
JSCA 九州支部 平成 25 年度 第 3 回九州支部役員会議事録 

記録:新井浩晃  

          

日  時 平成 26 年 03 月 14 日（金）  15：30～17：45 

場 所 
天神チクモクビル 

住所：福岡市中央区天神 3-10-27  TEL 092-715-3250 

 

 

出席者 

宮田支部長、大塚、原  両副支部長                             3 名 

松下、吉原、伊藤、今林、  各幹事                              4 名 

尾宮、上瀧、川崎、 各委員長・部会長                            3 名 

水野、福田、甲斐、越智、山下、 各副委員長・副部会長                 5 名 

高嶌、江口、岡崎（陣川氏の代理）、赤星、高橋、森本、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、和田、田島、新川  各地区会事務局         8 名 

支部事務局  渡部、重松、新井、福井、加藤                             5 名 

                                                 計 38 名 

 

議事 (進行順) 

 

1.支部長挨拶 ----------宮田支部長 

・本日は議事内容が多いので速やかにお願い致します。 

・本日も活発なご意見をお願い致します。 

 

2.今年度の総括と来年度の活動方針について----------宮田支部長 

・今年度の総括として、例年通りの活動ができた。 

 来年度も宜しくお願い致します。 

・参加型実験を予定している。1/30 に木村先生と協議し、来年度実施の予定。 

・JSCA 法人化 25 周年記念事業を予定している。 

 

3.支部総会及び来年度役員人事について----------宮田支部長 

・今年度と同様とする。 

 

4. 事務局新体制について----------宮田支部長 

・現事務局（福井、渡部、重松、新井、奥間）は体調不良・任期満了等により、今期をもって退任する。 

・来期からの新事務局は、石松、加藤、和泉（旧姓日野）で行うが、もう 1 名(賛助会等担当) 

どなたかを推薦してほしい。 

・事務局作業の負担軽減として、ストラクチャー原稿（年 4 回、まとめ１回）をＨＰ編集委員会へ移行する。 

 

尚、事務処理移行期間として、来期 1 年間、現事務局局員 5 名(福井、渡部、重松、新井、奥間)は、 

新事務局をフォローする。但し、事務局維持費は無し。 

 

5.JSCA25 周年記念事業（講演会）--------重松青年部会長 

     ・開催日は 2014 年 7 月 11 日であり、開催地は大分県である。 

・イベントに先立ち、5 月の支部総会後に行われる講演会(斉藤公男(さいとうまさお)先生)を 

記念講演とする。 

     ・九州構造デザイン発表会を行う。 

     ・パネルディスカッション「(仮称)構造デザインと構造技術者の職能」を行う。 

     ・本部作成パネル展示を行う。 



     ・本イベントについては、建築士会、事務所協会他建築関連団体・学生にも広くアナウンスしていく予定。 

 

6.各委員会・部会報告 

事業・会員委員会----------事務局 

・この 1 年で 1 人退会、3 人入会 

・現況  学術会員  13 名 

      一般会員  17 名 

      正会員  365 名    合計 395 名 

 

技術委員会----------上瀧技術委員長 川崎副委員長 

・福岡県、北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市主催 建築物耐震改修セミナ－で講習（90 分） 

３月１０日・・・（北九州）60 名程度参加 ３月１９日・・・（福岡）予定。 

          ・今後の予定として、５月の総会で今年の方針が決定したら、一度本部の技術委員会に出席（方針の報

告）予定。 

      ・２年限定の耐震改修法改正の進行状況により、必要があれば多方面に働きかける予定。 

・４月 1 日に新適判（㈱住宅保証、元センタ－の山本氏が主査）がスタートする。2 つ有という効果に期待。 

 

地盤系部会 ----------佐守部会長 小林副部会長欠席の為、事務局代読 

 <例 会・勉強会・見学会> 

・報告軌間では実施しておりません 

 

<今後の予定・講習会> 

・「既製杭の工場見学」開催を計画中（少し暖かくなってからと考えています） 

 幹事会社：三谷セキサン 

・4月上旬に平成26年度の活動方針打合 

日時・場所 （未定）  

 

設計規準系部会----------吉原部会長 甲斐副部会長 

・今後実施してほしい講習会、勉強会がありましたら挙げていただきたい。 

・構造計画（構造デザイン）の勉強会を考えたい。 

 

コンクリート系部会----------伊藤部会長 

・３月７日・・・西圧協共催で講習会開催。主席者は２０名（会員１３名） 

内容はＪＳＣＡ九州支部 許斐顧問の講演と鉄筋継手・定着工法について 

    ・木村副部会長の後任として越智副部会長の承認がおこなわれた。 

 

鉄骨系部会 ----------尾宮部会長（出席） 金子・山田副部会長（欠席） 

・２月１４日・・・「鋼構造に関する最近の動向」 

講師：新日鉄住金 担当者 

場所：電気ビル共創館 

出席者：３９名 

 

特殊(PC)系部会 ----------内山部会長・石井副部会長(欠席)  山下副部会長（出席） 

・＜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 』 

主 催  PC付着研究会 

協 賛  特殊（PC）系部会 （社）プレストレストコンクリート建設業協会 



会 場  都久志会館601会議室 

参加者  37名 

講 師  中塚 佶（元大阪工業大学 教授） 

     PC構造設計の専門家（ピーエス三菱/オリエンタル白石/建研） 

     PC鋼材の専門家（神鋼鋼線工業/高周波熱錬/住友電工スチールワイヤー） 

＜現場見学会＞ 

・ 日 時  平成25年 7月27日（土） 14：00～15：30 

場 所  新はこざき公園内科医院新築工事現場（元請：㈱大林組） 

     福岡市東区松島3丁目10-15 

主 催  特殊（PC）系部会、コンクルート系部会 

内 容  免震ピット及び免震装置 

     場所打ちPC造大梁の緊張作業・PC鋼材の配線、配筋状況 

    参加者  15名 

 

木質系部会----------川崎部会長（出席） 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』 

・忘年会   平成２５年１２月 ７日・・・ 参加者 １７名 

  

・今後の予定として、平成２６年 ４月 ５日に 

講演会『①建築用として供される木材の強度について(仮題)』 

『②地元の製材工場における乾燥材生産について(仮題)』 

『③福岡県産材の入手法、利用法について(仮題)』 

講師：福岡県森林林業技術センター  廣田研究員、占部研究員、片桐研究員 

その後に懇親会を予定している。 

・伝統工法についての規準化は本年度中は無理の様子である。 

 

青年部会----------重松部会長 新井副部会長 

・１１月２９日（金）・・第３回 定例部会 ＆ 忘年会 

デザイン発表会報告、見学会報告、１月勉強会の打ち合わせ 

 

 ・ １月１８日（土）・・工業組合福岡県鉄構工業会青年部と 

「柱脚」に関する勉強会および親睦懇親会 

ＪＳＣＡ青年部１６名、鉄構工業会青年部１４名、計３０名が参加 

青年部から１名（春元さん）正会員に申込済み 

 

 ・ ２月８日（土）・・・佐賀地区で行われた「建築鉄骨関連資材商品説明会」に 

ＪＳＣＡ青年部から重松、向井２名と福岡県鉄構工業会青年部３名で参加 

 

 ・ ２月２８日（金）・・第４回 定例部会 

青年部・なでしこのメンバーで２５周年記念事業実行委員会を発足し、 

その第１回会合を行った 

 今後の予定 

 ・４月から６月・・２５周年記念事業の準備活動 

 ・５月・・・・・・第１回 定例部会（予定） 

 ・７月１２日・・・大分見学会（予定） 

 

編集ホームページ委員会----------今林委員長 水野、石井（欠席）福田副委員長 

・１月２３日・・・メール版25号（新春号）配信 



    ・１月２９日・・・Structure構造家アラカルト（熊本・中山構造研究所）インタビュー 

 ・３月  日・・・メール版26号（九州構造デザイン発表会号）配信予定済 

 ・６月  日・・・メール版27号（総会号）配信予定 

 

★7月１１日（大分）「JSCA九州構造デザイン発表会＆PD」に向けて案内配信をして行く予定です。 

 

なでしこ会----------浅田部会長・松尾・石井副部会長欠席の為、加藤さんが代読 

例年通り、4月から月1回のミーティングを第3火曜日に開催していますが前回の役員会以降、

活動休止期間にしています。 

<実施実積> 

1/31…従来11月に開催しているサミット（活動発表会）を12月に延期していましたが、年末の

繁忙のためさらに延期し、1月末の開催となりました。 

  参加者6名で、2時間たっぷり、2013年の「私+仕事」というテーマで個々の活動を発表

し、ディスカッションを行いました。 

  みなさん、それぞれの職場で激務の中、仕事や人間関係に悩みながらも“リケジョ”と

しての自分の生き方を模索している内容の発表で、多少聞きたいことを我慢しながら、

何とか時間内に終わらせたという状況でした。 

     <今後の予定> 

4/8…2014年第1回ミーティング（毎月第2火曜開催） 

7/11「ＪＳＣＡ九州２５周年記念構造デザイン発表会in大分」での実行委員会へ3名参加して

おり、そのほかにも当日参加して、大分でのなでしこ会を開催できれば、と考えています。 

 

耐震改修促進委員会----------松下委員長 上瀧、原副委員長 

 ・１２月２５日・・・福岡県耐震相談窓口に関する打合せ（事務所協会）を行った。 

 ・１２月２６日・・・福岡県耐震相談窓口に関する打合せ（県内窓口＋県指導課）を行った。 

    ・九州各県の情報収集を今後行う予定。 

 

7.地区会報告と要望 

北九州 ----------高嶌幹事 中村事務局 

・日 時 1月10日 (金)  

内 容 「北九州市６団体による講演会及び賀詞交歓会」 

   11 名の会員が出席 

 

今後の計画 

    ・４月上旬に総会予定  

    25年度決算報告及び活動報告 

役員人事 

26年度活動計画 

その他  

佐 賀 ----------江口幹事 香田事務局 

・２月８日・・・鉄構工業会青年部との勉強会及び懇親会（柱脚・柱梁接合部） 

 ・２月２０日・・耐震補強現場見学会（外付け鉄骨ブレース補強） 

 ・５月  ・・・総会、勉強会（内容未定） 

 ・免震勉強会を開催する予定 

 ・診断については、……24年度96棟、25年度48棟。法による該当物件はホテル16棟程度 

 ・適判については、……24年度103件（8.6件/月）、25年度110件（2月末実績10.0件/月） 

 

長 崎 ----------岡崎（陣川幹事代理） 久松事務局 



平成２５年度 

 ・５月１7日・・・例会・懇親会 

    ・７月１２日・・・総会・懇親会 

・９月１３日・・・例会・懇親会（佐世保）、海上自衛隊資料館見学会 

・１０月３日・・・例会・懇親会  

         一貫構造計算プログラムの特性比較（講師：オーディーエー 小田氏） 

         東海・東南海地震に関して制振材を使用した具体的事例（NTTファシリティーズ総研 斉藤氏） 

・1月３０日・・・例会・懇親会、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正についての意見交換会 

 ・３月１日 ・・・例会・懇親会、「建築物の天井脱落対策に係る技術基準の解説」講習会 

 ・４月３日 ・・・例会・懇親会の予定、７月１１日の構造デザイン発表会候補作品打ち合わせ予定 

 ・会員に変動なし 

 ・診断については、１６３件 

 ・適判については、建築構造センター １５８件、国際確認検査センター １４件 

 

大 分 ----------高橋幹事・河野事務局 

平成２５年 

３月 ９日 大分適判との交流会  

４月２８日 豊州パイル工場見学会 

５月１８日 建築士会新法人発足祝賀会に出席 

８月２１日 生コンクリート品質管理のための工場立入検査立会参加  

 

９月１４日 大分大学との交流会 

９月２８日 大分駅南再開発見学会  

１０月４日 大分地区総会 

１１月３０日 耐震改修促進法改正の勉強会 

 

平成２６年 

３月６日 大分県庁免震改修現場視察（県外からも参加） 

 ３月６日 県立美術館現場視察 （県外からも参加） 

 ４月中旬 若手構造技術者勉強会 

５月中旬 役員会及び JSCA 役員会（大分地区にて）の準備会  

６月中旬 役員会及び JSCA 役員会（大分地区にて）の準備会  

７月１１日 JSCA 役員会（大分地区にて） 

７月中旬～下旬 大分駅ビル見学会 

適判物件 １９６件 

 耐震判定    ６８件 

 

熊 本 ----------赤星幹事・甲斐事務局 

・平成２６年１月２９日、ストラクチャー掲載記事、熊本地区の中山構造研究所取材 

 ・平成２６年５月、地区役員会、地区総会予定 

 ・会員については、１名増 



 ・適判については、月２０件程度で推移。 

 ・診断については、最近増加傾向。年８０件程度。 

宮 崎 ----------森本幹事・和田事務局 

・１０月２３日・・・(社)宮崎県建築士事務所協会 主催、JSCA 宮崎地区会 後援にて、 

(株)建築構造センターと工学院大学より講師を招いて建築構造講演会を開催

しました。 

「東北地方太平洋沖地震の被害・教訓」，「鉄筋コンクリート造の配筋の要点」 

・１１月１５日・・・（協）宮崎県鉄構工業会と合同共催にて研修会を開催しました。 

            「東日本大震災の被害状況と対策」 

・１月２４日(予定)・・・宮崎県延岡市庁舎(免震構造)現場 見学会を行う予定。 

     ⇒ Ｈ２６年１０月頃に延期となりました。 

・３月末 ・・・地区役員会開催予定 

・４月初旬・・・地区総会開催予定 

・診断については、判定会を年5回実施予定で、件数は60程度 

・適判については、月平均7～8棟前後、年間100件程度 

・年4回程度の研修会を行う予定である。 

・鉄構工業会との勉強会を行う予定である。 

・会員の意見を反映した勉強会を行う予定である。 

・要望として、九州巡回型勉強会を企画していただきたい。 

 

鹿児島 ----------鎌田幹事・田島事務局 

 ２月 ７日   鹿児島県構造設計事務所協会・総会に出席 

 ２月２７日   鉄構工業会のＩＴセミナーに出席 

 ３月１０日   鹿児島大学・塩屋教授による講習会に出席 

「ＲＣ構造を超える木質ラーメン構法と構造性能」 

今後の予定について 

 ３月２０日   鹿児島地区役員会 

 ４月中旬    鹿児島地区総会（地区幹事改選後に今後の予定を決定） 

 ７月      大分でのデザイン発表会にて１名が発表 

 

 診断については、１０７件（３月中旬時点  去年：１８０件） 

 適判については、２０８件（３月中旬時点  去年：２２２件） 

 

沖 縄 ----------花城幹事・新川事務局 

・偶数月での定例会開催 

 ・1月10日‥‥建築関連8団体合同新年会／地区会新年会 

 ・4月上旬‥‥地区会総会 

    ・7月11日‥‥第一回役員会in大分へ作品発表と応援隊派遣 

 ・10月‥‥‥ JSCAデザイン発表会見学派遣 

    ・会員が1名増えました。 

 ・診断については、本年度末で累計50件。 

・避難道路指定は来年年度末あたりに方針決め 

 ・適判については、県内２機関で35から45件／月ペース。 

 

7. その他 

 (1).次回役員会開催地について 

・次回役員会は、大分県 で 7 月 11 日に開催する。 

 



 (2).その他 

     ・5/16（金）は、タカクラホテル福岡にて支部総会が開催される。 

以上、お疲れ様でした。 


