 資料- 11 により説明され、承認された。
資料-13
12. 2020 年度建築文化事業・建築文化週間計画書提出版について（井上総務幹事）
注）2020 年度建築文化事業は中止，翌年開催又は支部及び支所としての開催は可 → 次年度に延期
「鹿児島麓散歩」
・2020 年 10 月（予定）
・主 催：日本建築学会九州支部鹿児島支所
「親と子の都市と建築講座 2020」
・2020 年 9 月～11 月（予定）
・主 催：NPO 法人 FUKUOKA デザインリーグ
・共 催：日本建築家協会
⇒ 小山田総務幹事より資料-13 に基づき、学会としての文化事業は中止決定のため支部の予定も
中止を提案するとの説明があり（メール）
、承認された。
13. 構造委員会からの「2020 年度支部企画」について（小山田総務幹事）
資料-14
・支部締切：2020 年 6 月 10 日，本会締切：2020 年 6 月 17 日
⇒ 資料- 11 により、説明があった。
14. 会費長期滞納者について（小山田総務幹事）
資料-15
⇒ 資料- 15 により、説明があった。
15. 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-16
⇒ 冨田学術幹事より、授与数を「各研究委員会で推薦できる候補者数は 1 名、または原則として
各分野の発表題数の 2%以内」に変更し、発表題数が 100 題以上の分野は 2 名の推薦が可能になると
の説明があり（メール）
、承認された。
16. 支部事務局ノート PC の購入について（小山田総務幹事）
参考資料
⇒ 小山田総務幹事より、支部事務局ノート PC の必要性について説明があり（メール）
、承認され
た。
（JST）へのリンク設定について（小山田総務幹事）
17. J-GLOBAL「出版サイト」
資料-17
⇒ 資料- 17 により説明があり、承認された。
18. 後援依頼（小山田総務幹事）
資料-18
・建築積算学校 九州校第 45 期（2020 年度）
・
（一社）鹿児島県住宅産業協会「第 2 回住宅設計コンペ及び中村好文講演会」
【中止】
・第 33 回福岡県美しいまちづくり建築賞
⇒ 資料- 18 により説明があり、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（尾崎支部長）
⇒資料-19 の通り報告された。
(2) 2020 年 3 月臨時総会資料について（尾崎支部長）
⇒資料-20 の通り報告された。
(3) 4 月学術推進委員会について（冨田学術幹事）
⇒資料-21 の通り報告された。
(4) 2020 年副会長・監事候補者選挙の結果について（尾崎支部長）
⇒資料-22 の通り報告された。
(5) 第 21 期代議員選挙の結果について（小山田総務幹事）
⇒資料-23 の通り報告された。
（小山田幹事から井上幹事に交代）
(6) 支部長代理人の変更連絡（小山田総務幹事）
⇒資料-24 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（小山田総務幹事）
⇒資料-25（2019 年度資料？）の通り報告された。
(2) 3 月,4 月の支部会計報告について（市川会計幹事）
⇒資料-26 の通り報告された。
(3) 2019 年度の支部会計報告について（市川会計幹事）
(4) 2020 年度支部費等の交付金送金について（市川会計幹事）
⇒資料-76 の通り報告された。
(5) 2020 年支部役員（常議員）選挙結果について（小山田総務幹事）
⇒資料-28 の通り報告された。
(6) 2019 年度支部研究発表会収支報告について（黒瀬学術幹事）
⇒資料-29 の通り報告された。
(7) 事務連絡会議について（伊地知事務員）
【中止】
(8) 研究報告集・建築デザイン発表梗概集の ISSN について（黒瀬学術幹事）
⇒資料-30 の通り報告された。
(9) 『作品選集 2021』の中止について（黒瀬学術幹事）
⇒資料-31 の通り報告された。
(10) その他
1) 寄贈図書（小山田総務幹事）
・平成 31 年度くまもとアートポリスニュース 45 号
・第 2 期福岡県人口ビジョン・地方創生総合戦略（福岡県）
2) 各種案内（小山田総務幹事）
・建築デザイン発表会（日本建築学会）
・後援事業の中止 日本コンクリート工学会九州支部「JCI 九州支部特別講演会」
・福岡県「第 32 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
⇒上記について、資料-32 の通り報告された。
Ⅴ．次回会議日程
1. 6 月幹事会
日時：2020 年 6 月 26 日（金）14:00 ～
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※場所：九州支部事務局会議室
2. 7 月支部役員会
日時：2020 年 7 月 日（ ） ： ～
※場所：未定
⇒ 小山田総務幹事より、次回役員会は例年この場で決めているが，今年はメール等で決めるとの
説明があった（メール）
。

