JSCA 九州支部 平成 27 年度 第 1 回役員会議・議事録（2015・0724）
日 時
場 所

出席者

2015 年 7 月 24 日（金）役員会 15:30～18:00
長崎県美術館 2 階ホール
住所：長崎市出島町 2-1
問い合わせ先
TEL 095-833-2110
宮田支部長、大塚、原両副支部長
松下、吉原、内山、佐守、今林
尾宮、川崎、浅田、西村
牛尾、陣川、満石、高橋、森本、中村、花城
川島
中村、江口、岡崎、河野、白坂
石井、福田
石松、前田、加藤、恵藤

3名
各幹事
5名
各委員長・部会長 4 名
各地区幹事
7名
地区副幹事
1名
各地区事務局
5名
各顧問
0名
編集 HP 委員会 2 名
各監査役
0名
九州支部事務局 4 名
計 31 名

森高 JSCA 会長

(議事予定)
1. 支部長挨拶 ---------------------------------------------------------------宮田支部長
・「長崎さるく」に参加された方は、暑い中大変お疲れ様でした。
昨年は、25 周年記念イベントが有り、皆様から多大なご協力を頂き、有難うございました。
今年は既に校了していますが、structure7 月号で九州特集が発刊されることになっています。
これらについても皆さま有難うございました。特に編集委員会の皆様には、ご苦労頂きました。
改めてお礼申し上げます。
本日は、本部から、新会長の森高様にオブザ－バーとして参加して頂きます。
後程の懇親会にも参加して頂く事になっています。
因みに森高様は、前編集委員長でもありました。
昨年の理事会の帰りに、途中まで一緒になった際、九州の状況をお話している時、九州支部は
元気が良いですねと言う話が出て、それならば、是非、第 1 回の九州支部の役員会にとお誘い
した所、快諾して頂きました。有難うございます。
森高さんには、後程、懇親会でお言葉を頂きたいと思っております。森高さん宜しくお願いします。

2. 各懸案事項報告と審議
・
・
・

事業・会員委員会--------------------------------------------------------石松委員長
・会長の森高氏、熊本副幹事川島氏が今回出席されてます。
・耐震窓口相談の件数 １０件を本部に報告しております。
・講習会が今後多く開催予定です。詳細は、各部会にて報告していただきます。
・「大規模集客施設における天井等非構造材落下対策」講習会が7月２３日行われました。
・事務局 加藤さんに代わり、恵藤さんに入っていただきました。
3. 各委員会・部会報告及び事業計画
技術委員会-----------------------------------------------------------上瀧委員長（代理 石松）
・6月 3日・・・建築鉄骨の製品検査に関する情報提供（福岡県鉄骨協議会）
以下、全構協、鉄建協、全構協九州支部からの講師派遣依頼による講習会実施及び、予定
・6月24日25日・・・建築鉄骨製品検技術者資格学科講習会（福岡会場）
・6月26日・・・・ ・建築鉄骨製品検査技術者資格継続講習会（広島会場）
・6月30日・・・・・ 建築鉄骨製品検査技術者資格継続講習会（福岡会場）
・8月 7日・・・・・ 建築鉄骨製品検査技術者資格更新実技講習会（岡山会場）予定
・9月28日29日・・・建築鉄骨制作管理技術者資格学科講習会（福岡会場）予定
・10月27日28日・・ 建築鉄骨製品検査技術者資格新規実技講習会（福岡会場）予定
・10月29日・・・・・建築鉄骨製品検査技術者資格更新実技講習会（福岡会場）予定
現在、全構協の建築鉄骨製品検査技術者教育委員会の委員長を務めており、任期はH30年3月まで
ですが、後任の方を募集中です。これまでの九州JSCAからの委員の歴史を受け継いで頂ける方を求
めています。

地盤系部会 ------------------------------------------------------------佐守部会長
・６月
・・・Structure九州主集原稿作成（〆切ぎりぎりでご迷惑をかけました）
・７月１６日・・・（一般社団法人）基礎構造研究会との意見交換・懇親会を実施。
出席者：（基礎構造研究会）小椋様、上紺屋様
（JSCA九州）宮田支部長、許斐顧問
（地盤系部会）佐守、小林
・今後の予定として、（一般社団法人）基礎構造研究会とJSCA九州との合同講習会を１０月～１１月に
予定している。半日の講習会を３回、３０人程度の講習会で、実習を含む双方向の講習会を想定。
協賛等は今後調整の予定。
・既成杭の工場見学も延期されたままなので、再度調整中。（三谷セキサン、またはジャパンパイル新
工場）

設計規準系部会----------------------------------------------------------吉原部会長
・10月 9日・・・鉄骨柱脚の新しい手法 講演会 後援 福岡県建築住宅ｾﾝﾀｰ
講師 東工大 和田先生、東北大 木村先生、構造計画ﾌﾟﾗｽﾜﾝ 金田先生
・９月or11月・・・第二回構造技術者対象の現場監理講習会 鉄筋工事、型枠工事について
コンクリート系部会------------------------------------------------------伊藤部会長（代理 石松）
・４月２１日・・・ボイドスラブ工法講習会開催
ボイドスラブ工法についての勉強会。３６名（構造士１６名）参加。
・７月 ８日・・・「I TOWER（アイタワー）」現場見学会
免震構造、徹底したＰｃａ工法（省力化）を採用した超高層マンションの現場見学会。
３０名（構造士７名）参加。
・８月２７日・・・付着割裂講習会開催予定（福岡県建築住宅センター、九州住宅保証(株)後援）
名古屋工大の市之瀬敏勝教授を講師に招いて鉄筋とコンクリートの付着に関する勉強会。
鉄骨ＷＧ-------------------------------------------------------------伊藤部会長（代理 宮田）
・鉄骨梁の横座屈に関する実験を実施予定。
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
・６月５日・・・ＪＳＣＡ鹿児島と（協）鹿児島県鉄構工業会との意見交換・懇親会（参加２０名）
・６月 16 日・・・ＪＳＣＡ長崎・事務所協会との勉強会・懇親会（参加２０名）
・６月 26 日・・・久留米市総合都市プラザ 現場見学会（参加２３名）

・６月末・・・「九州の鋼構造物 歴史散歩」発行・配布
今後の予定
・８月６日・・・「九州の鋼構造物 歴史散歩」配布と裏話。出席者は○○名
・勉強会あるいは見学会を予定したい。

特殊(PC)系部会 ---------------------------------------------------------内山部会長
1.平成 27（2015）年度活動
・平成 27 年 7 月 3 日 運営委員会
今年度の活動方針の確認
2.今後の活動予定
・実務に役立つＰＣ建築設計の「Ｑ＆Ａ」および ＰＣ建築工事の「Ｑ＆Ａ」の勉強会
10～11 月頃予定
・現場見学会
開催日は未定

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』
・第５０回 平成２７年３月７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５１回 平成２７年４月１８日・・・ 参加者 ２２名
『木造軸組工法住宅の許容応力度設計勉強会』
・４号建物仕様規定勉強① 平成２７年５月１６日・・・ 参加者 ２３名
『「木造建築における福岡県産材利用のすすめ」講演会 及び 懇親会』
・平成２７年６月１６日・・・ 参加者 ２４名
『「長期優良住宅リフォーム」講演会』
・平成２７年７月１８日に予定
・今後の予定として、平成２７年 ９月 １９日に
『木造軸組工法住宅の許容応力度設計勉強会』(４号建物仕様規定勉強②)

青年部会---------------------------------------------------------重松部会長（代理 今林）
・４～５月・・・Structure主集九州の編集作業
・６月１９日・・・第１回 定例部会
今後の予定
・８月２１日・・・第２回 定例部会
・９月or１０月頃・・・鉄構工業会青年部とのコラボレーション企画(勉強会or工場見学)を計画予定。
・１０月２３日・・・構造デザイン発表会に参加（宮本さん、上野さん、田原さんの３名が発表予定）
・１１月１４・１５日or ２８・２９日・・・青年部見学会in宮崎
・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
今年度も引き続き、木に取組む仲間として、福岡県の林業女子(名称近日決定予定)と共に活動して
いく予定です。
・4/28火 ミーティング・・・今年度始めの集まりで、活動計画や支部活動の情報展開について話し合い
を行いました。月1回ペースの会合で、ほぼ1年間の予定が決まってしまい、まだほかにもやりたいことが
ある、といった活動に対する気持ちが強くなっていることを感じる状況です。
・5/26火 ミーティング・・・6/20のサミットに向けての打合せ。福岡県林業関係の方も含め、11名という過
去最大のミーティングとなりました。
・6/20土 サミット(木造部会へ参加)・・・なでしこ会から5名参加。木造設計について、個人差はあります
が、知識を増やしていこうという意識を持つことができました。
・7/14火 ミーティング・・・今後の活動、他部会への活動参加案内の報告。今年度は年間予定がほぼ
決まっていますが、支部総会でお会いした桃李舎の桝田さんを大阪まで訪ねたいという企画も浮上して
います。
今年度に入り、支部総会のお手伝いや木造部会への参加という活動の中から、4名の新規会員加入が
あり ました。なでしこ会では、結婚・出産などで仕事や部会活動に制限のできる時期があることを踏ま
え、 常に新しい会員を募集し、今なら活動できるという方たちに活躍して頂けるよう声掛けを行ってい
きたいと思います。
<今後の予定>
・8/22 土 暑気払い
・9 月以降 サミット(見学会)、定例ミーティング、娯楽系サミットなど

編集ホームページ委員会------------------------------------------------今林委員長
・4月15日・・・ 本部編集委員会WEB出席（5名）
・5月20日・・・ 本部編集委員会WEB出席（4名）
・6月14日・・・ 本部編集委員会 出席（福田）
・7月
・・・structure135 「主集九州」 創刊
今後の予定
・8月
・・・メール版31号（第1回役員会報告）配信
・10月23日・・・JSCA構造デザイン発表会2015（東京）参加
・11月
・・・メール版32号（JSCA構造デザイン発表会2015報告）配信
＊）structure135号「主集九州」にあたり、多くの皆様方のご協力を頂きましたことを御礼申し
上げます。

耐震改修促進委員会---------------------------------------------------松下委員長
・6月15日・・・第１回運営委員会（福岡市・福岡地区委員8名）
・H27年度の計画
講習会・見学会等は適当な題材があれば実施する。
耐震相談（昨年通り対応予定）
耐震診断事務所名簿のHP掲載

4. 地区会報告と事業計画
沖 縄 ---------------------------------------------------------------------花城幹事
・偶数月での定例会開催：平均７，８人の参加
・6月23日‥‥「山脇克彦講演会＆構造デザインワークショップ」参加者約120人
講師：元日建設計構造部部長 山脇克彦氏
内容：一部は講演、二部は大学生と専門学校生がテーマに添って構造物を計画し、
講師が構造解決を試みるワークショップ（26案が提案された）
ビーチにてオリオンビール／泡盛とＢＢＱで打上げ会（24人参加）
・6月29日‥‥「構造計算適合性判定の審査・申請に役立つ勉強会」参加者103人
講師：日本建築センター 評定部 審議官（元同センター適判員） 打越瑞昌氏
内容：ビルディングレター Ｑ＆Ａに因んでの内容（講習1.5時間、質疑1.0時間）
・7月24日‥‥ 第一回九州役員会in長崎に参加
・8月～11月中に１件以上の講演会等の計画予定
・12月‥‥‥‥ 地区内デザイン発表会＆忘年会

鹿児島 ------------------------------------------------------------------中村友直幹事
・5月 8日(金) 九州支部総会出席(中村地区幹事 白坂地区事務局)
・5月29日(金) 第１回役員会
・6月 4日(木) 免震体験(於:鹿児島大学 鹿児島大学協力) 35名参加
・6月 5日(金) 鹿児島県鉄構工業会との意見交換会・勉強会 8名参加
・6月6日(土) 鹿児島県建築士会総会出席(中村地区幹事)
・7月7日(火) 第２回役員会
・7月24日(金) 九州支部役員会出席(中村地区幹事 白坂地区事務局)
・7月24日(金)～7月25日(土) 長崎視察旅行 10名参加予定
・10月3日(土) 10月例会 エネルギー法勉強会
・12月
例会 勉強会予定
・報告事項 地区会会員２名退会(地区会のみ退会．本部には継続して所属)

宮 崎 ----------------------------------------------------------------------森本幹事
４月２１日・・・宮崎地区役員会 事業報告および次年度事業計画案の検討・会計監査
４月２４日・・・宮崎地区総会
２１名（内、委任状８名） : 宮崎市民プラザ
６月２５日・・・第１回技術研修会
:宮崎市民プラザ １３名出席
「－ 構造計算方法についてのセミナー －」
① 地震と耐震設計法の変遷について
講師・・・(株)NTT ファシリティーズ総合研究所
建築構造技術本部 本部長 齊藤 賢二氏
②計算ソフト利用における留意点について
講師・・・(株)NTT ファシリティーズ総合研究所
構造設計システム部 担当部長 荒川 延夫氏
８月
・・・第２回技術研修会 予定 (ＰＣａ工法 工事現場見学会)

８月
９月
１０月
１月
３月

・・・第３回技術研修会 予定 (鉄骨接合部の実験参加･･･九産大 九谷研究室)
・・・九州支部青年部との意見交換会
・・・第４回技術研修会 予定 (鉄構工業会と合同研修会･･･鉄骨接合部の実験結果報告会）
・・・第５回技術研修会 予定
・・・宮崎地区役員会 事業報告および次年度事業計画案の検討・会計監査

・診断については、判定会を年３回実施予定で、件数は30件程度
・適判については、月平均5～8件程度

熊 本 --------------------------------------------------------------------満石幹事、川島副幹事
・5月22日平成27年度のJSCA熊本地区会総会を開催し、新しい幹事および事務局にてスタートしま
した。
・今年度の具体的な活動計画は決めていませんが、講習会・現場見学会をそれぞれ1回ずつ実施した
いと考えています。
・会員状況について
4月より2名入会、1名退会 計1名増であり、学術会員 3名 正会員 23名 計 26会員です。
・耐震診断について
6月1日より、熊本県建築住宅センターが、3法人に分社化され、耐震診断は、熊本県建築構造評価
センターにての受付となりました。
耐震評価委員会のシステムも変わりました。
事前審査において、主査の先生と専門委員(実務者)2名にての審査体制でしたが、6月1日より事前
審査での主査審査がなくなりました。
・適判について
6月1日より耐震診断と同様に、熊本県建築構造評価センターにて適判審査を行うようになりました。
適判員は、常駐1名 複数日 3名 週1日 5名にてチェックしています。(JSCA会員 6名)

大 分 ----------------------------------------------------------------------高橋幹事
平成２７年度活動予定
・２月１０日 大分建築若手技術者名刺交換会→７０名参加（そのうち１５名JSCA 関連）
・４月１７日 大分地区総会
・４月２２日 改正基準法勉強会→建築士会（適判）、県の担当者、JSCA 大分地区会員で勉強会
・８月 中旬 建築士会、事務所協会と合同でJASS コンクリート関連勉強会実施予定（第一回）
（国土交通省からの資料待ち）
・１０月中旬 建築士会、事務所協会と合同でJASS コンクリート関連勉強会実施予定（第二回）
（国土交通省からの資料待ち）
・１１月中旬 木造勉強会実施予定
・１２月中旬 建築士会、事務所協会と合同でJASS コンクリート関連勉強会実施予定（第三回）
（国土交通省からの資料待ち）
・１２月下旬 大分地区会忘年会及び大分建築若手技術者名刺交換会
＊今年度中にJSCA 大分青年部会を発足させたい（8/29決起集会）
適判物件 ５５件
耐震判定 ３件

長 崎 ----------------------------------------------------------------------陣川幹事
・5月13日・・・長崎地区会総会を開催。
・5月19日・・・九州支部役員会準備会立ち上げ打ち合わせ
・7月24日・・・ＪＳＣＡ九州支部役員会（長崎）参加、長崎さるく、懇親会開催
・9月 4日・・・例会：
・地震と耐震設計法の変遷について
・一貫構造計算ソフト利用における留意点について
講師：ＮＴＴファシリティーズ総合研究所
・1１月：例会：佐世保地区担当
・診断については、……今年度7月現在19棟
・適判については、……
佐 賀 -------------------------------------------------------------------香田幹事（代理 江口）
・5月15日・・・佐賀地区総会及び勉強会（旭化成建材、岡部）を開催
・9月
・・・講習会予定
・10月 ・・・見学会予定
・今年度、会員1名入会予定
・適判については、6月末現在、２判定機関合計37件
・耐震診断については、県の判定委員会20棟予定
北九州 ---------------------------------------------------------------------牛尾幹事
H27年度の予定と結果
・4月17日 北九州地区会総会
・5月 8日 九州支部総会
・7月22日 H27建築行政連絡協議会 （北九州市） 幹事、事務局参加
・7月24日 第1回役員会（長崎）
・8月上旬 北九州地区会連絡会（産学官の打ち合わせ、総会、役員会、建築行政連絡協議会の報告
など）
・9月 産学官の打合せ、各大学、北九州市と調整
・11月上旬 北九州市の『産学官』が連携した第6回建築構造系講演会 予定
・随時
北九州6団体（建築士会、事務所協会、建築家協会、北九州設備設計監理協会、
北九州建築設計監理協会及びJSCAの6団体）の会議
・1月上旬 北九州6団体 新年賀詞交歓会
北九州市より
・「北九州市耐震改修促進計画」改定の検討委員会
現在の計画が本年度で終了するので、来年度以降の計画を行う。
JSCAにも委員の依頼がありました。 委員5名、学識経験者 1名 程度
8月、11月、翌2月の3回を予定。
・勉強会 現在のところ、特に予定無し。
・確認申請について 平成26年度 北九州市（計画通知含む） 3733件
適合性判定の数は不明

5． その他
(1). JSCA 構造士試験九州開催（9/11,12）予定
(２).・役員会名簿を作りたい。
・事務局の役割分担表を送って欲しい。
(３).適判について、制度改正により事務所代表の多くの人が非常勤判定員を辞めざるを得ない。
地方では事情も様々であり、柔軟性のある運用となるように JSCA として働きかけられないか。
（4).structure135「主集九州」を様々なアピールに使えないか。
各地区会にて欲しい必要部数があれば事務局に連絡して欲しい。
（5）.建築士法改正により、再委託の契約については今後注意が必要。
(４).次回役員会の日程
・ 予定日時 11 月 27 日（金）
・ 場 所
福岡市内

