
JSCA九州支部 平成29年度 第 2回拡大役員会議・議事録（2017・11・17） 

日  時 2017年11月17日（金）役員会 15:30～17:30   

場 所 

博多バスターミナル９F（３・４ホール） 

住所：福岡県福岡市博多区博多駅中央街２－１ 博多バスターミナル９F 

問い合わせ先   TEL 092-474-5280

出席者 

原、大塚、今林                                   両副支部長  3名 

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

都筑、上野、小林、石井、奥野、重松、浅田、福田           各委員長・部会長 8名 

伊藤（淳）、木村、蓜島、増田、山本、向井、山下、吉村、安達、                 

松田、水野、春元                                   副部会長 12名 

牛尾、豆田、岡崎、甲斐、阿部、濱砂、上永瀬、小波津             各地区幹事  8名 

中村、江口、鰐口、岡本、岡崎、桑原、新川                    各地区事務局 7名 

宮田                                                   各顧問      １名 

                                                   各監査役    0名 

石松、横山 九州支部事務局 2名 

計46名 

予定議題

1．支部長挨拶 

2. 各委員会、および各地区会のと報告と要望 

3．その他 

 (議事予定) 

1. 支部長挨拶 ---------------------------------------------------------------原支部長 

・今年度より第2回役員会を拡大役員会としました。多くの役員が出席するこの機会を利用して、

本日は初めての試みで役員会の終了後、賛助会との交流促進を目的とした懇親会を開催します。

40社ほどの賛助会員に出席していただいています。 

・賛助会員の新規加入が皆さんのご協力のおかげで進んでいます。ありがとうございます。後

ほど会員委員会より報告していただきます。 

・長く懸案でありました九州支部名簿が完成し間もなくお手元に届きます。皆さんのご協力と会

員委員会の準備作業のおかげです。有意義にご利用いただきたいと思います。 

・9/12日にＪＳＣＡ構造士の試験を福岡で実施しました。構造士の受験を勧めていただきたい

と思います。 

・10月はスキルアップを含めて4件のＪＳＣＡ主催の講習会が開催されました。担当いただい

た部会の皆さんありがとうございます。出席者を増やすために本年度より作成した行事予定表

を利用いただき、できるだけ分散開催できるようご協力お願いします。 

 来年度からは年度初めの合同技術委員会である程度の振り分けができればと考えます。 

・10/12日に九州設計3団体懇談会が.開催されました。事務所協会・士会・ＪＩＡの九州沖縄

各県代表が参加しました。ＪＳＣＡはオブザーバーとして参加しています。 

 災害時の連携マニュアルの検討が進められていく予定です。 

・11/15日に本部理事会が開催されました。 

・講習会案内等の会員への配信方法を変更し、九州支部事務局より支部会員全員に直接メール配

信することとしました。今までは支部幹事を通して配信していましたが、漏れがあるケースがあ

りましたので改善しました。 

本日も活発な議論をお願いいたします。 
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2. 各懸案事項報告と審議 

・本役員会での審議事項の予定は特にありません。 

 審議事項がありましたら、ご発言をお願いします。 

皆様には、報告とご連絡の発表をお願いします。 

   事務局------------------------------------------------------------石松事務局 

・（一財）福岡県住宅ｾﾝﾀｰ、九州住宅保証㈱ 様から補助金をいただき、講習会を開催しました。 

 詳細は設計部会・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ系部会から報告があると思います。 

・ＪＳＣＡ構造士の試験を9月9日（土）に開催、１名の受験者でした。 

・スキルアップセミナーを１０月１０日（火）に開催し22名の参加者がありました。 

・ＪＳＣＡ九州会員名簿・九州支部賛助会名簿を作成、会員の方へ配布しました。 

 詳細は会員委員会から報告をしていただきます。 

・福岡県では、Ｈ２９年9月22日（金）に第２５回福岡建築倶楽部ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟが開催され 

 ＪＳＣＡからは９名の参加でした。 

又、Ｈ３０年１月２６日（金）に「Ｈ３０年福岡建築倶楽部 新年の集い」 

 が開催されます。今月中に会員・賛助会員の方へ案内をします。今回はＪＳＣＡが幹事団体になって 

おり,現在準備会議を行い、準備を進めている状況です。 

      ・各部会・地域会の皆様、活発な活動をありがとうございます。 

3. 各委員会・部会報告及び事業計画 

技術委員会-----------------------------------------------------------松下委員長 

・ 6月13日・・・・・・・技術委員会部会合同会議 出席27名 都久志会館 

・ 6月22日・・・・・・・福岡県鐵構工業会 建築鉄骨製品検査技術者資格 学科受験講習会 

               講師 尾宮、吉原、上瀧 

・ 9月21日・・・・・・・全国鐵構工業協会 建築鉄骨製品検査技術者資格 実技受験講習会（大阪） 

                講師 上瀧 

・ 9月27、28日・・・・・福岡県鐵構工業会 建築鉄骨制作管理技術者資格 受験講習会（福岡） 

                講師 吉原、上瀧 

 以下予定 

・ 11月4～8日・・・・・・全国鐵構工業協会 建築鉄骨製品検査技術者資格 実技受験講習会（福岡） 

                講師 尾宮、山下、吉原、重松、恵藤、田中、松尾、上瀧 

・ Ｈ30年2月・・・・・・全国鐵構工業協会 建築鉄骨制作管理技術者資格 更新講習会（福岡） 

                講師 上瀧 

設計部会-----------------------------------------------------------------都筑部会長 

・ １０月２０日・・・「設計者のための見落としてはならない非構造部材」講習会開催。 

          福岡県建築住宅センター主催、九州住宅保証、ＪＳＣＡ九州共催 

          会場でＪＳＣＡ出版書籍を販売。出席者は７２名 

・今後の予定は検討中。 
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応答制御設計部会---------------------------------------------------------上野部会長 

① 部会打合せ（上野・西村） 

・７月10日実施、９月４日実施、10月11日福岡大学訪問、次回部会は、２月５日予定 

② 講演会 

・11月22日 14:00～17:00 福岡市中央区天神４丁目 天神幸ビル 

「免制振建物と応答制御設計の最新動向」 福岡大学 高山教授、吉澤教授 

③ 勉強会 

 ・2018年に３回程度開催できるように、日程、テーマ、参加案内等を準備中。 

JSCA内で、若手に対して十分な時間を作って、実践的な勉強会を開き、 

実務での設計技術を習得するのが目的です。 

④ 見学会 

・12月12日 13:00～17:00 福岡大学キャンパス内 

「ブリヂストン免震体験車」 

地震を受けた建物の揺れを「免震・制振・耐震」でそれぞれ体験できる。参加費無料。 

－案内準備中－ 

   基礎地盤系部会 ----------------------------------------------------------小林部会長 

・ 10月14日・・・「2017年度建築基礎設計の実務講習会in福岡」を開催。受講者は25名。 

今後の予定は、特に無し。

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

・７月６日  ・・西日本圧接業協同組合との共催で「平成２９年度鉄筋継手の勉強会」の講習会開催 

           内容：Ａ級圧接継手、鉄筋コンクリートの不具合事例及び鉄筋継手の品質管理について 

           出席者は４４名（ＪＳＣＡ３６名） 

  ・１０月３０日・・「鉄筋コンクリート造柱梁接合部の最前線」講演会および 

「2015年版建築物の構造関係基準解説書のＱ＆Ａについて」講習会 

           福岡県建築住宅センター・九州住宅保証（株）との共催 

           出席者は１５４名（ＪＳＣＡ９０名） 

  ・１月中旬  ・・「制振構造の高層マンション」の現場見学会開催予定 

  ・２月中旬  ・・「機械式定着・継手」及び「適合性判定の事例について」の講習会開催予定 

鉄骨系部会 ---------------------------------------------------------尾宮部会長（代理：山本様） 

・ 12月1日・・・現場見学会 新北九州市立八幡病院＠八幡 参加現在約２０名程 

・ 9～11月・・・建築鉄骨構造に対する人材・担い手育成への提言：ヒアリング中 

今後の予定 

    ・講習会 ２月 （仮講演会名）鋼と溶接を深く学ぶ 
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木質系部会--------------------------------------------------------------川崎部会長 

・6月 30日・・・ ＣＬＴ講習会 

・9月  29日・・・ 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 荒井 浩二郎氏、酒井 快典氏に

よる「免震構造設計の普及にむけて NS-SSB(鉄の免震装置)の紹介」講演

会を実施。出席者は24名。講演会後、懇親会を実施。 

・今後の予定として、木造軸組工法住宅の柱脚だぼ継ぎ等に関する勉強会を11月24日に予定

している。勉強会後、忘年会を実施予定。 

特殊構法部会（PC・ハイブリッド・空間構造）---------------------------------石井部会長 

・ 10月17日・・・第２回運営委員会（今後の予定について） 

今後の予定 

・ 11月30日・・・現場見学会（PC外付けフレーム）「福岡市営板付住宅２５棟耐震改修工事」 

・ 12月08日・・・「PC構造の設計」勉強会 

耐震改修部会--------------------------------------------------------奥野部会長 

・9 月 20 日・・・古い煉瓦造倉庫をカフェにリニューアルするにあたり耐震調査が可能か否かの相談が有り

煉瓦造建物に詳しい事務所を探したが適当な事務所が見つからなかったことを連絡した。 

・今後の予定としては耐震天井の改修に関する勉強会を実施したいと思っている。 

会員委員会-----------------------------------------------------------横山委員長

・ 九州支部会員及び賛助会員名簿について 

「Structure10月号」へ同封しお送りしておりますが、こちらの不手際により佐賀県の会員の皆様の

ページが落丁しておりました。この件に関しましては既にメールにてお詫びと佐賀県の会員の皆様

の名簿を送信しております。 

慎重に準備を進めてまいりましたが、このような事態となり佐賀県の会員の皆様を始め、会員・賛

助会員の皆様に多大なご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。 

つきましては、落丁を訂正しました名簿を会員の皆様へは「Structure1月号」へ同封し、学術会員･

賛助会員の皆様には別途郵送にて改めて送付させていただく予定です。 

・ 賛助会について 

  賛助会員の新規加入について皆さんのご協力のおかげで新規15社、総会員数79社となっておりま

す。 

      また、JSCA九州支部HPに新たに「企業PRコーナー」を設け、現在１社掲載中です。 

      賛助会の増強について、今後も推薦をお願いします。 

      講習会について、賛助会員へも講習会の案内を行っております。賛助会員はJSCA会員扱いにて対

応願います。 

      今回の役員会後、役員と賛助会員との交流促進を目的とした懇親会を開催いたします。賛助会員の

出席は31社43.名、総出席数は84名となっております。 

・ JSCA年間日程表について 

月初めに支部役員、顧問、事務局、常設委員会の委員長・部会長・副部会長・地区会へ送信してお

ります。 

今後も、予定が決まり次第、随時連絡をお願いします。 
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青年部会-------------------------------------------------------------重松部会長 

・８月４日・・・第２回 定例部会 

場所：日本設計九州支社 会議室にて 

参加：１８名 

秋以降の活動計画会議を行った 

 ・１０月１３日・・・ＪＳＣＡ構造デザイン発表会２０１７ 

場所：日本設計九州支社 会議室にて 

参加：重松、福田、小林、山本、堀 

秋以降の活動計画会議を行った 

九州支部から５名が発表、総発表者は７０名弱 

以前九州支部青年部会にいた日本設計の池田さん、鹿島建設の上野さんも発表 

 今後の予定 

 ・１１月２２日・・・第３回 定例部会＆忘年会 

「構造デザインを楽しむ会（巨匠に学ぶ）第二弾」 

（日本設計九州支社 会議室、講師：吉原さん、今林さん） 

 ・１２月１日・・・新北九州市立八幡病院 見学会（第２回目）（鉄骨系部会主催に参加予定） 

昨年勉強会を行ったバーリングコネクターを見学予定 

・ １～２月頃・・・広島方面へ建物見学＆中国支部青年部と交流 

・ １～３月頃・・・若手構造設計者の集い 

なでしこ会---------------------------------------------------------松田副部会長 

業務繁忙のためか、活動がやや不活発な状況です。 

他部会の活動に参加することもひとつの活動と位置付け、案内等の情報共有を行っています。 

<7月以降の活動報告>

7/22土 第1回サミット『減災館について学ぶ』（九産大の姜先生をお訪ねし大学内も見学） 

9/2土  暑気払い（生き方・働き方などについての意見交換） 

<今後の予定> 

 1～2月  活動発表会 

     日程未定 減災館見学 

山鹿の見学会、鋼構造の歴史散歩MAPをたどる見学会など 

広報委員会-----------------------------------------------------------福田委員長 

・ ７月２８日・・・九州支部役員会（宮崎）に出席。HPの掲載ルールについて 

・ ９月 ７日・・・メール版37号（役員会in宮崎・長崎構造展）発刊 

・ ９月２３日・・・Structure 10月号「支部だより」提出 

・ 随 時  ・・・講習会案内、賛助会等のJSCA九州のHPアップ 

今後の予定として 

 ・ １月にメール版38号（新春号） 

 ・ １月にStructure 1月号「支部だより」 
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4. 地区会報告と事業計画 

  沖 縄 ---------------------------------------------------------------------小波津幹事 

・ 9月20日水曜日ＰＭ 3：00～6：00 振動解析セミナー「耐震設計の実際」 

ユニオンシステム㈱協力 

・ 10月18日水曜日ＰＭ 3：00～6：00最近の構造適合性判定についての質疑事項についての勉強会

                                   ㈱建築構造センター協力 

・ 12月上旬にて、沖縄地区会デザイン発表会及び定例会開催予定 

・ 1月上旬は、沖縄県建築関係団体（8団体、構造技術者協会、設計事務所協会、建築士会、建築家協

会、設備事務所協会、設備技術者協会、積算協会、建設業協会）合同新年会への参加 

・ 2月上旬にて、定例会開催予定 

・ 耐震診断については、委員会開催場所 2ヶ所 沖縄県建築士事務所協会、沖縄県建築設計サポート

センター。 

・ 適判については、沖縄県建設技術センター、建築構造センター、東京建築検査機構の3カ所。 

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

・９月１９日(火)・・第４回役員会 

・１０月２０日(金)～２１(土）・・・すまいと建築展ブース出展 

かごしま県民交流センターにて（２２日は台風接近の為中止）。 

    ※報告漏れ ５月 鹿児島市耐震アドバイザー３名派遣しました。 

・１１月１３日（月）第５回役員会 

  ・１２月６日(水)例会及び忘年会予定。 

・１２月１６日（土）日本建築学会鹿児島支所講演会(JSCA後援)予定。 

   鹿児島大学工学部稲盛会館にて（佐藤淳x竹中司 特別講演） 

     ・１月初旬第５回役員会予定。 

・２月中旬敵判機関との勉強会予定。 

  会員は１９名のまま。 

 ・診断については、……４月～１０月末（鹿児島大学・鹿児島設計事務所協会） 

物件数２５棟。 

 ・適判については、……４月～１０月末（鹿児島県住宅センター・建築構造センター） 

物件数１２２棟 
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宮 崎 ----------------------------------------------------------------------濱砂幹事 

･９月８日・・・構造計算ソフト「ＢＵＳ－６シリーズ」の講習会を開催した。 

          参加人員２１名 

・１１月２日・・「適合判定に関する基礎のＱ＆Ａ」の講習会を開催した。 

建築士事務所協会と共催、参加人員３８名（内JSCA１７名） 

・今後、メーカー等の協力を得て、勉強会を行っていく予定。 

・今後、情報収集し、見学会を行っていく予定。 

 ・診断については、……診断物件も少なく、宮崎での判定会開催は年２～３回。 

 ・適判については、……適判審査機関が減の予定。 

熊 本 -----------------------------------------------------------------------甲斐幹事 

・9月2日と9月23日に木造部会の川崎さんにお願いして「在来木造軸組工法の設計手法」という題

材で講習会を開催しました。40名程の出席がありました。 

いつもの講習会出席者と顔ぶれが大分違い、日ごろ木造住宅等の設計をされている方の出席が多

く、「やはり、許容応力度設計になると構造設計の方に依頼する」との話も上がっていたので、

構造設計者のアピールにはなったかなと感じました。 

受講の方の中から木造の構造設計者としてJSCAに入会してもらえないかなとも感じました。受

講者の中からは木造の限界耐力設計に関する講習会開催のオーダーがあったりし次年度の開催を

試案しているとろです。 

・12月2日に忘年会を行う予定です。 

・最近民間の確認機関に出したのですが、質疑が返ってくるまで１ケ月ほどかかりました。また９

月は受け件数オーバーで受け付け止めの機関があったりしています。新築物件数が全体的に増え

ているのではないかと思います。 

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

・7月22日 大分地区会総会を開催地区会員8名が参加しました。 

・7月28日 宮崎で役員会開催。大分地区会から阿部幹事、事務局から岡本 

          の2名が参加しました。 

・9月13日 大分県建築士事務所協会主催、JSCA九州支部共催の「木造住宅の 

耐震診断と補強方法」講習会に大分地区会から8名が参加しました。

・9月30日 確認申請時に提出する構造特記仕様書等の勉強会を開催し 

地区会員6名程が出席しました。 

その後懇親会開催。 

・12月   大分地区会忘年会を予定しています。 

・適判物件……大分県建築住宅センター  1月から6月   10件 

                        7月から10月末   12件 

            大分県構造技術センター   1月から10月末 119件（128棟） 
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長 崎 ----------------------------------------------------------------------岡﨑幹事 

・4月  6日・・・・・・ 通常総会：ホテルモントレ長崎（長崎市） 

・5月26日・・・・・・ 九州支部役員会（福岡市） 

・6月21日・・・・・・ 記念講演会：ＮＢＣビデオホ－ル（長崎市） 

・6月22日、23日・・・ 第4回建築構造展：ＮＢＣ別館（長崎市） 

・7月26日・・・・・・ 第1回九州支部役員会（宮崎市） 

・9月26日・・・・・・ 第4回建築構造展反省会（長崎市） 

・今後の予定 

・11月22日・・・ 例会・鉄筋継手の講習会（佐世保市） 

・ 2月 2日・・・ 第4回長崎県鉄構工業会との懇談会および懇親会（長崎市） 

・ 2月   末・・・第4回長崎地区会構造デザイン発表会予定（長崎市） 

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

・ 今年度計画 

 H29年 5月19日・・・ 佐賀地区会総会、杭（MAGUNUM－BASIC工法）勉強会 

 H29年 6月 5日 ・・・ 好生館跡地4団体複合施設現場見学会（PC構造） 

 H29年 6月22日・・・ 構造デザイン講演会（講師：渡邊竜一氏） 

 H29年 10月13日・・・ 松尾建設㈱本店ビル現場見学会（S造 床CLT） 

 H29年 10月27日・・・ 建築構造講演会（鉄構工業会と共催） 講師：今林光秀氏 

 H29年 11月24日・・・ 工場見学会（杭破壊試験）ジャパンパイル 

 H29年 12月   ・・・ 地区例会（忘年会） 

・診断については  ・・・ 4棟 

・適判については  ・・・ 〇〇棟（建設技術支援機構30棟、建築構造ｾﾝﾀｰ〇〇棟）4/1～10月末

北九州 --------------------------------------------------------------牛尾幹事（代読：中村様） 

  支部  5/26 JSCA九州支部総会 タカクラホテル   

  支部  7/28 JSCA九州支部第1回役員会（宮崎）  

  地区  9/1 北九州地区会例会 暑気払い、産学官の調整等 5名参加 

  地区  11/10(金)  北九州市の産学官が連携した建築構造系講演会  13:30開始（受付 13:00～） 

           場所：北九州国際会議場 21会議室 

挨拶     北九州市建築都市局指導部部 建築指導課長 櫨本 浩一 様 

         北九州市の耐震対策    建築指導課 係長 後藤 秀一 様  

高力ボルトの歴史 西日本工業大学 教授 平井 敬二 様   

北九州市立総合療育センターの設計と建設他 日建設計 設計部 主管 中川卓様 他 

新北九州市立八幡病院設計と建設他 鹿島建設  尾宮 洋一 様  

        終了後、懇親会を実施 

  支部  11/17  JSCA九州支部第2回役員会      幹事、事務局のみ 

  地区  12月中旬 北九州地区会例会  忘年会 賀詞交歓会の計画説明等 
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  地区  1/11  北九州建築六団体合同新年賀詞交歓会     幹事： JSCA九州支部 北九州地区会 

      日時 2018年 1月11日 

   17:30 受付 

   18:00 開会 

   20:00 閉会 

場所 ホテルクラウンパレス小倉 3階 ダイヤモンドホール 

  支部  3月中旬 JSCA九州支部第3回役員会       幹事、事務局のみ 

  地区  3月下旬  北九州地区会例会 新年度に向けて 

5． その他 

重松部長（ﾃﾞｻﾞｲﾝ発表会ＷＧ） 

(1). 来年度のJSCA九州構造デザイン発表会の実施について  

 ・総会案内を３月末もしくは４月頭に配信する際に、発表人数が確定させたい為、募集案内と

募集締め切りを１ヶ月前倒しする。 

・発表会開始を30分早めたことにより総会開始も30分早まり13:00となる。 

2017年は

総会 13:30～14:50

発表 15:00～16:30(90分)

講演 16:40～18:10

懇親 18:20～20:00 

    2018年は、 

       総会 13:00～14:20（30分前倒し) 

     発表 14:30～16:30(120分) 

   ・コメンテーターの確認 

     今年は、コンクリート系部会の伊藤さん＆宮崎地区会の森本さんでした。 

     ルール（組織表の順番＆第1回役員会開催県）からすると、来年は鉄骨系部会＆鹿児島地区

会となります。 

(2).次回役員会の日程案  

         ・ 予定日時  ３ 月 ９ 日（金）   

         ・ 場  所   未定 
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