
 

JSCA 九州支部 平成 26 年度 第 3 回役員会議・議事進行表（2015・0313） 

          

日  時 2015 年 3 月 13 日（金）役員会 15:30～17:30   

場 所 

TKP 博多駅前シティセンター会議室 ホール C 

住所：福岡市博多区博多駅前 3-2-1 日本生命博多駅前ビル８F 

問い合わせ先   TEL 092-433-2833 

 

 

出席者 

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

松下、吉原、伊藤、内山、佐守                      各幹事         5 名 

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

小林、越智、増田、金子、山下、新井                   各副部会長      6 名 

高嶌、香田、陣川、赤星、糸永、森本、中村、花城              各地区幹事     8 名 

牛尾、江口、岡崎、甲斐、河野、田島、新川                  各地区事務局   7 名                           

各顧問      0 名 

石井、福田、水野、中島                                    編集 HP 委員会 4 名 

                                                        各監査役      0 名 

石松、前田、加藤                                         九州支部事務局 3 名 

計 39 名                                          

 

 (議事予定) 

 

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

 

  ・お疲れ様です。来期の支部長については、皆様に相談もせず２期目を引き続き務めさせて頂こうと思っており

ます。宜しくお願いします。 

  ・参加型実験の方ですが、後程、伊藤さんから報告が有ると思いますが、予備実験を３月末から４月上旬に行え

そうです。 

  ・来年度の総会に上程する予算が有る部会は、申し出て下さい。鉄骨部会からは１０万円が申し込まれています。 

  議事の方を、宜しくお願いします。 

  

2. 各懸案事項報告と審議 

 

・今年度の総括と来年度の展望 

・各委員会、および各地区会のと報告と要望 

・Structure2015.7「主集・九州」への九州支部特集掲載の編集について等各地区会報告と要望 

   ・設計規準系部会、吉原部会長より H27 年 6 月頃予定の講演会の説明を設計基準系委員会報告の中で 

    していただく。 

   ・「主集・九州」の現状、報告、不明な点を各地区会および編集 HP 委員会の報告の中で 

    発表をしていただく。 

 

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

 

      ・H２７年５月８日（金）の総会にて JSCA 九州構造デザイン構造発表会を行う予定です。 

     現在のスケジュールは、総会、発表会、記念後援（東工大 竹内先生）、懇親会の予定です。 

・本年度の会計の締切がせまって来ております。各地区会で交付金の申請をなされてないところは 

     早めに申請をお願いします。 

      ・H27年度は、福岡建築倶楽部ゴルフコンペの幹事団体となっております。９月頃開催予定です。 

     ・H27年１月16日（金）に開催されました建築倶楽部「新年の集い」は、正会員20名、賛助会員60名の 

      参加がありました、ありがとうございました。 

     ・来年度の役職の交代がありましたら、この後、地区会等の発表でご連絡ください。 

     ・JSCA九州メール版は、HPからダウンロードして頂くようになりました。 



2. 各委員会・部会報告及び事業計画 

 

技術委員会----------------------------------------------------上瀧委員長（石松代理） 

 

講習会講師受託 

・11 月28 日・・・建築物耐震改修セミナ－（北九州）（福岡県、福岡市、北九州市、大牟田市 主催） 

・2 月27 日 ・・・建築物耐震改修セミナ－（福岡）（福岡県、福岡市、北九州市、大牟田市 主催） 

・3 月 7 日 ・・・ 鉄骨製品検査関係講習会（福岡県鐵構工業会） 

 

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

 

・報告期間中の活動はありません。 

・今後の予定として、実施予定であったが参加者の調整が取れなかったため延期になっている既成杭の

工場見学会を平成 27 年春に実施する予定です。 

・しばらく冬眠状態が続いている地盤系部会の状況を打開すべく、平成 27 年度は活発な部会活動を目指

します。 

 

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

 

 ・２月１２日 構造設計技術者を対象とした現場監理講習会 開催 

           主催  (一財)福岡県建築住宅センター 

         鉄骨編      講師 東鉄工業株式会社     代表取締役 足立 高浩氏 

          コンクリート編 講師 福岡県生コンクリート工業組合 技術部長    田口 茂久氏 

 

 ・今後の予定として、センター主催で現場監理の勉強会を本年度中に１，２度予定している。 

 

     ・第一層中間型柱脚機構 P8～P9 に関する講演会を予定している。 
      東北大（前 長崎大）木村先生から支部長へ打診がありました。 
 

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

 

・１１月２１日・・・新青果市場新築工事現場見学会開催（西日本圧接業協同組合との共催） 

鉄筋先組工法についての勉強会。２７名参加。 

・ ４月２１日・・・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。 

・ ５月   ・・・省力化工法を採用した建物の現場見学会開催予定。  

柱・梁などにＰｃａ工法を採用した建物の現場見学会。 

 

   鉄骨ＷＧ-------------------------------------------------------------越智副部会長 

 

     ・鉄骨梁の横座屈に関する実験を３月・４月実施予定。 

         実験内容：塑性化領域（端部）を鋼板による補強（日の時）施したＨ型鋼の加力試験 

         実験場所：福岡大学第一構造実験室（木村研究室） 

         実験予定：予備実験１回、公開実験２回予定 

         ただし、日時は調整中 

 

 



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

 

   ・２月１２日・・・新日鉄住金：高炉、圧延工程見学会（参加人数 23 名） 

             鉄骨素材が出来る工程を学べた。女性の参加が多い。理系女化！？ 

            （事前調整がうまくいかず、講習会が重なって申し訳ありません） 

 

 ・８月を目標に、宮崎地区会が鉄構工業会と協力する梁端ハンチの実験を予定している。 

 

・サブネットワークで鋼構造歴史散歩の４月発行を予定している。 

 

・金子氏が転勤のため副部会長は増田氏に交代します。 

 

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

 

今後の活動予定 

＜現場見学会＞ 

 ・日 時  未定 

 

＜勉強会＞ 

 ・「プレストレストコンクリート造建築物の性能評価型設計施工指針」の勉強会 

・日 時  未定 

 

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勉強会』 及び 忘年会 

・第４８回  平成２６年１２月１３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４９回  平成２７年２月２１日・・・ 参加者 ２２名 

 

・今後の予定として、平成２７年 ３月 ７日に 

『第５０回 木造軸組工法住宅の許容応力度設計勉強会』 

 を予定している。 

 

・中野氏から副部会長は加藤氏へ交代します。 

 

青年部会---------------------------------------------------------重松部会長 

    

   ・１１月２１日・・・第６回 定例部会 

勉強会＆忘年会 １７名の参加 

”構造デザインを楽しむ会（巨匠の構造デザインから学ぶ）” 

吉原さんと今林さんを交えて。 

構造デザイン発表会の参加報告と活動計画会議。 

新会員が２名参加。 

 ・３月 ６日・・・第７回 定例部会＆送別会 

 今後の予定 

 ・春～秋頃・・・・・見学会（宮崎県） 

 ・秋～冬頃・・・・・構造デザイン勉強会 

 ・時期未定・・・・既成コンクリート杭工場見学会（基礎部会と合同） 



なでしこ会----------------------------------------------------浅田部会長（加藤代理） 

 

例年、年末から 3 月までは活動休止時期であり、特に活動は行っていません。 

年に一回、実施を継続している活動発表会を 2/14 に行い、併せて新年会も開催しました。 

参加者は、新しいメンバー1 名を含む 6 名と林業関係の県職員の方 1 名の計 7 名でした。 

いつも新しい発見があり、大変会話の弾む会となっており、そのために出席したいと思って頂ける 

メンバーもいらっしゃいます。 

 

     <今後の予定> 

4 月以降、新年度の活動を開始します。 

昨年度に引き続き、林業関係の県職員の方々と協調し、昨年開催できなかった木構造に関わる 

勉強会をサミットとして開催予定です。 

 

Structure 主集九州の座談会を青年部会と合同で実施する計画に、3 名の参加のため、人選を 

行っているところです。 

 

編集ホームページ委員会------------------------------------------------今林委員長（石井代理） 

 

・12月 16日・・・ Structure 2015.7月号 主集九州担当者会合（9名） 

・12月 17日・・・ 本部編集委員会出席（福田） 

Structure 2015.7月号 主集九州について 

   ・1月 16日・・・ Structure 2015.7月号 主集九州担当者会合（8名） 

・1月21日・・・ 本部編集委員会WEB出席（5名） 

Structure 2015.7月号 主集九州について 

   ・2月 10日・・・ Structure 2015.7月号 主集九州担当者会合（10名） 

・2月18日・・・ 本部編集委員会WEB出席（6名） 

Structure 2015.7月号 主集九州について 

・2月25日・・・ Structure 2015.7月号 主集九州担当者＆事務局会合（5名） 

   ・3月 12日・・・ Structure 2015.7月号 主集九州担当者（3名） 

              中間報告①の打ち合わせ 

今後の予定 

 ・Structure 2015.7月号 主集九州についての編集作業・本部編修委員会WEB会議出席 

    ・JSCA九州メール便（2015年総会･九州構造デザイン発表会号）6月配信予定 

 

★ Structure 2015.7月号 主集九州についての報告を後ほど致します。 

    

 

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

 

   ・平成２７年・・・耐震相談 ２月 １件（事務所ビル） 

               費用と診断事務所の相談 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 地区会報告と事業計画 

 

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

 

 

    ・１月９日・・・建築関連 8 団体合同新年会 

地区会新年会（本部編集委員 森田氏を囲む） 

 ・2 月 12 日‥‥‥定例会（偶数月で開催） 

            議題「主集・九州」及び「支部内デザイン発表会」について 

 ・2 月 12 日、24 日‥‥他団体開催の「小規模建物耐震診断技術者育成事業」への 

            講師派遣（H26 年 10 月から 6 回、延べ 12 人派遣） 

 ・3 月 13 日‥‥‥中国支部 岡山地区会の沖縄視察の機会に意見交換会／懇親会 

 ・4 月上旬‥‥‥ 地区会総会/懇親会 

      ・年度内 3～4 件程、講演会・現場見学会等開催目標 

       ・診断については、本年度分発注 73 件中 30 件程が進行中。 

       ・適判については、県内２機関で 40 件／月ペース。 

 

     ・主集執筆内容、状況に関する説明がありました。 

 

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

 

    ・１２月２５日・・・地区役員会（講演会、次期役員について） 

 ・１月１４日、２月１２日・・・勉強会 

 ・２月 ８日・・・「小規模建築物を対象とした地盤・基礎講習会」講師担当 

 ・２月 ９日・・・地区役員会（講演会について） 

 ・２月１４，２８日・・・「ＲＣ造建築物の構造設計を基礎から学ぶ講習会」講師担当 

 今後の予定 

 ・勉強会を定期的に開催予定 

 ・４月予定の地区総会の準備 

 ・主集九州の原稿作成 

 

     ・主集執筆内容、状況に関する説明がありました。 

 

宮 崎 ----------------------------------------------------------------------森本幹事 

 

平成２６年度 年間事業 

 

・ 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 １４名出席 

・ ８月２７日・・・第１回技術研修会    :宮崎市民プラザ  １４名出席 

「 基礎から学べる RC 耐震診断(2 次診断）」 

講師・・・NPO 沖縄県建築設計サポ－トセンタ－ 宮田茂 氏 

・ ９月１１日・・・第２回技術研修会    : 宮崎県木材利用技術センタ－  １９名出席 

    「 1 部  中・大規模木造建築物の設計実務 」 

    講師・・・㈱タツミ 構造設計課 實成康治 氏 

「 2 部  木造建築物の柱脚と基礎について 」 

    講師・・・岡部㈱  開発技術部 田口朝康 氏 

・１１月 ５日・・・第３回技術研修会    : 延岡市庁舎   １４名出席 

「 延岡市庁舎現場見学会および講演会 」 



講師・・・㈱山下設計 構造設計部長  塩手博道 氏 

・ １月２９日・・・第２回宮崎地区会役員会   ４名出席 

議題：次年度事業計画案の計画および地区役員候補者選出について 

・ ２月２７日・・・第４回技術研修会    : ＪＡ ＡＺＭ別館  ５１名出席 

（鉄構工業会との合同研修会･･･鉄骨外観検査講習会） 

    「 1 部  鉄骨溶接部の外観検査 」 

    講師・・・新日本非破壊検査(株) 技術管理部長 吉永泰久 氏 

「 2 部  仕口のずれ、食い違いの検査 」 

    講師・・・(株)ＦＲＩ国立 代表取締役 大田隆捷 氏 

「 3 部  外観検査実技講習 (模型・不良溶接サンプル･検査器具を使った     

実技講習) 」 

    指導､説明・・・（一社）ＣＩＷ検査業協会 会員による 

・ ４月に地区総会 

・ ８月頃に鉄構工業会、鉄骨系部会の協力で梁端ハンチの実験を予定している。 

 

     ・主集執筆内容、状況に関する説明がありました。 

 

熊 本 -------------------------------------------------------------赤星幹事・甲斐事務局 

 

・平成２６年 １２月５日 定期セミナー 「川内原発の耐震関連記事を紐解く」 ４３名参加 

      ・平成２６年 １２月５日 地区忘年会 

       ・来年度、若手を対象とした振動解析講習会（予） 

 ・診断については、月 10 件程度。耐震改修実施設計が半数以上。 

 ・適判については、月 20～30 件程度。前年度なみ ３月頭時点で２８５件 

    

     ・主集執筆に関する説明がありました。 

 

大 分 -----------------------------------------------------------糸永副幹事・河野事務局 

 

＊平成２６年度活動報告 

３月６日   大分県庁免震改修現場視察・県立美術館現場視察（県外からも参加） 

４月２６日  若手構造技術者勉強会 

           ６月１３日  役員会及び JSCA２５周年記念イベントの準備会（３月末始動） 

           ７月１１日  JSCA 役員会・２５周年記念構造デザイン発表会（大分にて） 

           ８月５日   大分駅ビル見学会 

           １２月１７日  大分地区会忘年会 

           ２月１０日  大分建築若手技術者名刺交換会→７０名参加（その内１５名 JSCA 関連） 

 

＊今後：３月～４月中に JSCA 大分青年部会を発足したい  

＊会員数： ３５名 

＊適判物件：２０６棟（3/2 時点） 

＊耐震判定：２９棟（今年度終了） 

 

    ・主集執筆内容、状況に関する説明がありました。 

 

 

 

 

 



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

 

    ・１２月１１日： 例会；「中・大規模木造建築の設計」講習会 

                      忘年会 

・１月２８日： 長崎県鉄構工業会と意見交換会を行いました。 

               JSCA:１６名 工業会：１７名 

・２月 ７日： ストラクチャーの九州特集の担当者配分、工程打ち合わせ。 

              全員協力して、取り組んでいくことを確認する。 

・３月１８日： 長崎地区構造デザイン発表会 

              発表者１０名程度を予定 

     

     ・主集執筆内容、状況に関する説明がありました。 

 

佐 賀 ---------------------------------------------------------------------香田幹事 

     

・１２月１２日・・・佐賀地区例会（忘年会） 

・２月１７日 ・・・ストラクチャー九州特集記事打合せ(1 回目) 

・２月２８日 ・・・佐賀県鉄構鋼工業会青年部とのすみ肉溶接体験勉強会及び懇親会 

     ・３月１０日 ・・・ストラクチャー九州特集記事打合せ(2 回目) 

・５月 中旬 ・・・JSCA 佐賀地区会総会及び岡部㈱によるベースパック他の勉強会 予定 

・会員が２名増えました。 

・診断については・・・２６年度４９棟、２７年度予定分２棟 

・適判については・・・１０７件（２月末現在、２適判機関合計） 

 

    ・主集執筆内容、状況に関する説明がありました。 

 

北九州 -----------------------------------------------------------高嶌幹事・牛尾氏 

 

      ・日 時 1 月 9 日 (金)  

内 容 「北九州市６団体による講演会及び賀詞交歓会」 

         9 名の会員が出席 

 

今後の計画 

      ・４月上旬に総会予定  

      26 年度決算報告及び活動報告 

役員人事 

27 年度活動計画 

・その他  

 

    ・幹事が牛尾氏に交代します。 

 

   ・主集執筆内容、状況に関する説明がありました。 

 

 

 

 

 

 

 



5． その他 

 

(1). 2015.07 号 Sructure「主集九州」について 

   

        福岡地区、地盤系部会、木質系部会より主集執筆内容、状況に関する説明がありました。 

        なでしこ会・青年部会の座談会は４月前半で計画中である。 

 

        支部の歩みを年表形式作成しますが、主な出来事や写真の提供をお願いします。 

 

   今後のスケジュール  3/18 本部編集委員会 WEB 会議 

                  4/13 中間報告② 

                  4/15 本部編集委員会 WEB 会議 

                  5/15 原稿提出締め切り 

 

      (２).他団体との交流、本部の動向 

 

        ・福岡建築行政研究会の臨時会 参加報告（別紙資料） 

 

        ・本部動向（別紙資料） 

 

(３).JSCA 九州構造デザイン発表会 2015 について 

      

      現状の正式申し込み２名である。 

      予定者を含めると最大で６名程度。 

      申し込み締め切りは３月３１日である。  

 

(４).来年の地区会開催地の決定 

 

・長崎地区   （H26 年は第１回 大分 ７月２６日((金)でした） 

 

        総会前に日程案を事務局と長崎地区会で調整し決める。 

 

(５).次回役員会の日程  

 

         ・ 予定日時  ５ 月 ８ 日（金）  総会    １２：００～１８：００  （約１８０名）  

懇親会   １８：１５～２０：１５  (約１５０名) 

         ・ 場  所   福岡市内（タカクラ ホテル）                                       

                                記念講演予定 竹内 徹先生 （東工大教授） 

                          総会の希望開始時間を決めておきたい。 

         ・総会、構造デザイン発表会、記念講演会、懇親会の順番で執り行う予定である。 

          開始時間、時間割りを練って意見を求める。 

 


