
JSCA九州支部 平成22年度 第2回九州支部役員 会議録 

記録: 新井浩晃 

         

日  時 2010 年 12 月 3 日（金） 15:30～17:30   

場 所 
都久志会館   アトリエ 102 号室 

住所：福岡市中央区天神 4 丁目 8-10  TEL 092-741-3335 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席者 

福島専務理事(本部)                                        1 名

尾宮支部長、宮田、上瀧 両副支部長                                3 名 

許斐 顧問                                                        1 名

大塚、伊藤、川崎、今林、金子、原、浅田 各幹事                         7 名

吉原、森田、 各委員長・部会長                                        2 名

森永、江口、三根、澤村、高橋、川越、木場、花城 各地区幹事                 8 名

河野(大分)地区会事務局                                          1 名 

九州支部事務局 山下、渡部、重松、新井    

4 名 

         計   27 名  

 

1. 支部長挨拶 ------------------------------------------------------------------------尾宮支部長 

・近況報告 

2. 本部理事挨拶----------------------------------------------------------------  福島本部専務理事 

・本部で適判Q＆A集の様な物を現在作成中である。 

3. 次期支部担当理事選挙について--------------------------------------------------------事務局山下 

・ 2010年 12月20日・・・第2回通知 

・ 2011年 1月20日・・・締め切り 

・ 2011年 2月8日・・・結果公示 

4. 2010年度JSCAスキルアツプセミナー・建築構造デザイン展報告---------------伊藤部会長・今林部会長 

・伊藤部会長・今林部会長共、“各委員会・部会 最新活動及び事業予定報告”にて報告を兼ねる。 

5.懸案事項 

  JSCA契約約款・契約書及び保険について------------------------------------------ 

・ 加入基本プランに於いて、構造設計料及び監理料が年間5,000万円が最小プランとなっており、 

ハードルが高いと感じる設計者が多い。 

例えば1,000～2,000万円を最小プランにしてはどうか。 

・ 今のところ、保険適用事例は無い。 

   

九州における住宅・建築物耐震化緊急支援事業-------------------------------------事務局山下 

   ・九州支部としては、今まで通りの対応とし、耐震化緊急支援事業には参加しない方針とする。 

6.各委員会・部会 最新活動及び事業予定報告 

  事業・会員委員会------------------------------------------------------宮田委員長 

・ 2010年 11月9日(火)・・・建築倶楽部ゴルフコンペ 

・ 2011年 1月21日(金)・・・建築倶楽部新年の集い 

技術委員会------------------------------------------------------------吉原技術委員長 

・ 10月 22日・・・福岡適判との意見交換会 

福岡適判Q＆A集の様な物を2010年 12月を目処にHPに掲載予定である。 

・ 各適判でローカルルールのような事例がまだあるようだ。 

・ 九州支部としては、適判事例をある程度まとめる→本部→国交省、という働きかけを行う。 

 

   地盤系部会 -----------------------------------------------------------浅田部会長(代理) 

    ・6月11日・・・地盤調査ハンドブックＷＧ平成２２年度第１回打合せ 

 ・7月30日・・・地盤調査ハンドブックＷＧ平成２２年度第２回打合せ 

 ・11月4日・・・地盤調査ハンドブックＷＧ平成２２年度第３回打合せ 



 

 ・今後の予定 

     12月 9日・・・地盤ハンドブック講習会 開催予定（出席予定者８０名） 

     今後、日程は決定していなしが、「杭講習会」の開催、及びメンバーによる杭施工現場見学会を計画中。 

 

   設計規準系部会--------------------------------------------------------伊藤部会長 

・8月24日・・・鉄鋼連盟九州地区サブネットワーク主催の第６回設計式勉強会開催 

              勉強会テーマ 「溶接接合」及び「自由テーマ」 

              参加者は１９名 

    ・10月19日・・・２０１０年度ＪＳＣＡ スキルアップセミナー開催 

              参加者39名（うちＪＳＣＡ28名参加） 

・11月22日・・・鉄鋼連盟九州地区サブネットワーク主催の第７回設計式勉強会開催 

              勉強会テーマ 「柱脚」及び「自由テーマ」 

              参加者は１７名 

・4月中旬 ・・・鉄鋼連盟九州地区サブネットワーク主催の第８回設計式勉強会開催予定 

 

   コンクリート系部会----------------------------------------------------大塚部会長 

     ・6月19日・・・第一工業大学福島先生をお迎えしての勉強会 

・9月2日・・・熊本、ザ・タワー見学会 

・9月16日・・・機械式鉄筋定着工法講習会 

   

鉄骨系部会 -----------------------------------------------------------金子部会長 

・10月28日・・・露出柱脚勉強会 

・今後の予定 

   高炉・電炉メーカーとの勉強会 

   “鉄“についての勉強会 

 

特殊(PC)系部会 -------------------------------------------------------山下事務局(代理) 

  ・学会規準改定に伴う勉強会を計画中 

 

木質系部会------------------------------------------------------------川崎部会長 

  ・7月・・・伊万里で中国木材の見学会 

     ・１０月２３日・・・木造住宅の許容応力度設計勉強会。出席者は２３名。 

  ・１１月１３日・・・       〃        。出席者は２４名。 

 

    ・今後の予定 

  ・来年1月に講演会を行う予定。講師は西日本工業大学の菊池重昭先生に依頼している。 

それに合わせて新年会も行う予定である。 

・今後も月一回のペースで木造住宅の許容応力度設計勉強会を行う。 

 ・免震工法の勉強会を計画中。 

 

青年部会--------------------------------------------------------------今林部会長 

 ・現在のメンバー42名（福岡、佐賀、大分、鹿児島、沖縄） 

・ １０月８日・・・鉄構工業会九州ブロック青年部との意見交換会・懇親会 

          （18:00～IPホテルにて、去年に続き2回目、今後定期的な交流予定） 

・ １０月１４日・・・JSCA構造デザイン発表会（東京・日大）参加（今林・重松） 

・ １１月３０日・・・JSCA構造デザインシンポジウム（東京・日大）参加（向井） 

・ １２月 ９日・・・地盤系部会講習会後に青年部会合＋女性部・地盤系部会との合同忘年会 

       （10/14 JSCA構造デザイン発表会および11/30 JSCA構造デザインシンポジウムの報告） 



 

 ＜来年の活動予定＞ 

・ 見学会（熊本方面、沖縄方面など） 

・ 勉強会（青年部構造デザイン発表会、その他勉強会など） 

・ 他団体との交流（鉄構工業会、鉄筋継手協会など） 

 

なでしこ会------------------------------------------------------------浅田部会長 

・ １０月２１日・・・部会（鹿島建設会議室） 

               尾宮支部長のご紹介で、神戸在住の構造設計者（女性）をお迎えしての 

               意見交換会。 

・７月１９日・・・コンクリート系部会主催の「鉄筋電工場見学会」への自主参加。 

 

 ・今後の予定 

     １２月９日・・・地盤系部会・青年部合同の忘年会 

     １月・・・女性部会新年会 

 

編集ホームページ委員会------------------------------------------------森田委員長 

    ・2011.1.20 支部機関誌「ＪＳＣＡ九州１７号」発行予定 
    （メール版と紙面抜粋４ページ版を作成予定） 
     
   耐震改修促進委員会----------------------------------------------------原委員長 

    ・2010/08/03  第２回福岡地区運営委員会 

      「中高層建物の耐震診断と耐震改修」アンケート実施について 
       九州大学六本松校舎実大実験について 
 
     ・2010/09/10  第 3 回福岡地区運営委員会 
      「中高層建物の耐震診断と耐震改修」モデル建物について 
 

     ・2010/9/14 六本松校舎公開実験 事前説明会 

     ・2010/9/20 六本松校舎公開実験（４号館） 80名 

・2010/9/25 六本松校舎公開実験（3号館） 45名 

 
     ・2010/09/30 第 4 回福岡地区運営委員会 
      「中高層建物の耐震診断と耐震改修」モデル建物の決定と補強案依頼準備 
     ・2010/10/7  
      「中高層建物の耐震診断と耐震改修」モデル建物補強案依頼 11 月末完了予定 
 

7.各地区会 最新活動及び事業予定報告 

      沖 縄 ----------------------------------------------------------花城幹事 

    ・10月6日、11月10日・・定例会にてメーカー製品の技術講習会を実施 

・12月8日,1月・・・・・ 定例会にてメーカー製品の技術講習会を予定。 

 ・12月14日・・・・・・ 工業高校にて講話予定。 

 ・1月or 2月調整中・・・ 松井千秋先生の講演会開催予定。 

 ・診断については、 

・今年度数件程度。平成20年4月現在で公立学校の耐震化率82%、診断実施率98.7%。 

      ・沖縄県では塩害による老朽化が著しい為、改築となって改修工事は殆ど無い。 

 ・適判については、 

・今年4月から10月現在までの月平均審査件数は26件。 

      ・沖縄県では、適判機関が県内２件＋１、県外４件で合計6件＋１が指定されている。 



       県内＋１とは、適判制度導入当初の審査の長期化対策として建築士事務所協会が 

行っていたもので、平成22年度で終了となる予定。 

 

鹿児島 ----------------------------------------------------------木場幹事 

 ・９月22日                講師例会 

・１０月２９日～３１日  「かごしま住まいと建築展」 出展 

・１１月２０日       ゴルフコンペ、 

・１１月２６日       例会・忘年会       

・２月            鉄構工業会との意見交換会 

・３月           例会・幹事以外の役員改選 

 

会員 ２２年度      正会員   １名増加 

 

宮 崎 ----------------------------------------------------------川越幹事 

 ・９月２９日・・・第２回技術研修会を１８名の参加を得て開催した。 

 ・１１月２２日・・・第1回役員会を開催し、今年度後半の活動計画を打合せした。 

 ・１２月１５日・・・第３回技術研修会を開催予定 

 ・１月２０日・・・新年会予定（ゴルフ、ボ－リング等） 

 ・３月１５日・・・第４回技術研修会を開催予定 

  

    ※各研修会に若手の参加が増えてきた。 

    ※適判はスム－ズに対応出来ているとのことです。 

 

熊 本 ----------------------------------------------------------澤村幹事 

1.行事について 

・7/2・・・熊本地区総会及び許斐氏「構造の工夫と建築」講演会を開催した。 

   ・7/23・・・熊本地区にて九州支部役員会(第1回)が開催された。 

   ・9/2・・・熊本駅前高層マンション現場見学会(支部RC部会主催)が開催された。 

・11/13・・・熊本ア－トポリス構造シンポジウム 

(熊本駅前大屋根PC構造他-熊本県主催、熊本地区共催)が開催された。 

 2.診断について 

     ・今年度は11月末で330物件の評価が下りている。前年までの件数はないが月2回のペ－スで 

      評価委員会が開催されている。内容は半数以上は改修設計が占めている様だ。 

 3.適判について 

    ・今年度は11月末で193物件の審査が下りている。平均すると月24件程度であり、前年に比べて 

     少しは増加している様だ。 

 

大 分 ----------------------------------------------------------高橋幹事・河野事務局 

 ・７月６日・・・合成スラブ用デッキプレ－トと梁の接合用 「ヒルティ」 の鋲施工見学会を実施 

                      （大分市内）   

    ・８月３１日・・・パラレルユニット構法の耐震補強工事現場の見学会を実施（豊後高田市内）         

    ・９月３０日・・・構造設計若手技術者研修会（第１回）を実施（大分市内を中心に２６名参加）  

                        

    ・１１月１８日・・・構造設計若手技術者研修会（第２回）を実施予定（大分市内を中心に２３名参加） 

               夜懇親会を開催 参加者２１名参加 

     ・１２月３日・・・（社）大分県建築士会建築構造技術センタ－主催の講演会に参加予定 

              １．大分県における構造計算適合性判定の状況報告 

              ２．鉄骨構造の最近の動向と課題（九州大学大学院教授 河野昭彦氏）  

     ・１月初旬    大分地区会新年会を実施予定 



                                                        

      耐震判定会 

         ７月～現在 約６０件終了 

          今年度も昨年度と同様に約１２０件の予定 

     適合判定 

          ４月～現在 約７０件終了 

          昨年度は全部で９０件だったので今年度は１２０件を越えそうです。 

 

長 崎 ----------------------------------------------------------三根幹事 

    ・１１月１９日  地区会総会 （１８名出席） 

    ・伝統木構造講座 ６／２５，２５，７／２３，２４、８／２７，２８開催 

    ・長崎構造設計技術者研修会 １１／９，１／２２，２／２６，３／１９，４／１６，５／２６ 

                   開催予定 

    ・例会 ２／１６，５／１８，９／３０ ３回開催 

    ・会員１名加わり２６名となりました。 

    ・耐震診断件数 ４月～１２月１日まで４３６件 

    ・適合判定件数 ４月～１２月１日まで８０件 

 

佐 賀 ----------------------------------------------------------江口幹事 

・９月２１日・・・構造設計勉強会（建築研究所 向井氏） 

・９月２５日・・・建築士のための総合研修会「地震安全性について」（講師派遣１名） 

・９月２７日・・・耐震診断講習会（講師派遣２名） 

・１１月１０日・・木造軸組構法住宅の構造計画に関する講習会（講師派遣１名） 

・今年度開催予定の若手育成講習会を来年度に延期した。 

・適判   ・・・20年度実績193件（16.1件/月）、21年度実績88件（7.3件/月） 

22年 4月～11月実績92件（11.5件/月） 

・耐震診断 ・・・8月～11月実績47棟、12月～2月予定20棟 

・会員   ・・・２名増（内１名は申請中） 

 

北九州 ----------------------------------------------------------森永幹事 

 ・定期的活動・・・市民に対する住まいの安全耐震無料相談開催 
     月に２回程度 
    ・7 月 23 日・・・第１回役員会（熊本） 
    ・9 月 14 日・・・委員長会議、今後の活動予定の役割分担打合せ 
     （JIA 全国大会、トータルリビングショー、耐震補強講習会、等） 
    ・北九州工コハウス勉強会（市・建築設計団体）不定期３回参加 
    ・10 月 7 日～10 月 9 日・・・JIA 全国大会 2010 九州に JSCA として動員参加 
    ・10 月 8 日・・・レセプションパーティー参加 
    ・11 月 11 日～11 月 13 日・・・北九州トータルリビングショーに六団体の 
     一員として参加（建築相談等） 
    ・12 月 6 日・・・総会を行う予定 
    ・12 月 22 日・・・JSCA 主催の講演会を行う予定 
    「耐震補強設計による 建築デザインと構造技術」 
    ・01.07：北九州六団体合同新年賀詞交歓会に参加予定 
 
    ・耐震診断：年度後半の学校施設は 15 校（約 70 棟）程度発注 
      順次．実施設計．監理を行っている 
      市の一般施設は 20 棟程度が発注されている 
 



8. その他 

 (1).次年度第１回役員会予定--------------------------------------------木場幹事 

   ・2011年第1回役員会は7月22日(金)(鹿児島)で決定 

(2).地区会開催講習会のｼｰﾙ等申請について-------------------------------事務局重松 

・講習会の案内と同時に、構造士の申請、CPD申請、３つの同時申請を行うようにして下さい。 

・シールがお手元の届きましたら、届いた旨のメールを事務局重松まで返信願います。 

 (3).その他 

・2011年 2月15(火)、松井先生をお迎えして講演会予定 

・2011年 2月末、シンポジウム開催予定 

・次回役員会、2011年 3月頃を予定 

 

以上 


