
JSCA九州支部 平成24年度 第3回九州支部役員会議事録 

記録:重松正幸  

          

日  時 2013年 03月15日（金）役員会 15:30～17:45   

場 所 
ＢｉＶｉ福岡  6階 101号室  

住所：福岡市中央区渡辺通4丁目1-36 ＢｉＶｉ福岡 ６階会議室ゾーン 

 

 

出席者 

 

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

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

上瀧、宮田、内山、浅田 各委員長・部会長                       4名 

福田、小林、中野、加藤 各副委員長・副部会長                        4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 

許斐顧問   石松監査役                            2名 

中村、香田、久松、甲斐、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、福井                         5名 

計39名  

 

議 事 (進行順) 

 

1.支部長挨拶 ----------尾宮支部長 

・昨年は前半は良かったが、後半は講習会等が少なかった。 

今年は反省を踏まえ、今年は活発的な活動を新体制のもと頑張っていきたい。 

 

2.次年度九州担当本部理事挨拶------------------宮田委員長 

・ 尾宮さんの体制を踏襲しつつ、実験等を活発的に行って行きたい。 

次期理事として、JSCA本部に行ってきた旨の報告。 

 

3.各種報告及び審議 

・「人材・仕事情報等」のホームページ掲載に関する支部内規について 

梓設計の求人掲載について、討議を行った。 

 

・その他 

JSCA本部では、JSCAに長年貢献して頂いた方々へ功労賞を送るため、功 

労者表彰制度を作成しようとしています。 

支部としては、手はじめに、ここ20年程度の支部長・副支部長の役職経歴を提出していま

す。 

時間がなく、物故者・各県代表者及び事務局は報告していません。今後、制度 

が固まれば、各地区会のご協力を頂くかもしれませんので、その折にはご協力を 

お願い致します。なお、表彰は今年の秋頃の予定です。 

 

 

4.次年度役員人事について-----------------------宮田委員長・事務局 

  次年度、組織（案）の報告 

  最終的には来年度総会での決定となる。 

  各部会、副部会長２名の合計３名体制とした。 

  ４月中旬頃までに、事務局へ報告する 

  ３名体制の元、講習会等は全て、各部会で運営する事とする。 

 



 

5.各委員会・部会報告及び提案・審議 

 

事業・会員委員会----------宮田委員長 

・次年度総会は、H２５.５.１０に開催する 

・委任状はFAXでの受領も有効とする 

 

 

技術委員会----------上瀧技術委員長 

・ 本部関係 

今年から、「各地区の技術委員長は、年１回は本部の技術委員で地区の活動報告をする。 

・ その他 

福岡県の耐震診断評価委員会に関する情報 

福岡県のマニュアルを改訂中 

 

 

地盤系部会 ----------佐守部会長 

<例 会・勉強会・見学会> 

・ 報告期間では実施しておりません 

<今後の予定・講習会> 

・ 「場所打ち杭の設計施工についての勉強会」開催を計画中 

・ 幹事会社：丸五基礎 

・ 7月に講習会を行う予定 

 

 

設計規準系部会----------吉原部会長 

・Eディフェンスの講習会を行いたい 

・JSCA単独でなく協賛で行いたい 

 

 

コンクリート系部会----------伊藤部会長・木村副部会長 

・３月２３日に 崇城大学の河野先生の退官最終講義が行われます 

 

 

鉄骨系部会 ----------金子部会長 

・ ＪＳＣＡ九州支部と福岡県鉄構工業会の共催で 

平成２５年２月７日（木） 

建築鉄骨懇談会を 『 減災と建築鉄骨 』をテーマとして 

 1) 耐震補強について 

  2）免震・制震構造を取り入れた建物について 

に関して意見交換を行いました。 

 



 

特殊(PC)系部会 ----------内山部会長 

・1.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 

＜講習会＞ 

日 時  平成25年 1月 25日 18：00～20：00 

内 容  『津波避難ビルの設計について』講習会 

場 所   宮崎市  みやざき県民協働支援センター 

 ＪＳＣＡ宮崎地区会、特殊（ＰＣ）系部会、ＰＣ建設業協会の共済で開催 参加者25名 

＜運営委員会＞ 

日 時   平成25年2月27日 14：00～15：00 

内 容  4月 19日講習会に関する打ち合わせ および 今後の活動について 

 

2.今後の予定 

＜講習会＞ 

日 時  平成25年 4月 19日（金）13：00～17：00 

内 容  『-ＲＣをベースに理解する- ＰＣ梁断面の新しい設計手法に関する講習会 』 

場 所   未定 

ＰＣ付着研究会主催 協賛：（社）プレストレストコンクリート建設業協会、特殊（ＰＣ）

系部会 

＜現場見学会＞ 

日 時   未定 

内 容  免震+場所打ちＰＣ造建築物の見学会 

場 所   福岡市内 

 

 

木質系部会----------川崎部会長・中野副部会長 

・ ２月１６日・・・講演会及び新年会。出席者は２３名。 

・ 今後の予定 

 月１回のペースで勉強会を開き。 

・ 去年からに引き続いてモデルプラン１棟の許容応力度設計を行う予定。 

 

 

青年部会----------今林委員長 

・ １２月２１日・・・青年部忘年会 

・  ５月１０日・・・JSCA九州総会（議事録係お手伝い？）。 

・ １０月 頃 ・・・鉄構工業会青年部との交流を予定 

 

・ 今年も、青年部からJSCA構造デザイン発表会への参加をしたいと考えています。 

・ JSCA九州新体制スタートに合わせて、重松部会長と新井副部会長にバトンタッチする予

定です。今林と渡部は青年部に残り、引き続きサポートをしていくつもりです。 



 

編集ホームページ委員会----------今林委員長・福田副委員長 

・ 新春22号の発行が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。 

・ ４月・・・23号（沖縄＆青年部：構造デザイン発表会）の発行を予定 

・ ６月・・・24号（5/10･JSCA九州総会報告）の発行を予定 

      ・皆様からの情報および投稿もお待ちしております。 

また、執筆依頼など差し上げることもあるかと思います。 

今後ともよろしくお願い致します。 

 

 

JSCA構造デザイン発表会準備WG ----------今林委員長 

    ・今年は10月に東京にて開催する予定です。（7月申込締切） 

     去年は九州から4名の発表者を出し、鹿児島地区会からも鎌田さんに発表していただきま

した。 

また、沖縄地区会からは多数の皆様が参加されました。 

     今年も九州から多くの発表者を送り出したいと考えております。 

     よろしくお願い致します。 

 

なでしこ会----------浅田部会長・加藤副部会長 

12月から3月までは活動休止期間のため、各々の研鑽の時期となっています。 

今年も会員の輪を広げるため、女性構造設計者のご紹介をお願いします。 

 

今後の予定 

昨年までのミーティング・サミットは引続き実施する予定で、その開催方法や参加者増加

については、4月からの活動開始に向けて、情報展開を行います。 

新年度に向けて、副部会長と事務局交代に伴う引継ぎのため、会合を3月中に行う予定で

す。 

韓国の女性技術者との交流を目指して、ソウルへの旅行を実施予定です。 

 

 

 

耐震改修促進委員会----------松下委員長 

 ・１月１７日・・・大阪における「公営集合住宅審査要綱」の情報を耐震改修促進委員 

へメール配信 

 

 

 

 



 

6.地区会報告と要望 

 

北九州 ----------高嶌幹事・中村事務局 

 ・1月11日 北九州市6団体によるH25年度賀詞交歓会 

  当会より8名参加 

 ・2月10日 北九州市制50周年記念式典 

 ・2月20日 北九州市第6回都市景観賞及び50周年特別写真等コンテスト表彰式に 

当会より3名出席 

 ・今後の予定 

   3月下旬地区総会予定（24年度活動報告と25年度役員改選及び活動予定） 

 

 

佐 賀 ----------江口幹事・香田事務局 

 ・１月２９日・・・振動解析入門セミナーを開催（講師：ユニオンシステム㈱品川氏） 

             １３名参加 

 ・５月   ・・・総会、勉強会（内容未定） 

・耐震補強現場見学会（外付補強）予定 

 ・診断については、……23年度65棟、24年度96棟 

 ・適判については、……23年度129件（10.8件/月）、 

24年度95件（2月末実績8.6件/月） 

 

 

長 崎 ----------陣川幹事(欠席につき平田代理)・久松事務局 

 ・2月１2日・・・長崎県建築鉄骨研究会創立4周年記念講演会を共催で開催した。 

      講師および演題   

        長崎大学教授 玉井宏章氏---鉄骨接合四方山話- 

あたらしい高強度鋼のボルト接合にむけて- 

        九州大学名誉教授 松井千秋氏---進化する建築骨組構造 

 ・3月5日・・・JSCA長崎地区会 H25第 1回例会 

 ・2か月に1回程度例会を行う予定。 

 ・今後、現場見学会、勉強会を行っていく予定。 

 ・会員が2名増えました。 

 ・診断については、3月末で167棟。 

 ・適判については、2月25日で127件（建築構造センター、国際確認検査センター）。 

 

 

 

 



 

大 分 ----------高橋幹事・河野事務局 

・１２月 ７日・・・ＪＳＣＡ九州役員会実施。 

・１２月２０日・・・忘年会を開催。 

・３月・・・地区役員会実施予定。 

     大分適判との座談会予定。 

・４月・・・若手構造技術者技術セミナー実施予定。 

・５月・・・大分駅南建物見学会予定 

       若手構造技術者との交流会実施予定 

・６月・・・技術セミナー実施予定。 

建築士会との交流会予定 

   地区役員会実施予定 

・耐震診断件数  ７６件。 

・適判件数   ２１６件。 

 

 

熊 本 ----------赤星幹事・甲斐事務局 

・平成２４年１１月３０日、講演会開催 

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」 

・若手および学生と協同したイベントを企画したい。 

・会員については、年末に１名増、年明け１名減で増減なし。 

・診断については、昨年度と変わらず。 

・適判については、例年並み。月２０～３０件で推移。 

 

 

宮 崎 ----------大塚幹事・森本事務局 

・１月２５日  第４回技術研修会（JSCA九州宮崎地区会、特殊（PC）系部会、PC建設業協

会と共同開催） 

「津波避難施設の設計について」を開催 

・３月５日     宮崎地区会 第2回役員会を開催 

         ・今年度の活動についての反省と次年度の計画 

         ・役員改選について 

・４月初旬     宮崎地区会 総会を開催予定 

・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７回開催予定で、順調に進ん

でおります。 

 現在６回消化し、３月を残すのみになっています。 

 

 



 

鹿児島 ----------鎌田幹事・田島事務局 

 ・４月２６日・・・地区役員会を開催。 

 ・５月１１日・・・九州支部総会に３名出席。 

 ・５月１２日・・・川口衞 法政大学名誉教授、古市徹雄 千葉工業大学教授による 

見学会および講演会 

 ・６月 １日・・・勉強会を他団体と共同で開催。「制震、免震の構造計算について」 

 ・６月２９日・・・６月例会を開催。 

 ・８月２３～２６日・・・台湾研修旅行へ６名参加。 

 ・９月 ７日・・・九州支部役員会＠沖縄に２名出席。 

 ・１０月 ４日・・・地区役員会を開催。 

 ・１０月 ６日・・・構造デザイン発表会＠京都に１名出席。 

 ・１０月１２日・・・１０月例会を開催。 

 ・１０月１９～２１日・・・「住まいと建築展（県主催）」に参加。 

 ・１１月 ２日・・・鉄構工業会青年部と合同で郡山市より講師をお招きして 

講演会を開催。「東日本大震災について」 

 ・１１月３０日・・・災害フォーラムに出席。（鹿児島大学主催、ＪＳＣＡ鹿児島後援） 

 ・１２月 ７日・・・九州支部役員会＠福岡に１名出席。 

 ・１２月１２日・・・忘年会を開催。 

 ・２月２８日・・・地区役員会を開催。 

 ・３月１５日・・・九州支部役員会＠福岡に２名出席予定。 

 ・３月下旬 ・・・○○体験を開催予定。 

 ・３月下旬 ・・・鹿児島地区総会を開催予定。 

  ・適判については、12.10月/20件、11月/17件、12月/20件、13.1月/15件、2月/22件 

 

 

沖 縄 ----------花城幹事・新川事務局 

・各月定例会の開催 

・３月末    ：他団体事業の支援「診断技術者育成事業」「耐震化促進支援事業」 

・３月末   ：他団体事業の支援「沖縄県建築物耐震性能検討調査業務」 

・3月26日  ：「デザインナーのための構造セミナー（第5回）」への講師派遣 

（講師：水野氏） 

・適合判定   ：20～25件程度で推移。 

・耐震診断・改修：診断物件22件、改修設計物件7件 

 

 

 

7. その他 

 次回役員会開催地について 

・次回役員会は、北九州地区で  7月 26日に開催します。 

 

  

 

以上、お疲れ様でした。 


