
JSCA 九州支部 平成 28 年度 第 3 回役員会議・議事録（2017・0317） 

         

役員会予定表 

日  時 2017 年 3 月 17 日（金）役員会 15:30～17:30   

場 所 

博多センタービル「3 号会議室」 

住所：福岡県福岡市博多区博多駅前 3 丁目 5-7 

問い合わせ先   TEL 092-431-8405 

 

 

出席予定者 

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

松下、吉原、伊藤、今林、内山、佐守                            各幹事     6 名 

尾宮、上瀧、川崎、浅田、重松                             委員長・部会長 5 名 

小林、木村、山下、新井、安逹、向井                              副部会長 6 名 

奥野、上野                                       耐震促進副委員長 2 名 

牛尾、豆田、岡崎、満石、阿部、森本、上永瀬、花城                    各地区幹事    8 名 

中村、江口、鰐口、谷口、河野、岡崎、新川                         各地区事務局   7 名 

許斐                                                           各顧問       1 名 

福田、水野                                                      編集 HP 委員会 2 名 

福井                                                          各監査役      1 名 

石松、恵藤                                                    九州支部事務局 2 名 

計 43 名                                                         

 

 

予定議題 

 

1．支部長挨拶 

2．来年度予算案、H29 年度新人事案について 

3．各委員会、および各地区会のと報告と要望 

4．その他  

 (議事予定) 

 

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

皆様お疲れ様です。 

4年間、色々協力頂きまして、誠に有難うございました。皆様のご協力に感謝申し上げます。 

熊本地震が有り、大変な出来事で、応急危険度の判定や建築学会の悉皆調査についても協力を頂き、重ねて

お礼申し上げます。 

参加型実験の方は、近々、本実験の案内が出来ると思います。後程、伊藤さんの方から報告が有ると思いま

す。 

又、鉄骨部会の方でもハンチ付き梁の実験が行われました。有意義な実験であったと思います。 

来年度の新しい組織は、後程、新支部長の原さんの方から報告が有ると思います。 

各部会共に若返っていて、大変楽しみです。それでは、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 

 

1. 本年度の決算について・・・・・・・・・・・・・・・・・宮田支部長 

2. 来季の予算について・・・・・・・・・・・・・・・・・・原副支部長 

3. 来年度の人事・JSCA会員名簿について・・・・・・・・・・原副支部長 

編集委員会より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今林委員長     

4. H29年度総会記念講演会者の紹介・・・・・・・・・・・・ 大塚副支部長 

5. JSCA九州デザイン発表会について・・・・・・・・・・・・ 重松氏 

年始に会員向けに案内したJSCA九州構造デザイン発表会2017の 

申込締切が2017 年 3 月 31 日（金）となっています。 

現在、５名の応募（仮応募含む）があり、地区会からは沖縄地区より１名予定を頂いています。 

例年、発表時間の関係上６名を基準に実施しています。 

コメンテーターは、伊藤氏、宮崎地区会から１名の予定です。 

よって、残り1名枠がありますので、地区会からどなたか発表予定者がいらっしゃれば         

お知らせください。 



  

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

 

  ・ 本日の資料として、決算・予算案、人事案、デザイン発表会募集資料を追加添付してます。  

  ・ 前回役員会で記入していただきました、緊急連絡用の電話番号をお渡ししております。 

    同時に、本日ご参加の方で、記入可能の方はさらに追加記入をお願いします。 

・  地区会交付金の提出をされてないところは、提出をお願いします。 

  ・ 今年度、JSCAに税務調査が入るようです。 

    講師謝礼支払いの税金は、九州支部会計から本部へ支払いをしますが、その際の税率に 

    注意をお願いします。（通常10.21％）又、税金分は交付金から差し引かせていただきます。 

    マイナンバーは年間を通じて対象者に５万円以上の支払いをする場合に提出が必要のようですが 

    今後は、領収書に講師の方の名刺（連絡先がわかるもの）等を添付してください。 

    支払い調書は、講師個人あてに本部から発送されます。 

  ・  熊本地震の対応については、なお、福岡県建築士事務所協会で来年度も木造耐震診断の 

    応援をされるよう聞いております。 

  ・ Ｈ２９年１月に行われました、福岡県建築倶楽部「新年の集い」は、重松氏司会のもと 

    無事終えることができましたが、Ｈ３０年１月の開催に当たって、ＪＳＣＡが準備担当と 

なっております。皆様のご協力をよろしくお願いします。 

  ・ 福岡県では、３月に福岡県住宅センター様主催・ＪＳＣＡ共催のシリーズものとして行っており 

ました講習会を２回、設計規準系部会にて行っていただきました。福岡県住宅センターさんは、 

ＪＳＣＡとの交流を毎年行いたい意向のようです。詳しくは、吉原部会長よりご説明があるかと思いま

す。ＪＳＣＡ九州の予算も厳しいものになっているかと思いますので、講習会等の開催を 

大いに期待したいものと思います。 

  ・ Ｈ２９年度の総会を５月２６日（金）１３：３０からタカクラホテルを予定しております。 

    皆様のご協力をお願いします。 

 

3. 各委員会・部会報告及び事業計画 

 

 

技術委員会---------------------------------------------------------------上瀧部会長 

 

（一社）全国鐵構工業協会 本部からの講師依頼 

・ Ｈ２８年２月 ２日 建築鉄骨製品検査技術者資格 継続講習会（福岡会場）（92名受講） 

・ Ｈ２８年２月１７日 建築鉄骨製品検査技術者資格 継続講習会（岡山会場）（34名受講） 

 

    H２９年度も、（一社）全国鐵構工業協会 本部と九州支部から講演を依頼されている。 

 

 

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

 

・ 昨年末の「2016年度建築基礎設計の実技講習会in福岡」以降、特に活動は実施しておりません。 

・ 来年度は、佐守の東京転勤に伴い、小林副部会長が部会長に。佐守の交代で来福する新任の清水建

設構造設計グループ長が副部会長の予定です。（１５日が正式辞令の予定ですので） 

・ 来年度以降の活発な地盤系部会活動を期待します。長い間お世話になりました。ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 



 

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

 

2017/3/3 構造設計技術者を対象とした現場監理講習会 第三回 既製杭編 

                             主催 (一財)福岡県建築住宅センター 

                             共催 ＪＳＣＡ九州支部 

 

 

2017/3/8 構造設計技術者を対象とした現場監理講習会 第四回 場所打ちコンクリート杭編 

                             主催 (一財)福岡県建築住宅センター 

                             共催 ＪＳＣＡ九州支部 

   次回の案は「天井の耐震・非構造部材の耐震」を予定してます。 

   どちらも、50～６０名/回の参加者で、1,000円/1人を徴収した。 

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

 

   ・次年度の予定 ・平成２９年０６月：西日本圧接業協同組合との共催で講習会開催 

           ・平成２９年０９月：コンクリート関係の講習会開催 

           ・平成２９年１１月：機械式定着の講習会開催 

           ・平成３０年０１月：制振構造の高層マンションの現場見学開催 

 

   鉄骨ＷＧ-----------------------------------------------------------------伊藤部会長 

 

   ・鉄骨梁の横座屈に関する実験を実施 

    実験内容：塑性化領域（端部）に補強を施した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） 

    状  況：供試体の作成中、５月上旬に公開実験予定 

 

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

 

・ ３月５日・・・建築学会九州支部研究会報告の結果を発表 

・ ３月１６日・・・鉄骨梁端ハンチ形状の違いによる破壊性状の違い実験 

 報告会＠宮崎地区+宮崎県鉄構工業、参加者30名 

 

    来年度予定 

   ・現場見学会 新北九州市立八幡病院＠八幡 ６月、８月（S造6階程度）8月は建て方中 

    他 候補があれば、お知らせ下さい。 

   ・講習会 １回程度 

上野雄太⇒山本能之 

 

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

 

1.活動報告 

＜運営委員会＞ 

  日 時  2017年 3月 7日（火） 18：30～ 

  内 容  今後の活動計画 

       委員の再編・・・PC以外のスタッフを募る予定。 

 



 

木質系部会--------------------------------------------------------------川﨑部会長 

 

・12月  17日・・・福岡県農林業総合試験場 資源活用研究センター 研究員(占部研究員、廣田研究)に

よる「木材の材料特性・乾燥・流通について」講演会を開催。出席者は30名。講

演会後、懇親会を実施。 

 

・12月  24日・・・CLT建築物の構造見学会を実施。出席者は25名。 

 

    ・今後の予定として、CLT建築物の完成見学会を3月11日に予定している。 

         4月 15日は欠陥住宅についての対応の勉強会の予定。 

 

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

 

 ・４月２８日・・・第１回 定例部会（活動計画会議） 

 ・７月１５日・・・第２回 定例部会（勉強会） 

～鋼とコンクリートの接合に用いるずれ止め(シアコネクタ)の種類と設計法の勉強

会～ 

 ・１０月２８日・・・第３回 定例部会（勉強会） 

「告示ルートによる免震建物設計法の基礎を学ぶ」 

 ・１１月１２日・・・耐震改修事例の見学（戸畑図書館と明治学園） 

 

 ・１１月２５日・・・第４回 定例部会（勉強会）＆忘年会 

「テンション構造勉強会」（日本設計九州支社 会議室、参加者：22名） 

＜講師＞ 

神鋼鋼線工業株式会社 

エンジニアリング事業部営業部 部長 田川 英樹 氏 

技術開発本部開発部 主任研究員 鈴木 実 氏 

・ ２月１７日・・・第5回 定例部会 ＆ 送別会 

 

 来年度の予定 

・ 春 頃 ・・・第１回 定例部会（予定） 

・ 見学会 ・・・今年度机上で学んだ「鋼とコンクリートの接合」、「免震構造」、「テンション構

造」に関連した見学会を実施予定。 

・ 見学旅行・・・建物見学を兼ねた研修旅行を企画予定（四国方面？四国支部の戸田氏とコンタクト

中） 

 

 

      ・ 今後、本部のデザイン発表会WGは重松氏が出席する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

人数の増減が落ち着いた状況で、目標としていた見学会・勉強会も終わらせてしまい、 

情報展開程度に終始する期間でした。 

新年度、新たな活動のきっかけをつくっていければと考えているところです。 

 

<12月以降の活動報告> 

3/11 活動発表会…「私と仕事」というテーマで毎年行っています。 

   ※役員会当日に報告させて頂きます。 

12月～3月までは、基本的には休止期間のため、他の活動はありません。 

 

<今後の予定> 

     青年部の企画に参加させて頂き、個人レベルでもいろんな活動ができるように働きかけて 

いこうと思います。 

     3/18日本建築学会九州支部主催、女性会員の会「第二回サムライ女子に聞く」に 

おきまして、「私と仕事と社会」という、毎年活動発表会で報告を行っているテーマに 

沿って、浅田が講演を行う予定です。 

 

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

         

・ 1月 20日・・・JSCA九州メール版35号（新春号）配信 

・ 2月 20日・・・structure142号「仮 熊本地震から1年」編集補助 

・ 3月  15日・・・structure142号支部便り提出 （一部を尾宮・支部長執筆） 

・ 5月    ・・・JSCA九州総会にて新体制 

・ 6月    ・・・JSCA九州メール版36号（総会号）配信予定 

 

 ・新メンバーとして春元 英典さん（エス・エー・アイ構造設計事務所）が加わります。 

 

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

 

・ １０月３日・・・公営住宅（ＲＣ９Ｆ・アウトフレーム工法）現場見学会 

・ 福岡県建築住宅センターより、住まい教室の講師の推薦依頼があり、委員会より５名を推薦しまし

た。 

・ 前回役員会以降の耐震相談は無し。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. 地区会報告と事業計画 

 

  沖 縄 ---------------------------------------------------------------------花城幹事 

 

 ・１月11日‥‥ 建築関連8団体合同新年会＆地区会新年会 

 ・4月 12日‥‥‥地区会総会／懇親会 

            地区会役員改選予定 

    ・6、8、10、12月‥‥‥偶数月の定例会 

       ・5月26日‥‥‥JSCA九州支部総会＆ 

構造デザイン発表会（地区会から1作品の発表） 

 ・7月 7日‥‥‥ 桃李社 桝田洋子氏講演会 

            一般会場or琉球大学講堂 調整中 

    ・12月  ‥‥‥地区会構造デザイン発表会／忘年会 

    ・その他、年度内3～4件の講演会・現場見学会等開催目標 

 

 

 鹿児島 --------------------------------------------------------------------上永瀬幹事 

 

    (11月 18日(金)九州支部役員会以降の活動報告) 

 12月 7日(水) 第 3回定例会 鹿児島大学塩屋教授の講話，忘年会 

 2月 27日(月)  第 6回地区役員会 

 3月 15日(水)  第 4回定例会／現場見学会＋ＩＯＴ講習会 

 3月 17日(金) 鹿児島大学澤田准教授による特別セミナー 

 3月 17日(金)  九州支部役員会(上永瀬地区幹事出席) 

  
   今後の予定 

 4月上旬 平成29年度第1回地区役員会 

 4月中旬 平成29年度鹿児島地区総会 

 5月   第 2回地区役員会 

 5月   九州支部総会出席(上永瀬新幹事 新旧地区事務局) 

 
    耐震診断業務の発注・受注状況(平成 28 年度) 
    鹿児島県建築士事務所協会判定員会･･･28 件(12 月現在 昨年度は 36 件) 
    鹿児島大学建築物耐震判定委員会･･･未確認 
 
    適合性判定件数(平成 28 年度) 
    株式会社建築構造センター鹿児島事務所･･･56 件(1 月現在) 
    公益財団法人鹿児島県住宅・建築総合センター･･･154 件(12 月現在 昨年度は 178 件) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

１．平成28年度 年間事業報告 

 

４月２２日・・・宮崎地区総会   １８名（内、委任状８名）  : 宮崎市民プラザ 

８月 ６日・・・第１回技術研修会  出席者４名 : 九州産業大学 （宮崎県鉄鋼工業会との共催） 

「 鉄骨梁端ハンチ形状の違いによる破壊性状の違い実験 見学会 ２０１６ 」 

( 協力：九州産業大学 九谷研究室 ) 

１０月８～９日・・・第２回技術研修会  出席者５名 

熊本地震・・・その後の状況視察  熊本城・熊本市内・益城市街・宇土市街など 

１１月 ９日・・・第３回技術研修会  出席者１２名 

「 シーガイアオーシャンドーム 解体現場見学会 」 

１１月２９日・・・第４回技術研修会  出席者１２名   :宮崎市民プラザ 

熊本地震・・・その後の状況視察報告会 

審査側から見た「構造計算の留意点」について 

 ３月１６日・・・第５回技術研修会  予定   :宮崎市民プラザ 

「 鉄骨梁端ハンチ形状の違いによる破壊性状の違い実験 ２０１６ 報告 」 

「 熊本県地震鉄骨造被害報告 」 

 

２．今後の予定 

 

３月末 ・・・宮崎地区 役員会 平成28年度の事業報告および会計監査 

４月  ・・・宮崎地区総会 

 

３．会員の減について 

 

正会員が1名退会し、２１名となりました。 

４．H29年度第１回役員会は7月28日（金） 15：30～17：30を予定してます。 
 

 

熊 本 ---------------------------------------------------------------------------満石幹事 

 

・熊本地震発生から11か月が過ぎ、来月で1年となります。 

 30,000棟を超える損壊家屋の公費解体進捗率は、まだ概ね50%程度のようです。 

 今年に入り、「くまもと型復興住宅」が本格的にスタートしました。 

 県市町村所有建築物の復旧設計はかなり進んでいますが、工事入札において不調になるケースがあり、卒業式

などの行事に支障をきたすことも発生しています。 

  

・地区活動 

 12 月 1 日 「熊本地震被害調査講演会」および「復旧設計講習会」を開催、約 50 名参加していただきました。 

 その後は復旧設計などで多忙な会員もあり、特に活動していません。 

来年度熊本地区幹事の交代を予定していますが、次期幹事は来月決定予定です。 

 

・耐震診断について 

 2月末現在、今年度の耐震診断評価の申し込みは24件であり、今年度前半と比べやや増加しています。 

熊本県建築構造評価センターでは、被災建物の耐震診断においては、被災度区分判定或いは同程度の被災調査

が要求されます。 



  

 

 

・適判について 

 2月末現在、今年度の適判物件数は269件(月平均 24.5件)です。地震後減少した時期がありましたが、例年

並に戻ったようです。 

 

・木造住宅の耐震診断について 

 熊本市の木造住宅耐震診断は、H28年度 527件、H29年度は 667件の予定とされています。 

 診断費用は、図面あり 80,000 円、図面なし 95,000 円と若干アップしました。福岡の方にお願いする場合、

別途交通費を見込むそうです。 

 

 

大 分 -----------------------------------------------------------------------------阿部幹事 

 

・1月 25日 大分地区会新年会（6名が参加）今後の活動計画等を話し合いました。 

 ・3月 14日 大分市立碩田学園（小中一貫校）の現場見学会を行いました。 

大分地区会員10名が参加しました。 

＊今後の予定として 

 ・3月 27日 大分県建築士事務所協会との共催で 

「熊本地震の被害から見えてくる耐震化の必要性」講習会を開催します。 

 講師 大分大学教授 菊池健児氏 日本文理大学教授 井上正文氏 

    崇城大学准教授 黒木正幸氏 

・4月22日 大分県建築構造技術センターとの共催で 

「最近の構造設計に関する講演会」講演会を開催します。 

講師 明治大学教授 平石久廣氏 日本免震構造協会専務理事 澤田研自氏 

・ 5月中旬 大分地区会総会開催予定です。 

 

＊会員の増減はありません。 

 

＊耐震診断判定→今年度は14件（年度中に木造耐震診断判定１件予定） 

 

＊適判物件→大分県建築住宅センター  昨年6月から2月末まで 20件 

         大分県構造技術センター   昨年4月から2月末まで 101件 

 

 

長 崎 ----------------------------------------------------------------------岡﨑幹事 

 

・開催内容 

・12月20日（火）・・・長崎地区会構造デザイン発表会 

・01月24日（火）・・・第4回建築構造展の開催会議 

・02月15日（水）・・・長崎県鉄構工業会との合同見学会(亜鉛メッキ工場：諫早) 

 

 

・今後の予定 

・4月06日（木）・・・通常総会 

・6月21日（水）・・・第4回建築構造展の記念講演会：長崎歴史文化博物館 

・6月22日（木）～23日（金）・・・第4回建築構造展：NBC別館1階メディア・ワン 

                      （３５社程度協賛してくれる予定） 



 

佐 賀 ---------------------------------------------------------------------豆田幹事 

 

・ 今年度計画 

 5月中旬 ・・・ 佐賀地区会総会、成人病予防センター現場見学会（PC構造） 

 6月 21～22日・・ 長崎建築構造展参加 

 6月 22日 ・・・ 構造デザイン講演会（建築士会共催）「講師：渡邊竜一氏」 

 10月下旬 ・・・ 建築構造講演会（鉄構工業会青年部と共催） 

 12月    ・・・ 地区例会（忘年会） 

 

 ・診断については ・・ 14棟 

・適判については ・・ 127棟（建設技術支援機構65棟、建築構造ｾﾝﾀｰ 62棟）4/1～2/28 

 

北九州 ---------------------------------------------------------------------牛尾幹事 

 

  平成28年度の報告 

    ・4月 15日   北九州地区会総会  

            H27年度の会計報告 

            H27年度の活動報告、H28年度の活動計画について 

     ･5月 20日   九州支部総会 

     ･7月 29日   第 1回役員会（佐賀） 牛尾、中村出席   

     ･9月 2日    地区例会 産学官の計画説明、懇親 

    ・11月 4日   北九州市の「産学官」が連携した第7回建築構造系講演会 

場所： 北九州国際会議場 21会議室 13：30から17:00 

内容： 北九州市の耐震について 

    北九州市立大 准教授 城戸 先生より、熊本地震について 

繰返し水平力を受けるCFT柱について 

    北九州スタジアムの構造と建設について  

梓設計 本社構造部部長 小林 裕明 様 

九州支社 設計部 古川 学 様 

奥村組 九州支店 北九州スタジアム工事所長 栗山 康史 様 

西日本支社 建築設計部 構造1課課長 武田 彰文 様 

懇親会 西日本総合展示場 新館2階 

 

    ･11月 18日   第 2回役員会 牛尾出席  

・H29年 1月 12日 北九州建築6団体新年賀詞交歓会 

            ・福岡県建築士事務所協会 北九州支部 

            ・福岡県建築士会 北九州地域会 

            ・日本建築家協会九州支部 北福岡地域会 

            ・日本建築構造技術者協会 九州支部 北九州地区会 

            ・北九州建築設計監理協会 

            ・北九州設備設計監理協会          

    ・3月 17日   第 3回拡大役員会  

 

今後の予定 

    ・3月末    北九州地区会 例会予定 

・新年度の幹事、事務局等 

             ・11月の産学官について 

             ・その他、活動計画について 



 

5． その他 

 

(1). H29 年の支部総会は、H29 年 5 月 26 日（金）に行います。 

 

(2).第１回役員会（宮崎地区会）の日程  

H29 年度第１回役員会は7月28日（金） 15：30～17：30を予定してます。 


