
JSCA九州支部 平成23年度 第3回九州支部役員会議事録 

記録: 新井浩晃  

      

日  時 2012年3月16日（金） 15:45～18:15  

場 所 
福岡朝日ビル  B2F 多目的ホール A室 

住所：福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡朝日ビル 地下2F  

 

 

 

 

出席者 

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

3名 

大塚(真)、川崎、今林、金子、原、佐守 各幹事                   

6名 

吉原、森田、内山、浅田 各委員長・部会長                     

4名 

水野、松下、小林、甲斐(友)、石井 各副委員長・副部会長                

5名 

高嶌、江口、陣川、赤星、高橋、大塚(節)、木場、鎌田(新)、花城 各地区幹事     

9名 

糸永 副幹事                                         

1名 

中村、香田、久松、甲斐(信)、河野、森本、田島、新川 各地区会事務局        

8名 

九州支部事務局 山下、渡部、重松、新井                                     4名 

計40名 

 

議事 (進行順)  

 

1.支部長挨拶 -----------尾宮支部長 

早いもので今年度も最後の役員会となりました。 

来年度も、長崎の構造展、沖縄での役員会、構造デザイン発表会等々、実りある1年にしたいと 

思います。 

本日も、活発な議論をお願いいたします。 

 

2.各種報告 

2012年JSCA構造デザイン発表会支部企画---------今林部会長 

本年は京都で開催予定。 

 昨年終了後に準備委員会が動き出している。 

 昨年は2名発表。 

 本年は昨年以上の人数で発表したい。 

  

 日程 

 4月末までに候補募集 

 5月 九州支部総会にて発表候補 

 6月末までに発表者決定 

 7月上旬 応募締め切り 

 8月本部 より発表採否決定 

 9月頃 JSCA九州支部役員会（沖縄）にて発表概要紹介 

 10月5日（予定） デザイン発表会IN京都 

  

   まずは、各地区会や各部会から申し込みを受付けたいと思います。 

    発表者はJSCA会員、準会員に限定される。 

 不明点は今林までお問い合わせ下さい。 

 



確認検査機関向け講習会について---------上瀧副支部長 

JSCAより講師派遣し、九州支部では福岡と沖縄で実施。 

 福岡で13名の受講、沖縄で18名が受講予定。 

 福岡地区で3月13日に実施済み。 

 沖縄地区では 3月27日に実施予定。 

 

3.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 

  会員数の動向 

  正会員…364名 

  準会員…18名 

  学術会員…13名 

  合計…395名 

 

技術委員会---------吉原技術委員長 

  福岡での適合判定機関の複数化について 

 民間の２社が希望している。 

    

 地盤系部会 -------------佐守部会長・小林副部会長 

12月の活動発表会+忘年会以降、3月までは勉強会を開催することなく平成23年度が終わろうと 

しています。来年度は勉強会の回数を増やし、個々人のスキルアップを図りたいと考えています。 

来年度に向けての活動の希望と意見をこの3月中には集めたいと考えている。 

 

期間内の実績 

3/16(金)：『小規模建築物における地盤講習会』を、建築士会大牟田支部での勉強会企画 
として出前講習会の形式で開催し、40 名の出席があった。 
 

来年度の活動としては、学生を含んだ現場見学会（杭施工）として、5月着工の福岡市中央区の 

現場を、想定しています。既製杭（三谷セキサン）ですので昨年11月30日に行った講習会から 

のつながりも良いと考えている。 

 

 設計規準系部会------------事務局代読(伊藤部会長、木村副部会長:欠席) 

今後の予定として、下記の勉強会を開催する予定にしている。 

４月 ・・・鉄鋼連盟九州地区サブネットワーク主催の「第９回設計式勉強会」の開催を予定 

５月 ・・・設計規準系部会として「非構造部材の耐震設計について」の勉強会を開催予定 

７月 ・・・鉄鋼連盟九州地区サブネットワーク主催の「第１０回設計式勉強会」の開催を予定 

  

コンクリート系部会-------大塚部会長・甲斐副部会長 

第3回：ＲＣ部会 勉強会  佐賀地区会 共催 

■ 2011年12月9日（金） 15:00～17:00  

   「新佐賀県立病院好生館見学会」  

規 模：地上9階建  高さＧＬ+44.95ｍ 大規模免震病院 

場 所： 佐賀市嘉瀬町 

 参加者：40名程度の参加  

【設計・監理】日建・三島設計業務特別共同体 

【施   工】竹中工務店・松尾建設・中野建設・唐津土木 特定建設共同企業体 

見学会：設計概要説明・現場見学・質疑応答  説明者：㈱日建設計 白沢吉衛氏 

 

 



鉄骨系部会 ------金子部会長 

  渡辺通り沿いに、施工中(病院)の建物があり、見学会を検討中である。 

 

  勉強会や講習会を検討中である。 

 

 

特殊(PC)系部会 -------内山部会長・石井副部会長 

日 時 2011年6月29日（水）14：00～15：30 

内 容 「九州学院百周年記念体育館新築工事」現場見学会開催 

     設計監理：㈱石本建築事務所 

     施工  ：松尾建設㈱ 

     参加者は26名。 

アリーナ上屋をプレキャストプレストレストコンクリート造で施工した現場で、 

ＰＣ部材も大変美しく、高評価であった。 

<運営委員会開催> 

日 時 2011年10月 27日時 18：00～ 

内 容  今後の活動内容について 

     会員の要望の強い福岡市内でのPC造またはPRC造現場見学会の開催にむけて努力する。 

<勉強会予定> 

・『ＰＣ性能設計指針勉強会』 

 2012年3月に勉強会を予定していたが、指針の発刊が遅れていおり、来期以降指針が発刊された 

  段階で計画する予定である。 

 

木質系部会----事務局代読（中野副部会長：欠席） 

・『木造軸組工法住宅の許容応力度設計勉強会』 

  10/1  ――― 参加者 24 名 
  11/17 ――― 参加者 20 名 
 
〈新年会〉 
 ・講演『わが社の魅力』  

講演者：ｱｲｴﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 遠藤氏，尾塚建設 尾塚氏，CAMLC 建築設計事務所 松野尾氏 
川崎建築構造設計事務所 加藤氏 

  2/4 ――― 参加者 29 名 
 
 今年は建物１棟の許容応力度設計をテーマとして、 
実際に設計を行っていく予定である。 
 

 次回 ―― 日時：3/31(土)  18:30～20:30 
              場所：男女共同参画推進センターアミカス 

 

青年部会-------今林部会長 

・１２月９日・・・・・第4回青年部会合（沖縄見学会報告）＋ 忘年会（地盤系部会･なでしこ会合同） 

・２ 月１０日・・・・新年会 兼 吉原技術委員長との意見交換会（青年部9名＋吉原技術委員長） 

・２ 月２４日・・・・建築学会アーキニアリングデザイン展凱旋報告会＆懇親会参加（今林･赤司） 

・４ 月～５月・・・・筑後広域公園芸術文化交流施設現場見学 予定 （隈事務所+今林 説明） 

   

その他、建築見学会・他団体交流・構造デザイン勉強会などを予定 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

なでしこ会--------浅田部会長 

2011年度の活動として、昨年11月の活動発表会+忘年会以降、3月までは主だった活動は休止し、 

来年度へ向けての充電期間とした為、なでしこ会としての活動は、メールによる他部会・ 

その他技術情報等の情報展開のみとなった。 

 来年度の活動について意見集約と検討を開始する予定である。 

 昨年から繰り返し述べているように、新たな“なでしこ”の発掘に努める。 

 特に、来年度は会員数を増やし、横のつながりの充実をめざす。 

 

実績 

2/3(金)…新年会（西日本圧接業協同組合の方々との交流） 

 

編集ホームページ委員会------森田委員長・水野副委員長 

・１月２０日・・・支部機関紙「ＪＳＣＡ九州２０号」紙面版  発行 
・１月３０日・・・同上              メール版 発行 
・今後の予定として、機関紙は年４回発刊したい。次号の２１号発行は５月末予定。 
・ホームページ(HP)のリニューアルを水野副委員長が予定している。 
リニューアルの内容としては、下記を予定している。 
◆ 現状のHP の構成が若干複雑であるので、フリーソフトを利用した構成に再編集する。 

それに伴い現状のサーバー(OCN)から変更の可能性がある。 

尚、サーバーの変更があった場合でも現状とほとんど変化はなく、気づくことさえないかもしれない。 

◆ 今回のHPリニューアルにより、HP の更新が比較的、簡単になるので、各地区会及び担当者で独自に 
更新を行うことが可能になる。 

◆ HP リニューアルに伴い、興味がある方には情報を提供します。 
  

耐震改修促進委員会-----原委員長・松下副委員長 

・12/6 耐震診断見積もり依頼 

・12/15 運営委員会 

     ・体育館等大規模空間の耐震改修について福岡県鉄構工業会の協力を得て問題点の整理を行う 

     ・昨年開催した中高層耐震改修報告会の資料を整備し活用できる準備を進める 

   

    ・大規模空間の耐震改修について調査結果の報告 

    ・中高層耐震改修報告会の資料整備について報告 

 

4.各地区会 最新活動及び事業予定報告 

北九州 -------高嶌幹事・中村事務局 

来年度活動予定 

４月・・・北九地区総会 

６月・・・講習会 

８月・・・北九地区会合 

11月・・・産学官が連携した構造系講演会 

１月・・・新年会 

 



佐 賀 -------江口幹事・香田事務局 

・ ６月３日・・・地区会総会、電炉鋼材勉強会（講師：東京製鐵） 

・ ７月８日・・・建築技術者構造研修会（講師：東京ソイルリサーチ内藤氏、地区会員） 

・ ７月３０日・・鉄構工業会との交流会（溶接体験、懇親会） 

・ １２月９日・・佐賀県立病院現場見学会（基礎免震構造）、地区会忘年会 

・ ２４年度計画 

４月・・電炉工場見学会（東京製鐵） 

６月・・岡部ＣＣアンカー勉強会、地区会総会 

７月・・伝統建築（酒蔵・米蔵）移築現場見学会 

・ 診断については：23年度６５棟、24年度８３棟（予定） 

・ 適判については：月10件程度 

              

 

長 崎 ----------陣川幹事・久松事務局 

・２月１日 

SRC造現場（光晴会病院増築工事：鹿島建設（株））見学会を開催した。 

・3月27日 

鉄骨製作工場見学会：鉄骨製作の一連のプロセスおよび品質管理の具体的な手順の研修、 

仕口・継手の詳細および溶接の適用の確認、溶接の体験 

・第３回構造展の開催日時6月２１、２２日に決定。 

場所；長崎商工会議所2階ホール 

・会員１名の増加。 

・診断については、物件数が減少し、事務所協会の判定委員会も不定期開催となっている。 

・適判については、構造センターで１月末118件（審査機関：2社分） 

 

大 分 ----------高橋幹事・糸永副幹事・河野事務局 

   ３月・・・ 技術セミナ－実施予定であったが、６月に延期。 

   ４月・・・駅南再開発地区見学会予定 

  ５月・・・役員会実施予定 

       若手構造技術者との交流会予定 

  ６月・・・技術セミナー実施予定 

       適判との交流会予定 

     *適判件数・・・約１２０件 

     *耐震判定・・・約９０件 

  

・地盤保障では、必要以上の検査を多く行う等の無駄が多い傾向となっている。 

 ・性能保障では、業務の滞りが問題となりつつあり、審査機関に改善を要求している。 

 

熊 本 ---------赤星幹事・甲斐事務局 

・前回役員会以降、特に大きな催しものはない。 

・１月２５日、建築士会の専攻建築士の申請審査をＪＳＣＡ九州熊本地区会幹事として 

    最終審査委員会にて実施。 

・４月よりセミナー等を行っていく予定である。 

・会員については増減なし。 

・診断については、３月時点で約２００件、昨年度実績の約半分である。 

・適判については、３月時点で約３００件、昨年よりやや微増。共同住宅（９～１５Ｆ程度）が多い。 

・月２０～３０件で推移している。 

  

宮 崎 --------大塚幹事・森本事務局 



講習会の件 
  ・8 月 23 日(火) 第１回講習会を開催 
  ・12 月 14 日(水) 第 2 回勉強会(液状化判定)・忘年会を開催 

・2 月 8 日(水)  第 3 回講習会を開催 
今後 
・3 月 27 日(水)  第 4 回講習会を開催予定 
（内容）一部「鉄骨製作上の問題点の整理と改善策について」 
      （斎藤鐵工所 斎藤 嘉憲氏・峰彰鐵工 鎌田 修作氏） 

二部 「連層耐震壁の設計・避難ビルの設計について」 
（宮崎市建築指導係 土田 俊一氏） 

  ・4 月中旬に役員会の予定 
  ・4 月下旬に総会の予定 
 
会員の件 

・JSCA に未加入の構造設計一級修了者には入会を勧めているところである。 
 

耐震診断の件 
・県住宅センターで今年度は５回の予定でしたが、11 月に追加の判定会を行い年間 6 回の開催となり、 
年間 120 棟程度判定の予定である。 
来年度も 6 回開催の予定で年間 80～100 棟程度を見込んでいる様である。 
 

鹿児島 ---------木場幹事・鎌田新幹事・田島事務局 

 ・６月２４日・・・定例会。懇親会。 

  ・７月１７日～１８日・・・東日本震災視察。３名。 

・７月２２日～２３日・・・「九州支部役員会in鹿児島」。東日本震災視察報告、懇親会、 

ゴルフコンペ。 

  ・９月６日～１２日・・・イタリア視察旅行(ミラノ・フィレンツェ・ローマ)。参加３名。 

  ・９月１５日・・・定例会。懇親会。 

  ・１０月２７日～３０日・・・「くらしと建築展」の耐震診断相談コーナー出展。 

  ・１１月１９日・・・定例会。「JSCA金箱会長による講話」開催。忘年会。 

・３月１０日・・・地区総会(幹事改選) 。陶芸体験。 

 

  ・次年度は勉強会を常設を予定している。 

 

 沖 縄 -------花城幹事・新川事務局 

・3月27日・・・スキルアップセミナーを他団体と共催 

・4月11日・・・地区会総会の開催予定。（役員改選） 

・定例会を毎月開催 

・10月、11月頃地区会内デザイイン発表会開催予定 

・沖縄ピロティ－住宅の耐震診断作業中（建防協より依頼） 

・診断については、１，２件／月 程度 

・適判については、20～25件／月 程度 

 

5. その他 

(1)次年度役員人事について-------尾宮支部長 

尾宮支部長の任期が次年度限りである。 

次期副支部長は、大塚さん、原さんを推薦したい。 

 

（2）次年度地区会主催役員会について------------花城幹事 



沖縄にて開催とする。 

沖縄地区から下記提案があった。 

時期について、夏場は避け、9月7日で行いたい→挙手にて決定となった。 

開催方法は沖縄地区会に任せて頂きたい→支部長了承となった。 

 

以上、お疲れ様でした。 


