（一社）日本建築学会九州支部 1 月支部役員会議事録
日時：2021 年 1 月 25 日（月）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、井上総務幹事、冨田学術幹事、西村会計幹事、吉武常議員（Zoom）
、小山常議員
（Zoom）
、鶴崎総務幹事、塚越学術幹事、宇井会計幹事、宮原会計幹事（Zoom）
、柴田常議員（Zoom）
、
金城常議員（Zoom）
、志賀福岡支所幹事、伊地知事務員（順不同）
議事録担当者：塚越学術幹事
Ⅰ．前回議事録確認
1. 11 月支部役員会議事録（案）
（宇井会計幹事作成）メールにて送付済み
2. 12 月幹事会議事録（案）
（鶴崎総務幹事作成）
メールにて送付済み
＞議事録（案）を確認し、確定した。
Ⅱ．審議事項
1. 2021 年度九州支部通常総会について（井上総務幹事）
資料- 1
開催日：2021 年 5 月 29 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、一部検討とし、承認された。
※ 役員会は基本対面とする。総会・表彰式はオンラインで行う方針であるが、その方法と内容につい
ては検討。4/23 の幹事会には最終判断。懇親会は中止。Zoom のログイン人数については本部に確認。
2. 2020 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（志賀福岡支所幹事）
資料- 2
＞資料について説明があり、九州支部研究発表会収入について一部修正し、承認された。
・発表登録数，教室割り，CPD（冨田学術幹事）
資料- 3
＞資料について説明があり、承認され、今後 HP にて周知することとなった。
・支部研・デザイン発表会への会員の事前申し込み方法の決定
資料- 4
＞資料について説明があり、学会のシステムを使用することが承認された。今後、本部と調整する。
・2020 年度プログラム編成の報告と今後の対応（案）
資料- 5
＞資料について説明があり、次年度への改善点の提案がされ、承認された。
※ 連絡が取れないようなことが生じないよう責任を持って対応する委員を推薦する。大きな書式不
備が生じないよう、支部研と建築デザイン発表会用のワードのテンプレートを作成(次年度学術幹事)
し、HP に掲載する。今後のオンラインでのプログラム編成の可能性については検討。
・研究者集会について（井上総務幹事）
参考資料- 1
日時：3 月 7 日（日）12:50～13:20（コロナにより中止）
研究者集会はホームページに資料を公開することでこれに替える。
・設計競技表彰式を研究者集会において行う．
（コロナにより中止）
＞HP での公開内容について資料を用いた説明があり、承認された。
3. 2020 年度日韓交流日韓国際交流シンポジウムについて （井上総務幹事）
資料- 6
＞資料について説明があり、承認された。なお、開会：黒瀬先生、進行：鄭先生、閉会：福岡支所長
にお願いすることを確認中。韓国側の挨拶はビデオレターとする。講評は中止とする。
4. 2020 年度日本建築学会九州支部研究発表会・建築デザイン発表会発表要領について（冨田学術幹事）
資料- 7
＞資料について説明があり、承認された。なお、接続トラブル連絡用電話の設置については検討。
5. 2020 年度支部経営助成費（2 回目）について（西村会計幹事）
資料- 8
＞資料について説明があり、承認された。

6. 2021 年度事業計画案・予算案の策定方針について（井上総務幹事）
資料- 9
＞資料について説明があり、承認された。
7. 2021 年度事業計画案について（鶴崎総務幹事）
資料-10
＞資料について説明があり、承認された。
8. 2021 年度予算案・研究委員会経費配分案について（宇井会計幹事）
資料-11,12
＞資料について説明があり、承認された。
9. 事務局員の次年度給与について（宇井会計幹事）
資料-13(別添資料)
＞資料について説明があり、承認された。
10. 2021 年度日本建築学会支部研究補助費の申請について（井上総務幹事）
資料-14
・担当委員会：材料・施工委員会
（九州地区の暑中環境下で施工可能な RC 部材の簡易補修工法の検討）
＞資料について説明があり、承認された。
11. 2021 年度第 61 回九州支部研究発表会開催地について（井上総務幹事）
資料-15
・沖縄支所が担当支所
日時：2022 年 3 月 6 日（日）
（案）
会場：琉球大学 千原キャンパス
＞資料について説明があり、承認された。
12. 2021 年度「全国大学・高専卒業設計展示会」の開催について（金城常議員）
資料-16
＞資料について説明があり、承認された。
13. 2021 年度常議員の担当について（鶴崎総務幹事）
参考資料-2
＞資料について説明があり、承認された。
14. 本部災害委員会委員の推薦依頼について（井上総務幹事）
資料-17
＞資料について説明があり、神野先生に引き続きご担当いただけるか依頼することが承認された。
15. 「司法支援建築会議」会員候補者の推薦依頼について（尾崎支部長）
資料-18
＞資料について説明があり、承認された。
資料-19
16. 支部規程の変更案について（井上総務幹事）
＞資料について説明があり、承認された。
17. 福岡県ブロック対策協議会からの依頼について（井上総務幹事）
資料-20
＞資料について説明があり、中止となったことが承認された。
18. コピー機の入れ替えについて（鶴崎総務幹事）
資料-21
＞資料について説明があり、承認された。
19. 後援依頼について（井上総務幹事）
資料-22
・福岡大学建築展 2021 -卒業計画・設計課題優秀作品展・まちと建築展（日本建築家協会福岡地域会）
・先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2021（地域産業活性協会）
回覧- 1
＞資料について回覧と説明があり、承認された。
20. その他
資料-23
・支部事務局ブラインドの故障について（井上総務幹事）
・オンライン会議の機材について（井上総務幹事）
＞資料について回覧と説明があり、承認された。
・建築九州賞「作品賞」最終選考について（志賀作品賞運営部会長）
資料-30
＞第 3 次選考・最終選考会(表彰作品の決定)については、メール審議を行い、その後の役員会で事
後承認することとなった。
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-24, 回覧- 2
＞資料のとおり報告があった。
(2) 第 2 回支部長会議報告（尾崎支部長）
資料-25
＞資料のとおり報告があった。
(3) 12 月学術推進委員会（塚越学術幹事）
資料-26
＞資料のとおり報告があった。
2. 支部関係報告
(1) 10 月・11 月・12 月の支部事業報告について（井上総務幹事）
資料-27
＞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（西村会計幹事）
資料-28
＞資料のとおり報告があった。
(3) 第 22 期代議員および 2021 年支部役員（支部長・常議員）候補者について(井上総務幹事)
資料-29
＞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（冨田学術幹事・塚越学術幹事・志賀作品賞運営部会長）資料-30
＞資料のとおり報告があった。なお、第 3 次選考・最終選考会(表彰作品の決定)については、審議事
項となった。
(5) 「建築文化週間 2021」の企画について（井上総務幹事）
資料-31
＞資料のとおり報告があった。
(6) 支部共通事業「鉄筋コンクリート造配筋指針」改定講習会（井上総務幹事)
資料-32
開催方法の変更について
＞資料のとおり報告があった。
(7) その他（井上総務幹事）
1) 寄贈図書
回覧- 3
・日本建築学会 2020 年度設計競技優秀作品集「外との新しいつながりをもった住まい」
・日本建築学会北海道支部 北海道建築作品発表会作品集 vol.40
・竹中技術研究報告 No.76
・鹿島技術研究所年報 VOL.68/2020-12
＞資料の回覧と報告があった。
2) 各種案内
資料-33
・TOTO ギャラリー・間：展示会「中川エリカ展 JOY in Architecture」
・講習会等の助成（福岡県建設技術情報センター）
・シンポジウム等の案内（地区防災計画学会）
・大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等の通知ついて（福岡県）
回覧- 4
・年賀状
回覧- 5
＞資料の回覧と報告があった。
Ⅳ．懇談事項
＞女子会の活性化について広く呼び掛けるよう提案があった。
Ⅴ．次回会議日程
1. 2 月幹事会
日時：2021 年 2 月 24 日（水）14:00～
場所：九州支部事務局会議室
2. 3 月支部役員会
日時：2021 年 3 月 19 日（金）14:00～

場所：九州支部事務局会議室（幹事以外は Zoom での参加）
3. 4 月幹事会
日時：2021 年 4 月 23 日（金）14:00～
2020 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. 2021 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：2021 年 5 月 29 日（土）11:00～ 場所：九州大学西新プラザ

