（一社）日本建築学会九州支部 11 月支部役員会議事録
日時：2021 年 11 月 12 日（金）14:00～
場所：九州支部事務局会議室および Zoom 遠隔会議室
出席者：堀支部長、鶴崎総務幹事、塚越学術幹事、宇井会計幹事、宮原常議員、金城常議員、
陶山総務幹事、姜学術幹事、大西常議員、鷹野常議員、カストロ支所長、伊地知事務員、
岳本会計幹事（順不同）
Ⅰ．前回議事録確認
1. 7 月支部役員会議事録（案）
（鷹野常議員） メールにて送付済み
2. 10 月幹事会議事録（案）
（陶山総務幹事） メールにて送付済み
＞議事録（案）を確認し確定
Ⅱ．審議事項
1. 第 23 期代議員および 2022 年支部役員（常議員）候補者について（鶴崎総務幹事）
・支部締切：2021 年 11 月 30 日，本会締切：2021 年 12 月 10 日
候補者資格：正会員（11 月 30 日時点）＊入会及び 2021 年度年会費納入
＞2022 年度の支部役員候補について確認
＞支部活動の支所持ち回りについて確認

資料- 1

2. 2022 年日本建築学会大賞業績候補の推薦依頼について（鶴崎総務幹事）
・支部締切：2021 年 10 月 4 日（月）
，本会締切：2022 年 1 月 18 日（火）
・推薦なし ※ 支部長より支所および研究委員会宛て依頼（8/2）
＞推薦がなかった旨の報告
3. 2022 年日本建築学会文化賞候補業績の推薦依頼について（鶴崎総務幹事）
・支部締切：2021 年 10 月 4 日（月）
，本会締切：2021 年 12 月 6 日（月）
・推薦なし ※ 支部長より研究委員会宛て依頼（8/2）
＞推薦がなかった旨の報告
4. 2022 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（鶴崎総務幹事）
・支部締切：2021 年 9 月 17 日（金）
，本会締切：2021 年 10 月 1 日（金）
・推薦なし ※ 支部長より支所および研究委員会宛て依頼（8/2）
＞推薦がなかった旨の報告
5. 建築九州賞「業績賞」の推薦について（鶴崎総務幹事）
資料- 2
・支所及び研究委員会からの推薦締切：2021 年 10 月 4 日（月）
・推薦 1 件（鈴木大分支所長より） ※ 支部長より支所および研究委員会宛て依頼（8/2）
＞ＮＰＯ法人 全国町並み保存連盟の推薦について確認し了承
6. 建築九州賞「功労賞」の推薦について（鶴崎総務幹事）
・支所及び研究委員会からの推薦締切：2021 年 10 月 4 日（月）
・推薦なし ※ 支部長より支所および研究委員会宛て依頼（8/2）
・幹事会推薦（2 社）あり
＞金秀建設（株）、九州旅客鉄道（株）の推薦について確認し了承

資料- 3

7. 建築九州賞「研究新人賞」候補の選考・推薦依頼について（塚越学術幹事）
＞資料のとおりで了承
8. 支部長賞の推薦依頼について（鶴崎総務幹事）
・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
＞資料のとおりで了承

資料- 4

資料- 5，回覧- 1

9. 2021 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（姜学術幹事） 資料- 6, 参考資料- 1
・付随行事 1 月号会告（11 月 30 日締切）
（姜学術幹事）
参考資料- 2
・研究報告集 CD-ROM の見積もりについて（塚越学術幹事）
資料- 7
・プログラム編成作業の手順と日程（塚越学術幹事）
資料- 8
・プログラム編成委員の推薦依頼（塚越学術幹事）
・研究者集会について（塚越学術幹事）
日時：3 月 6 日（日）12:50～13:20（予定）
，会場：琉球大学
・教室割りについて（塚越学術幹事）
資料- 9, 参考資料- 3
・2021 年度設計競技支部入選作品展示会について（鶴崎総務幹事）
資料-10
・昨年度より計画案はデータのみ提出
・本部入選の支部巡回展示会は中止
＞資料のとおり説明
10. 2021 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（塚越学術幹事）
・研究報告募集は会告掲載済み（建築雑誌 10 月号）
。HP 公開(10/1)済み ※一部未公開
＞資料のとおりで了承
＞テンプレートについては、幹事で確認しＨＰにアップする

資料-11

11. 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-12
1) 日韓国際シンポジウムについて（鶴崎総務幹事）
韓国会場（11/26 開催予定） 支部長挨拶および招待講演（ともに撮影ビデオにて参加予定）
日本会場（琉球大学）
現在、企画・検討中
2) 韓国訪問について（鶴崎総務幹事）
・オンラインにて支部長および国際交流担当幹事と面会および意見交換（11/3）
＞シンポジウムの進捗状況について報告
12. 2022 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（鶴崎総務幹事）
･担当委員会：構造委員会
＞構造委員会より支部研究補助費申請について報告
13. 2022 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（鶴崎総務幹事）
・開催候補地：佐賀（次候補：鹿児島）
，開催月：2023 年 3 月 承諾済み
・今後のローテーション予定について
＞今後のローテーションについて確認

資料-13
参考資料- 4

資料-14

14. 2022 年度日本建築学会作品選集支部選考部会部会長について（塚越学術幹事）
・コロナにより部会長１年交代
＞部会長の後任を末廣先生にお願いすることとなった

資料-15

15. 2022 年度支部共通事業設計競技の支部審査員について（塚越学術幹事）
・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
＞後任の４名について報告

資料-16

16. 「建築文化週間 2021」見学会「鹿児島麓散歩」の中止及び延期について（鶴崎総務幹事） 資料-17
＞2022 年度に実施することを確認
17. 2022 年支部文化事業企画委員会の委員について（鶴崎総務幹事）
資料-18
・担当： 鹿児島支所（二宮支所長）※ 2020 および 2021 はコロナにより中止となったため
・今後の予定 2023 年 長崎支所，2024 年 熊本支所，2025 年 宮崎
但し、他事業と重複する場合には変更あり。
＞2021 年度はコロナで中止になったため、次年度以降は１年スライドする
18. 2022 年度事業計画案・予算案の策定方針について（支部長・総務幹事・会計幹事）
＞2022 年度事業計画案・予算案の策定方針について確認
19. 2022 年度事業計画案について（鶴崎・陶山総務幹事）
・2021 年 12 月下旬 本会提出予定
＞2022 年度事業計画案について確認

参考資料- 5

資料-19, 参考資料- 6

20. 2022 年度予算編成に伴う支部費等交付金の照会について（岳本会計幹事） 資料-20, 参考資料- 7
＞2022 年度本部交付金について、資料のとおり提出した旨を報告
21. 2022 年度予算案について（岳本会計幹事）
・2022 年度九州支部研究委員会経費配分（案）について
・2021 年 12 月幹事会後 本会提出
＞2022 年度予算案について報告
＞基本的に例年どおり。支部研究委員会経費については暫定
22. 事務局員の次年度給与について（岳本会計幹事）
＞事務局員の次年度給与について報告
＞年間賞与については、例年通り 4.5 とする

資料-21, 参考資料- 8
資料-22, 参考資料- 9

資料-23(別添資料)，参考資料-10(別添資料)

23. 支部規程（支部運営資料）の変更について（鶴崎総務幹事）
＞支部規定の変更について報告
＞支部総会での議決事項を支部役員会における議決に移行 等

資料-24

24. 後援依頼について（1 件）
（鶴崎総務幹事）
・九州大学 アジア・オセアニア研究教育機構(Q-AOS)シンポジウム（9/22 承諾済）
＞後援名義使用の承諾について報告

資料-25

25. 子ども教育支援建築会議全体会議・シンポジウムについて（堀支部長）
＞全体会議・シンポジウムについて報告
26. その他（鶴崎総務幹事）
＞備品としてモニターを購入した旨の報告
Ⅲ．報告事項
1. 本部関係報告
(1) 9 月理事会報告（堀支部長）
資料-26，回覧- 2
＞資料に基づき報告
＞論文集執筆要領が改正され、英文要約・和文要約を廃止し、本文頁数を最大 11 頁から 12 頁に
変更 など
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（鶴崎総務幹事）
＞資料に基づき報告

資料-27

(2) 7 月・8 月・9 月の支部会計報告について（宇井会計幹事）
＞資料に基づき報告

資料-28

(3) 「作品選集 2021-2022」九州支部審査結果について（塚越学術幹事）
・支部応募件数 53 件，支部推薦 16 件，本会入選 14 件
＞資料に基づき報告

資料-29

(4) 支部共通事業設計競技について（塚越学術幹事）
1) 2021 年度「まちづくりの核として福祉を考える」本会審査結果
支部推薦 13 件中 優秀賞 2 件（熊本大学）
，
タジマ奨励賞 1 件（熊本大学）
＞資料に基づき報告

資料-30

(5) 2022 年度大会研究集会のテーマ立案依頼（塚越学術幹事）
・支部締切：2021 年 9 月 17 日（金）
，本会締切：2021 年 9 月 24 日（金）
・提案なし
＞提案がなかった旨報告
(6) 建築九州賞「作品賞」について（塚越学術幹事，志賀作品賞運営部会長）
＞次年度以降もオンラインでの実施について了承
＞12 月の幹事会で志賀先生より説明
(7) 第 2 回 2021 年度支部費等の交付金送金のお知らせ（宇井会計幹事）
・合計 1,190,500 円
＞資料に基づき報告
(8) 2021 年度支部会計上半期の予算執行状況について（宇井会計幹事）

資料-31

資料-32, 参考資料-11

＞計画どおりの執行について報告
(9) 日本建築学会建築文化事業（鶴崎総務幹事）
1) 「建築文化週間 2021」
（鹿児島支所）10 月 23 日（土）中止
2) 「親と子の都市と建築講座」
（継続検討）
＞継続して検討する旨報告
(10) 2022 年度九州支部通常総会の日程等について（鶴崎総務幹事）
・日程 2022 年 5 月 28 日（土）
（会場仮予約済み）
＞日程について確認

参考資料-12

(11) 今後の幹事会・支部役員会の日程確認（鶴崎総務幹事）
＞日程について確認

資料-33

(12) 2021 年度全国大学・高専卒業設計展示会の開催について（鶴崎総務幹事）
・コロナにより福岡支所、大分支所中止
＞卒業設計展示会状況について報告

資料-34

(13) 2020 年度の支所会計について（宇井会計幹事）
＞資料に基づき報告

資料-35

(14) その他（鶴崎総務幹事）
1) 寄贈図書
回覧- 3
・2021 年度大会(東海)学術講演梗概集・建築デザイン発表梗概集（日本建築学会）
・PC アーカイブス 2021 ＰＣの先駆者たち（プレストレストコンクリート工学会）
・設備設計第 32 号（福岡県設備設計事務所協会）
＞寄贈図書について回覧
2) 各種案内
資料-36
・
「作品選集 2021-2022」への広告掲載について
・北九州巡回展「増田信吾＋大坪克亘展 それは本当に必要か。
」
（TOTO ギャラリー間）後援事業
・展覧会 妹島和世＋西沢立衛／SANAA 展「環境と建築」 （TOTO ギャラリー間）
・Save Gunkanjima 展 アート＆シンポジウム（株式会社ユニバーサルワーカーズ）HP 掲載依頼
・くまもとアートポリス巡回展（熊本県）
・
「アスベスト含有建材調査」ＶＲ講習会（後期）
（福岡県）
・石綿事前調査結果報告システム（福岡県）
・先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2021 11/24-25（地域産業活性協会）後援事業
・令和３年度建築士事務所キャンペーン（一社 福岡県建築士事務所協会）
・地区防災計画学会シンポジウム（第 38 回研究会）
（地区防災計画学会）
＞対応可能な範囲でＨＰにアップする
Ⅳ．懇談事項
＞堀支部長より、九州賞の総括を目的とした作品集の作成について提案。来年の総会に諮ることを
確認
Ⅴ．次回会議日程

1. 11 月支部役員会
日時：2021 年 11 月 12 日（金）14:00～
場所：九州支部事務局会議室および Zoom 遠隔会議室
2. 12 月幹事会
日時：2021 年 12 月 6 日（月）14:00～
場所：九州支部事務局会議室および Zoom 遠隔会議室
3. 1 月支部役員会
日時：2022 年 2 月 4 日（金）14:30～ ※変更しています。
※ 文化事業企画委員会：13:30～14:30
場所：九州支部事務局会議室および Zoom 遠隔会議室

