
JSCA九州支部 平成24年度 第1回九州支部役員会議事録 

記録 新井浩晃   

日  時 2012 年 9 月 7 日（金）役員会 14: 00～17: 00   

場 所 
沖縄県立武道館 1 階会議室  

住所：那覇市奥武山町 52  TEL 098-858-2700 

 

 

出 席 者 

尾宮支部長、大塚(真)、原 両副支部長                               3 名 

松下、吉原、伊藤、川崎、今林、佐守 各幹事                        6 名 

内山、浅田、水野 各部会長・副委員長                              3 名 

高嶌、江口、陣川、赤星、高橋、大塚(節)、鎌田、花城 各地区幹事           8 名 

久松、甲斐、森本、田島 各地区会事務局 三根、渡邊、坂本、松村 各地区会会員 8 名 

青年部会 安達部会員 なでしこ会 石井部会員                              2 名 

沖縄地区会事務局 新川  九州支部事務局 山下、新井、重松               4 名 

沖縄役員会実行委員長 安里  中本、西里、東江、島袋 各沖縄地区会会員   1+4 名 

JSCA 北海道支部 山脇克彦氏                                 1 名 

計 40 名

 

 (議事) 

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

    長崎地区会の元地区幹事の綾部さんが９月１日お亡くなりになりました。ご冥福をお祈りいたします。 

   福岡市の建築指導部から、指導・顧問的立場の職員の欠員が出たので、JSCAにも後任の推薦依頼あり。     

    本日も活発な御意見をお願いいたします。 

                                                  

2.沖縄地区会幹事挨拶------------------------------------------------------------------  花城幹事 

たくさんの方に沖縄にお越し頂き、ありがとうございます。 

役員会に先立ち午前中には、JSCA 北海道支部の山脇さんの御尽力で、海底トンネル換気塔の見学会を行

った（35名程度の参加）。 

沖縄地区会では、役員会実行委員会をつくり本日の準備をしてきた。 

役員会後、Ⅰ部ディナークルーズ、Ⅱ部民謡酒場での懇親会も計画しているので参加頂きたい。 

    各自自己紹介を行った。 

 

3.各委員会・部会報告及び本年度事業計画 

 

   事業・会員委員会------------------------------------------------------事務局報告 

    １０月４日にスキルアップセミナーを開催いたします。 

 

技術委員会------------------------------------------------------------事務局報告 

設計規準系部会では、振動解析講習会を４回シリーズで行っている。また、耐震改修促進部会でも、

動的解析による耐震改修等の講習会を計画している。会員の振動解析に関しての知識を増やす努力を

行っている。 

  

   地盤系部会 -----------------------------------------------------------佐守部会長 

    例会を４月に実施。 

上期には具体的な活動が行えなかった。 

    下期には既成杭の施工見学会、工場見学会を行いたい。 

    場所打ち杭の講習会を行いたいと考えています。 

 

   設計規準系部会--------------------------------------------------------吉原部会長 

    福岡適判がガイドライン（判定事例集）を作成している。 

その内容についての住宅センターとJSCAで協議会を開催した。 



ガイドライン（判定事例集）は大方完成している。 

愛知県の適合判定機関の判定事例講習会の資料を入手している。今後講習会（勉強会）を計画したい。 

振動講習会を計４回の予定で実施している。６、７月に実施済み。９、１０月に実施予定。 

 

   コンクリート系部会----------------------------------------------------伊藤部会長 

  ＜活動報告＞ 

・７月３０日・・・鉄鋼連盟九州地区サブネットワーク主催の「第１回設計製作勉強会」開催 

                     勉強会テーマ ［柱・梁接合部」及び「自由テーマ」 

               参加者は２０名（学術委員：４名、構造設計者：１０名、行政：１名 

                       ファブ：５名） 

＜今後の活動予定＞ 

・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。 

・１１月下旬・・・鉄鋼連盟九州地区サブネットワーク主催の「第２回設計製作勉強会」の    

開催を予定 

・１１月中旬・・・西圧協共催でガス圧接に関する勉強会を開催予定(11/20頃を予定) 

      ・３月   ・・・鉄鋼連盟九州地区サブネットワーク主催の「第３回設計製作勉強会」の     

開催を予定 

 

鉄骨系部会 -----------------------------------------------------------事務局報告 

  今期は見学会を予定しているが、詳細は未定。 

 

特殊(PC)系部会 -------------------------------------------------------内山部会長 

  ＜活動報告＞ 

・長崎構造展参加 

日 時 6月21日（木）～22日(金) 

内 容 プレストレス力を利用した耐震補強工法および施工例の紹介 

           アウト（外）フレーム工法、パラレル工法 

・運営委員会 

  日 時  8月 24日（金）18：00～20：30  

内 容  今後の活動方針の確認および懇親会 

＜今後の活動予定＞ 

・講習会 

日 時  11月予定 

内 容  『津波避難ビルに関する講習会』 

場 所   宮崎市 

  ＪＳＣＡ宮崎地区会、特殊（ＰＣ）系部会、ＰＣ建設業協会の共済で開催予定 

・現場見学会 

日 時   未定(2013年1月頃を考えている) 

内 容  ＰＣ造建築物の見学会 

場 所   福岡市近郊 

 

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

  ＜勉強会＞ 

『木造軸組工法住宅の許容応力度設計勉強会』 

       6/16  ――― 参加者20名 

       7/21  ――― 参加者15名 

         8月休会 



       次回 ―― 日時：9/15(土)  18:30～20:30 

                   場所：男女共同参画推進センターアミカス  

＜見学会＞ 

      10月予定 

       ・梅谷仏具店：尾塚建設施工 現場見学会 

       ・福岡市民防災センター見学 

       ・伝統工法の木造の基準が順調にいけば、来年３月に国土交通省に報告される予定。 

    ・４号建物の勉強会を長崎総合科学大学で実施する。 

 

 

青年部会--------------------------------------------------------------今林部会長・安達会員 

＜活動報告＞ 

  ６月１５日・・・現場見学会（筑後広域公園芸術文化交流施設） 

  ９月 ７日・・・沖縄役員会（青年部より安達亮平さん参加） 

  １０月５日・・・JSCA構造デザイン発表会2012in京都（青年部より山田宗一郎さん発表） 

＜今後の予定＞ 

     11月・・・PC構造の設計&施工について勉強会（青年部員の石井・福田両氏より説明） 

     12月・・・忘年会 

＜慶事＞ 

     11月に青年部の会員同士（山田さん・中井さん）が結婚されます。 

 

 安達さん自己紹介。「様々な部会に参加して積極的に勉強していきたいと思います。」 

 

 

なでしこ会------------------------------------------------------------浅田部会長・石井会員 

＜活動報告＞ 

2012年度の活動として、昨年に引き続き月1回の例会を行うこととしています。この例会は“ミーティ 

ング”と呼び、日程も昨年とは違って第3火曜日の固定で開催しています。 

実積として4/17、5/15、6/19、7/24の 4回開催となっています。 

3月に今年度の活動のプレ例会として、唐津の高取邸見学を実施しました。 

5月は支部総会が開催されましたが、例年通り受付のお手伝いをするとともに、懇親会へ参加して   

活動と参加人数の拡大へご挨拶をさせて頂きました。その成果として、メーカーの方による勉強会   

の企画を頂き、今年度内に3回実施する予定です。（1回目7/10実施済、2回目9/11予定、3回目日  

程未定） 

6月は長崎構造展へ出向き、長崎の構造に携わる女性や、大学の女性の先生とも交流を深め、     

今後のご参加をお約束頂きました。 

      7月は”サミット“と銘打った勉強会を開催、8月は暑気払いを行いました。 

     昨年までと比べて、参加人数も少しずつ増え、活動のバラエティも広がっているところです。 

    ＜今後の予定＞ 

      9月 第2回サミット 

      11月 活動発表会 

      日程未定 見学会（伊藤伝右衛門邸） 

  

 

編集ホームページ委員会------------------------------------------------今林委員長・水野副委員長 

     ５月に行われた総会・講演会の報告をメール版で配信しました。 

     ホームページをリニューアルしました。 



もう少しホームページの内容を増やしたいので、講習会や見学会の実施風景の写真などをアップしたいと

思います。 

講習会の実施案内などは、水野さんにも送信する事。 

 

耐震改修促進委員会----------------------------------------------------松下委員長 

  ＜活動報告＞ 

・７月２日、８月３１日・・講習会準備打合せほか。 

  ＜今後の予定＞ 

・予定１０月１８日・・・講習会「動的解析による耐震改修及び地震動評価・地盤調査」 

   ・体育館補強見学会・・・適当な現場を探しています。 

 

 

4.地区会報告と本年度事業計画 

 

  沖 縄 ---------------------------------------------------花城幹事・新川事務局・安里実行委員長 

・毎月１回の定例会 

 ・８月１０日・・・9月7日九州役員会沖縄大会に向けての地区会結束の懇親会 

 ・８月２９日・・・建築サポートセンターとの連携で「診断技術者育成事業」、 

             「耐震化促進支援事業」のスタート～年度末まで。 

    ・11月・・・・・・地区内デザイン発表会の開催予定      

 ・診断については、……市営住宅系で５，６棟。那覇市で学校施設の劣化調査１７校予定 

 ・適判については、……２０～２５件程度で推移。 

 

鹿児島 ----------------------------------------------------------鎌田幹事・田島事務局 

  ・５月１２日・・・川口先生と古市先生による見学会（姶良体育館）及び講演会を開催した。 

 ・６月 １日・・・「制震、免震の構造計算」について他団体と合同で開催した。 

 ・８月２３～２６日・・・台湾旅行に６名参加。 

 ・９月２１日・・・９月例会を開催予定。 

 ・１０月・・・「住まいと建築展」にて耐震相談会を予定。 

 ・１１月２日・・・鉄構工業会と合同で「東日本大震災に関する講演会」を開催予定。 

 ・１１月・・・レクリエーションを開催予定。 

 ・１２月・・・講師をお招きして講演会と忘年会を予定。 

 

宮 崎 ----------------------------------------------------------大塚幹事・森本事務局 

   ・6月27日  第1回技術研修会を開催した。 

「地質調査から見えてくる地盤の特性 及び建物の基礎工法の選定について」 

   ・9月6日 講演会 （JSCA九州支部宮崎地区会後援） 

「建築家 隈 研吾 講演会」（演題：場所の力） 

   ・10月12日 第2回技術研修会 （協）宮崎県鉄構工業会と共同で講習会を開催予定 

構造設計について（講師：尾宮支部長） 

   ・12月中旬 第3回技術研修会（内容は未定）・忘年会を開催予定 

・1月    第 4回技術研修会（内容は未定）を開催予定 

・2月    宮崎地区会 第2回役員会を開催予定 

 

・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す。 

・診断については、宮崎県建築住宅センターにおいて今年度は６回開催予定ですが、順調に進んでおります。 

 今年度は１００件程度が予定されております。年度末に向けて集中する傾向にあります。 



・宮崎では建築系の学科がないので、専門的な講師は県外にお願いしなければならないので、ご協力お願いします。 

 

 

熊 本 ------------------------------------------------赤星幹事・甲斐事務局、坂本、松村各会員 

  ・６月５日 地区会役員会の開催 

・７月1３日 地区会総会の開催 

 ・１１月３０日、講演会予定 

テーマ：「東京スカイツリー 建設における技術的課題とその克服」（仮題） 

    ・圧接関係の講習会・見学会を予定している（詳細未定）。 

・会員については、支部総会以降に１名増 

 ・診断については、昨年度と変わらず 

 ・適判については、８月末時点で約１５０件、例年並み。月２０～３０件で推移。 

  

 

大 分 ----------------------------------------------------------高橋幹事 

    ・９月中旬 役員会予定 

・１０月初旬 現場見学会予定 

・１１月初旬 若手構造技術者勉強会予定 

・１２月中旬 JSCA・建築士会・大分適判との意見交換会予定 

・耐震診断  ４月～８月 １９件  今年度予定 残り７６件 

     ・適判     新年度に入って１０５件 

 

長 崎 -------------------------------------------------陣川幹事・久松事務局・三根、渡邊各会員 

     ・６月２１，２２日：第３回建築構造展を開催しました。 

     講演会入場者：約100名   構造展来場者：約750名 

・７月２７日例会 

建築構造展の総括（JSCA長崎地区会、建築士会長崎支部青年部、長崎県建築士事務所協会長崎支部構造

部会） 

4年後に第4回構造展開催を目標として交流を深め、活動して行くことを確認。(約20名) 

・９月末例会開催予定：長崎県鉄鋼工業会青年部との意見交換を予定 

・11月末長崎地区会総会予定。 

・診断については、判定委員会判定棟数：６～８月は 10棟／月程度。 

・適判については、4月～8月で67件（建築構造センター  、国際確認検査センター）  

 

 

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

・ ６月８日・・・・・地区会総会、CCアンカー勉強会（岡部） 

・９月22日・・・・UT検査講習会を行った（鉄構工業会） 

 ・１０月中旬・・・・伝統木造建築移築見学会（40～100坪の3棟） 

 ・１２月１～２日・・電炉工場見学（東京製鐵） 

 ・診断については・・ 23年度65棟、24年度83棟（私立高校、幼稚園、保育園に県の補助あり） 

 ・適判については・・24年度4月～8月41件 

 ・本年度より、適判機関が複数化されました。 

 

 

 

北九州 ----------------------------------------------------------高嶌幹事 



・ためになる建築構造技術者の勉強会を開催した。 

   ６月29日・７月６日・７月13日・7月20日・7月27日の合計5回シリーズで行った。 

   講師 政時会員 S造２回、RC造２回、基礎１回 各２時間 

      各回共参加者は約４０人程度であった。最終回に懇親会を行う。 

    ・建築行政連絡協議会  

   ７月24日 10時から12時 市役所会議室にて建築都市局指導部主催で行われた。 

行政側より13名 建築士会、建築士事務所協会、建築家協会、建築構造技術者協会。 

   ・北九地区会連絡会議 

     8月 30日 6時30分～21時 まで 懇親会と併せて行った。 

     8月までの活動報告及び今年度当面の活動計画 

   ・今後の活動計画 

     産学官による建築構造講演会 

     11月 1日 「東京スカイツリーの種々の施工新技術紹介」、「北九州市の耐震対策」 

     トータルリビングショー 

     安藤忠雄の講演会 

 

5. 構造デザイン発表会報告 

(1). 九州支部発表概要報告-------------------------------------------今林委員長・鎌田幹事 

    ・10月4日に行われる構造デザイン発表会の作品概要の説明が行われた。  

 

(2). 北海道支部からの報告------------------------------------------ 北海道支部 山脇克彦氏 

    ・北海道支部の活動及び構造デザイン発表会への取組みに対する報告が行われた。 

                                                  

 

 

6．その他 

  ・次回の役員会は、11月末か12月初旬とする。詳細は後日連絡。 

  

   お疲れ様でした。 

 

 

 


