
 

JSCA九州支部 平成26年度 第1回役員会議・議事進行予定表 

          

日  時 2014 年 7 月 11 日（金） 12:00～14:00   

場 所 
 全労済ソレイユ 6F つばき  

住所：大分市中央町 4-2-5  TEL 097-533-1121 

 

 

出席者 

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

内山、石松、松下、吉原、伊藤、今林、佐守 各幹事                      7 名

上瀧 技術委員長                                           1 名 

尾宮、川崎、浅田、重松 各部会長  +  許斐顧問                       5 名 

高嶌、香田、陣川、赤星、高橋、森本、中村友直、花城 各地区幹事            8 名 

江口、岡崎、河野、和田、田島 新川 各地区会事務局                        6 名 

前田、加藤、九州支部事務局  ＋  石井、福田 編集 HP 委員会              4 名 

神田 (以上、大分地区会)  ＋ 新井 青年部副部会長                   2 名 

計 36 名 

 

 

 (議事予定) 

1.支部長挨拶 ------------------------------------------------------------------------宮田支部長 

  ・来年の支部総会をＨ２７年５月８日（金）に予定し、講演会を東工大教授の竹内徹先生に承諾をいただいてます。 

   異義なければ、会場を本予約したいと思います。 

  ・交通費の見直しの件ですが、当初は、消費税が５％から８％に上がった事で交通費の見直しを 

   考えましたが、JR や航空運賃を見直した結果、金額に差のある事が分かりましたので、地区に 

   よっては、大幅な変更になっております。異義、あるいは更なる見直しが必要な地区会の方は、 

   後ほど申し出て下さい。納得のいく形にしたいと思います。 

   本日は、色々イベントが控えていて、時間を気にしながらになりますが、忌憚のないご意見を 

   お願いします。                                               

  ・８月６日に福岡県住宅センターと九州住宅保証の共同意見交換会を行う。 

意見等は吉原設計規準系部会長までお願いします。 

 

 

2.大分地区会幹事挨拶------------------------------------------------------------------高橋幹事 

  ・本日はありがとうございます。 

  ・懇親会、２次会まで含めまして深夜までお付き合いしますので、 

   有意義な一日となるようつとめますので宜しくお願い致します。。 

 

 

3.各懸案事項報告と審議 

(1) Structure（JSCA 九州メール版）の年１回程度のペーパー配布について 

メール版で決定。 

PＤＦデータが大きいと受信できない方がおられる。１MB 以下が望ましい。 

 

    



 

4.各委員会・部会報告及び本年度事業計画 

 

   事業・会員委員会------------------------------------------------------石松委員長 

  ・新規会員の状況ですが４月３０日での本部理事会にて福岡県３名、６月５日理事会にて大分県１名 

     が加入されてます。 

       ・事務局への問い合わせ内容は、総会以降、耐震診断に関して６件ありました。 

     耐震診断相談窓口の申し込みを JSCA 九州ホームメージからデータを取得できるよう HP 委員の 

     水野さんに依頼、現在は JSCA 九州 HP にて取得可能。また相談連絡先も変更済みです。 

       ・耐震相談窓口での相談料が細かく決められ、国交省から支払いされた８割程度をＨ２７年５月頃 

         相談窓口に支払う予定とのことです。現地相談、窓口相談、電話相談と、」細かく書式が決められています。 

（支部長会議、事務局でメール受け） 

      TEL 受付でも可能で、６月２日で一度連絡、その後２か月おきに連絡 

       ・民間資格活用のための J5 活動窓口として、九州支部事務局が窓口となってます。 

    ・福岡県にて８月３０日、構造士の講習会が開かれます、現在２０名程度の申し込みです。 

      講習会から懇親会にあたって、準備をどうするかまだ決定はしてません。 

      担当窓口を来週に本部へ連絡します。 

・構造士の試験は９月５日（金）６日（土）福岡市内の予定です。 

    ・福岡県住宅センターから、センター主催で、ＪＳＣＡさんに協力していただき、若手スキルアップ 

     セミナーを開催したいとの話があります。センターとしては、Ｈ２６年１２月までに 

     1 回は行いたいとのことです。 

       ・九州住宅保証適判部さんからも、ＪＳＣＡとの意見交換会を行いたいと申し出がきております。 

     ・８月６日に福岡県住宅センターと九州住宅保証の共同意見交換会を行う。 

   意見等は吉原設計規準系部会長までお願いします。 

 

技術委員会------------------------------------------------------------上瀧委員長 

 ・本部の技術委員会が６月に行われたが、日程が合わず欠席 

 ・耐震改修促進法の昨年 11 月改正に伴う福岡県、北九州市、大牟田市主催の講習会（福岡市会場）の   

 講師を行った。（北九州会場までは、前回報告済み） 

 ・耐震改修促進法の昨年 11 月改正に該当する建築物の業務は、福岡県の場合予算に対して申込みが 

 多くなり、補助額の決定が遅れているとの情報あり。熊本県などは、かなり明快な予算決定がなされて 

 いると聞いている。県ごとに補助行政が異なるなどの状況から、他県にまたがる業種の建物（大型ス－ 

 パ－等）の業務の開始が全般的に遅れているようだ。そのため、夏以降は急激に増える可能性がある。 

 ・今回の改定前に診断改修を私的に（認定なしに、所謂勝手工事を行った）建物については、その診断 

 と補強が建防協等の基準に添って計算されていれば認定を取っていなくても「マル適マ－ク」を発行す 

 る方針だそうだ。 

      （各県取り扱いの現状把握を行い耐震委員会で取りまとめる。松下委員長で書式を作成する。） 

      

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

 ・今回の報告期間中に特に活動は行っていません 

 ・今後の予定として、 

 既製杭の見学会（製造）を 8 月に予定。（三谷セキサンにて候補日を検討中） 

 基礎の施工不具合に関しての勉強会 

を予定しています。 

 

 

 

 

 



 

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

 九州地区確認、適判業務の限定についての注意 

 

  国交省による適判の指定条件 

 １．民間機関相互の確認、適判業務の相互提出は原則としてＮＧ(いわゆるたすき掛け) 

   但し、各会社内に構造適判に係る監視委員会が設置されていればＯＫ。 

 ２．全国組織の確認、適判業務を行っている会社であれば監視委員会は設置されている。（要調査） 

 ３．確認のみ、適判のみの業務を行っている会社であればＯＫ。 

 

 ・九州住宅保証は確認申請（沖縄除く）、適合性判定は福岡県のみ指定あり。 

 ・福岡県住宅センターは確認申請（福岡県内の適判物件除く）、適合性判定は福岡県のみ指定あり。 

 ・ＥＲＩは確認申請（全県）、適合性判定は宮崎県、長崎県、沖縄県の指定あり。 

 ・ビューロベリタスは確認申請（全県）、適合性判定は宮崎県、沖縄県の指定あり。 

 ・建築構造センターは適合性判定のみで、佐賀、宮崎、長崎、鹿児島、沖縄の指定あり。 

 ・福岡を除く各県独自のセンターについては、確認業務と併用している場合は注意が必要 

  通常は適判業務のみ。 

 

 福岡県の場合 

 確認申請を九州住宅保証に提出し、適合性判定を福岡県住宅センターに出すのは可である。 

 ＥＲＩに確認を提出し、九州住宅保証で適合性判定は一方向であるからＯＫ。逆はＥＲＩ 

 は福岡の指定がないので無い。九州住宅保証は監視委員会設置の予定は近々無いと思われる。 

 

 他県の場合 

 確認申請を九州住宅保証に提出し、適合性判定を建築構造センター（適判業務のみの機関）に出すのは 可であ

る。しかし、確認申請を九州住宅保証に提出し、ＥＲＩの適合性判定(指定を受けている沖縄県、 宮崎県、長崎県)

を受けるのは NG。 

 沖縄県、宮崎県については、ＥＲＩ、ビューロに確認申請提出しても、ＥＲＩ、ビューロ共、各社内に 監視委員会が設

置されているからＯＫ。 

 その他は、確認機関が適合性判定の指定を有していないからＯＫである。 

     

     ・九州地区適合性判定機関の一覧表が追加資料として提出された。 

 

 

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

・ ９月・・・ボイドスラブの講習会予定 

栗本、フジモリ、アイ・エル・シー等メーカーとの勉強会。 

・１１月・・・鉄筋継手の講習会予定 

西日本圧接業協同組合との共済で鉄筋継手についての勉強会 

・ ２月・・・コンクリート関係の講習会 

ＪＡＳＳ５について講師を呼んでの勉強会。 

 

   実験Ｗ.Ｇ-----------------伊藤主査 

      ・鉄骨梁の横座屈に関する実験を実施予定。 

       実験内容について検討中。 

 

 

 



 

鉄骨系部会 -----------------------------------------------------------尾宮部会長 

 ・５月１５日・・・熊本最終処分場現場見学会（斉藤先生他 10 名） 

 

 ・今後の予定として、熊本最終処分場現場見学会第 2 回、久留米都市プラザ現場見学会（12 月頃）、 

秋に勉強会を予定している。 

 

サブネットワーク委員会------尾宮委員長  

 ・九州の鉄骨ＭＡＰと年表の作成にあたって 

 

 

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

・＜運営委員会＞ 

  日 時  平成 26 年 6 月 12 日（木）18：00～20：30 

  内 容  平成 26 年度の活動計画および懇親会 

 

       秋口に佐賀、長崎地区会と共同で耐震補強見学会を予定している 

 

 

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

『木造軸組工法住宅の許容応力度設計講演会』 

・４月５日・・・ 参加者 ２３名 

 

『ＪＳＣＡ九州支部木造部会 鹿児島見学旅行』鹿児島地区会と共催 

・５月１１、１２日・・・ 参加者 １８名 

 

『木造軸組工法住宅の許容応力度設計勉強会』 

・第４５回  ６月１４日・・・ 参加者 １２名 

 

・今後の予定として、平成２６年 ７月 ２０日に 

『大牟田旧三川坑の視察および世界遺産候補「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」等の施設見学』

を予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

青年部会--------------------------------------------------------------重松部会長・新井副部会長 

 ・４月３日・・・・第１回 定例部会 

25 周年記念事業準備活動、１１名の参加 

 ・４月３０日・・・第２回 定例部会 

25 周年記念事業準備活動、１３名の参加 

 ・５月１６日・・・第３回 定例部会 

総会前にＷＧメンバーでミーティング 

各地区担当者も含め１４名の参加 

 ・６月 ６日・・・第４回 定例部会 

25 周年記念事業準備活動、今年度の見学会計画 １７名の参加 

 ・７月 ３日・・・第５回 定例部会 

25 周年記念事業準備（最終調整） 

 ・７月１１日・・・25 周年記念事業に発表者・実行委員・準備補助員として参加 

  

 今後の予定 

 ・８月・・・・・・暑気払い＆25 周年記念事業の総括 

 ・９月以降・・・・構造デザイン勉強会 

 ・秋以降・・・・・現場見学会 

 ・秋以降・・・・・見学会（宮崎県） 

 

・本部パネル展示を８月２６日～２９日 福岡市役所１階ホール で開催する。 

 

 

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

例年通り、4 月から月 1 回のミーティングを第 3 火曜日に開催しており、今年度も 4 月から始めました。 

<実施実積> 

     4/8 2014 年第 1 回ミーティング 

          5/13 2014 年第 2 回ミーティング 

          6/10 2014 年第 3 回ミーティング 

     年間の活動計画と、計画ごとの情報展開を行い、どんなことに興味を持ってやっていきたいか、など 

  の具体的な協議に終始しています。 

  参加人数があまり伸びておらず、参加者も固定しがちなので、新しいメンバーの発掘と参加しやすい 

  ミーティングのあり方を模索中。 

     <今後の予定> 

7/8 2014 年第 4 回ミーティング（毎月第 2 火曜開催） 

  秋に予定しているサミットの打合せも兼ねて林業関係の県職員の方も来て頂き、拡大版ミーティング 

  の予定。 

7/12「ＪＳＣＡ九州２５周年記念構造デザイン発表会 in 大分」の翌日、大分市内でランチミーティ 

ング。 

大分でのなでしことの交流と建物見学。 

     8/下旬 暑気払い 

9/8 第 1 回サミット（木材の記念市見学会） 

10/14 第 2 回サミット（林業関係勉強会） 

 

 

 

 

 



 

編集ホームページ委員会------------------------------------------------今林委員長 

  ・６月３０日・・・メール版 27 号（役員会＆記念講演・報告号） 

 ・８月前半日・・・メール版 28 号（25 周年記念事業 in 大分・報告号） 

 ・ホームページ更新・・・水野さんより随時（載せて欲しい情報など募集しています） 

  

今期より、編集 HP 委員会にて役員会議事録および Structure 九州支部便りを担当します。 

皆様のご協力を、何卒、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

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

 ・６月１７日（火） 

     内 容 耐震改修促進委員会運営委員－会議 出席９名（福岡市） 

     計 画 ａ）秋頃に講演会（内容未定）を計画 

         ｂ）耐震相談の対応方針（相談があった場合は福岡では福岡地区耐震委員で順番に担当する） 

           電話相談が本年度は１件、昨年度も１件 

         ｃ）耐震診断事務所のＨＰ名簿掲載（引き続き実施） 

 

 

 

 

5.地区会報告と本年度事業計画 

 

  沖 縄 ------------------------------------------------------------------花城幹事・荒川事務局 

 ・定例会を 6 月開催、以降偶数月に開催予定。 

 ・10 月‥‥‥本部デザイン発表会への参加旅費補助事業継続。 

      ・10 月中旬‥耐震改修事例の講演会（山川琉球大学名誉教授） 

      ・12 月‥‥‥地区内デザイン発表会／忘年会 

      ・今後の開催事業（日時調整中） 

   一貫計算ソフトメーカによる他社性能比較講習会の開催予定 

   炭素繊維を使った耐震補強の講習会開催予定 

   県内大学教授による研究内容紹介と懇親会 

 ・診断については、……3 件進行中。今後３０件～４０件程度見込み 

             耐震改修促進法に関わる民間物件の動向は４～５件の情報 

 ・適判については、……県内 2 機関で 40 件/月程度。 

 

 

 鹿児島 ----------------------------------------------------------中村友直幹事・田島事務局 

 ５月 １日   第１回役員会 

 ５月１０，１１日   木造部会と合同で見学会 

 ６月 ５日   第２回役員会 

 ６月２５日   ６月例会、第１回目勉強会（８月９日に延期） 

 ７月１１日   大分での 25 周年事業に 10 名参加 

 例会      ９月、１２月に開催予定 

 勉強会     毎月開催予定（第２水曜日） 

 講演会     年２回開催予定 

 

 

 



 

宮 崎 ----------------------------------------------------------森本幹事・和田事務局 

平成２６年度 年間事業計画 

 

・ ４月２１日・・・宮崎地区役員会 ４名出席 

・ ５月  ９日・・・宮崎地区総会 １７名（内、委任状７名） 

・ ５月１６日・・・九州支部総会 ２名出席 

・ ７月１１日・・・九州支部役員会(大分市) ２名出席 

          JSCA 九州 構造デザイン発表会 １３名出席 

・ ８月２２日・・・第１回技術研修会 開催予定（耐震診断,補強設計の勉強会 宮崎市内） 

・１０月１７日・・・第２回技術研修会 開催予定（鉄構工業会との合同研修会 

                                               ･･･鉄骨加工工場での溶接技術の勉強会） 

・１１月   ・・・第 3 回技術研修会 開催予定 （延岡市庁舎 免震現場見学会） 

・ ２月   ・・・第４回技術研修会 開催予定 

・ ３月   ・・・宮崎地区役員会  開催予定 

 

・診断については、判定会を年４回実施予定で、件数は 50 件程度（昨年度は 63 件実施） 

・適判については、年間 100 件程度 

 

 

熊 本 ---------------------------------------------------------------赤星幹事 

 ・６月１４日、地区総会開催 

・８月～９月スキルアップセミナー開催予定 

・高専デザイン発表会の後援（予） 

 ・会員は２名増。 

 ・診断については、前年度 180 件程度。耐震改修実施設計が半数以上。 

 ・適判については、前年度 390 件。月に 30～35 件程度で推移 

      ・JSCA 九州 構造デザイン発表会 ７名参加 

 

 

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

 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） 

   ８月５日   大分駅ビル見学会 

 

 ７月下旬   役員会及び JSCA 役員会（大分地区にて）の反省会 

 

 適判物件 ６８件 

 耐震判定  ０件（７月中２件予定） 

 

・会員は１名増。 

 

 

 



 

長 崎 ---------------------------------------------------------陣川幹事・岡崎事務局 

 ・6 月 6 日・・・長崎地区総会を開催しました。 

 ・8 月例会予定（2 ヶ月に 1 回開催予定。）  

 ・講習会開催予定（耐震改修工法等 3 回程度を予定） 

  

 ・診断については、……判定委員会（本審査）1.5 ヶ月 1 回程度 

 ・適判については、……4 月～6 月 47 件 。 

 

    ・地区事務局が変わりました。 

     岡崎 克喜 オカザキ設計室 

 

    ・JSCA 九州 構造デザイン発表会 １０名参加 

 

 

佐 賀 ----------------------------------------------------------香田幹事・江口事務局 

    ・6 月 13 日・・・佐賀地区総会を開催 出席 9 名 

    ・9 月 13 日・・・免震構造勉強会 

    ・10 月  ・・・現場見学会(外付 PC フレーム耐震補強)を予定 

    ・JSCA 九州 構造デザイン発表会 ９名参加 

 

・耐震診断については、実績 24 年度 96 件、25 年度 44 件 

    ・適判については、実績 24 年度 142 件、25 年度 166 件、26 年 17 件(6 月時点) 

    ・会員 3 名加入予定 

 

  ・JSCA 九州 構造デザイン発表会 ９名参加 

 

 

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

   １、活動報告 

  ・6 月 3 日  第 5 回産学官が連携した構造系の講演会の依頼 （主催 JSCA 北九州地区会）  

            金箱会長へ 「旧戸畑区役所を図書館に改修設計」 

         内諾を得る。 

    ２、今後の活動予定 

   ・7 月 16 日  北九州行政連絡協議会 

   ・8 月下旬   例会(活動報告及び今後活動) 

   ・10 月      例会(産学官が連携した講演会打合せ) 

        ・11 月上旬   第 5 回産学官が連携した構造系の講演会及び懇親会  

                 「旧戸畑区役所を図書館に改修設計について及び建築構造設計のあれこれ」講師金箱会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

６．その他 

 

(1). 資料「構造設計１級建築士講習の受験資格等のよくある質問：建築技術教育普及センター」 

   構造設計１級建築士受験資格の実務として認められる業務範囲の説明 

 

(2) 資料「建築基準法の一部を改正する法律の概要：国土交通省」 

旧３８条、昇降機関係の改正情報 

 

(3).次回役員会の日程 

   予定日時  １１月  ２８日（金）    １５：３０～  （忘年会１８：００～） 

   場  所   福岡市内（会場未定）  

 


