
 

JSCA 九州支部 平成 30 年度 第２回役員会議（拡大役員会）・議事録（2018・1122） 

          

日  時 2018年 11月 22日（木）役員会 15:30～17:30    

場 所 

TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ博多５Ｆ（阿蘇 1,2） 

住所：福岡県福岡市博多区博多駅前 3-4-8 ｻｯﾄﾝﾎﾃﾙ博多ｼﾃｨ内 5F 

問い合わせ先 ＴＥＬ 092-474-5145 

 

 

出席者 

原支部長、今林、重松                両副支部長         3名 

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

上瀧                        監査        1名 

都築、上野、小林、木村、宮崎、石井、安逹、大塚、福田 委員長・部会長    9名 

甲斐、西村、蓜島、増田、山本、山下、吉村、松田、春元      副部会長  9名 

牛尾、金子、岡崎、甲斐、阿部、濱砂、中村、小波津    地区幹事        8名 

向井、鰐口、谷口、岡崎、桑原、新川          地区事務局     6名 

宮田、許斐                                    顧問           2名 

恵藤、横山、石松、江口                              九州支部事務局    4名 

 

計 47名  

 

 

 

予定議題 

 

1．支部長挨拶（支部長） 

2．第1回役員会議事録の確認(事務局) 

3．前期事業報告（事務局） 

4. 本部理事会・支部長会議報告（原） 

5．事務局・委員会報告 

6．地区会報告と事業計画 

7. 巡回講習会について（事務局） 

8. 九州沖縄ブロック協議会への参加について（原） 

9. デザイン発表会沖縄の状況報告（重松） 

10.30周年事業の計画案の承認（大塚・安達） 

11.功労者表彰基準の公表と1次推薦依頼（大塚・安達） 

12,役員選挙について（事務局よりスケジュール報告） 

13,その他 

 

 

(議事予定) 

     

    

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

皆さんお疲れ様です。 

本日は 2018 年度第 2 回役員会で拡大役員会となります。今年度ここまでの事業報告の後、今後の予定、

30 周年事業、2020 年沖縄デザイン発表会などについて経過の報告とご意見をいただきたいと思います。

活発な議論をよろしくお願いいたします。 

また本日は昨年に引き続き賛助会の皆さんとの懇親会を企画しています。こちらも貴重な機会ですので

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 第 1 回役員会議事録の確認---------------------------------------------------事務局 

   ・ＪＳＣＡ法人化30周年記念事業委員会の立ち上げ 

   ・（応答制御設計部会）10月 7日住まいフェア2018（免震体験車）JSCA共催 開催 

   ・2020年 JSCA構造デザイン発表会の沖縄開催に関して、ほぼ決定の様だが今後の内容の詰めが必要 

   ・各部会で開催される講習会・見学会に要する費用は基本的には会費で賄う。収支報告を講習会毎に支部

事務局に行う。賛助会員は講習会は会員扱いとする。 

   ・今年度より年間総額10万円を上限に地区イベント補助金として予算化（今年度は長崎）。来年度配分

は第3回役員会（3月）までに要望を整理した上で決定する。 

   ・今年度の拡大役員会も11月の第2回役員会（本会）とする。拡大役員会終了後の懇親会の開催。 

   ・持ち回り役員会の次回は北九州で予定。2020年からは3巡目となりスタートは沖縄で予定（デザイン発

表会にからめて）。 

   ・HP掲載（お知らせや講習会案内）のルール（再確認） 

     事務局に開催連絡＆掲載依頼→三役メール回覧→広報委員会に情報提供→10日以内を目途にHP掲載 

   ・JSCA九州メール版のメール配信について、今後は支部間交流の一環として本部事務局に届け、各支部に

配信してもらう。支部会員に配信するか否かは各支部長判断に任せる。賛助会員にも今後は配信する。 

   ・HPへの賛助会のPRコーナーの設置（新製品紹介などの出来るコーナーを設置） 

   ・役員名簿・緊急連絡先名簿の確認（個人の連絡先5名を追記） 

   ・講習会の報告について、参加人数や収支報告を事務局まで連絡する。講習会や見学会の写真を撮ったら

広報部会へ連絡＆データ送付→HPやメール版に使用 

   ・（事務局内容変更後の）新規の名刺の配布については、11月の役員会（本会）にて行う。 

 

3. 前期事業報告----------------------------------------------------------------事務局 

 

・支部交流 (他団体との交流会)  

     0821 第 13回福岡建築行政研究会定例会 1名 

     0927 福岡県適合判定機関との意見交換会 4名 

0928 第 26回福岡建築倶楽部ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 11名 

      1015  福岡県建築確認円滑化対策連絡協議会 2名 

     1025  福岡建築倶楽部役員会儀  1名 

     1029  九州設計3団体懇談会(事務所協会・建築士会・JIA)2名       

 

.九州支部 

0607 支部長会議 

0619 本部総会 

0727 第一回役員会（鹿児島） 32名 

0929  JSCA構造士試験（福岡会場） 1名 

1015  H30年度 ｽｷﾙｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ(福岡) 27名（受講者19名） 

1004  九州支部三役・事務局会議 9名 

1114 支部長会議 

 

.技術委員会活動 

（技術委員会）0702 「熊本城天守閣他復旧整備事業について講演会」 

            場所：アクロス福岡 参加人数：100名 

（設計部会）0612 「鋼構造物の座屈に関する最新設計法」講演会 

                 場所：アクロス福岡 参加人数：60名 

(応答制御設計部会)  1007   免震体験車試乗会 

               場所:福岡市ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多駅前 清流公園 

           1117   第１回「JSCA性能設計説明書2017 勉強会」 

                            場所:エス・エー・アイ構造設計㈱   参加人数：20名 



(基礎地盤系部会) 0922  建築基礎設計の実技講習会（in福岡） 

                    場所：福岡市 参加人数：30名 

（鉄筋コンクリート系部会） 0801 「鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造におけるひび割れ低減勉強会」 

                              場所：天神ビル 参加人数：80名 

 (木質系部会) 1013  「H28年 熊本地震による木造建物の被害状況とその要因」講演会 

                 場所：福岡市男女共同参画推進センターアミカス 参加人数：50名 

（特殊構法部会） 1204 「プレストプレストレストコンクリート、大空間構造でのケーブルの適用 

事例」勉強会    場所：都久志会館 参加人数：30名 

（青年部会） 0803 木造勉強会 

                場所：久米設計九州支社  

 

（広報委員会） 9月 ﾒｰﾙ版 40号（役員会号） 

10月 Structure10月号「支部だより」 

  

.地区会活動 

（沖縄） 0628 制震ﾌﾞﾚｰｽ・床防振装置付大型商業施設現場見学会 

        0629 琉球大学にて学生向け「西村章後援会＆ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ」 講演会 

     0718 熊本地震柱脚被害講演会 

     0808 深層混合地盤改良講習会 

     0822 第３回振動解析ｾﾐﾅｰ（告示免震） 

     1017 JSCA九州巡回講演会 

（鹿児島） 1019～1021 「鹿児島くらしと建築展」 出展 

（宮崎） 1102 「鋼構造技術講習会」 

（熊本）   0928「中大規模木造”混”構造建物の構造設計の留意点」ＤＶＤ講習会 

1115「熊本城天守閣他復旧整備事業について」講演会in熊本 

（大分） 0630 機械式継手・定着についての「OBJ ｾﾐﾅｰ in2018」 

（長崎） 0625 「美しい張弦梁のはなし」講演会 

     1102  溶鉱炉見学会（北九州） 

（佐賀） 10月 建築構造勉強会 

（北九州） 1116 北九州の産学官が連携した建築構造系講演会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 各懸案事項報告と審議 

原支部長 

本部理事会・支部長会議報告 

・30周年記念事業について 

・Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ のスリム化について 

  HP掲載にすると構成の調整等の作業が発生するが、今よりもやり易くなると思われる。 

  （広報委員会：福田氏回答） 

・構造デザイン発表会について 

・ダンパーについて 

 添付資料1 

 

 

5. 事務局・委員会報告 

事務局長           -----------------------------------------------------恵藤 

・JSCA建築構造士試験を9月29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15日（月）に開催し、19名の参加者がありました。 

・福岡県では、9月28日（金）に平成30年度（第26回）福岡建築倶楽部ゴルフコンペが開催され、JSCAからは

11名の参加でした。 

・H31年1月25日（金）に「Ｈ31年福岡建築倶楽部 新年の集い」が開催されます。近日中に会員・賛助会員

の方へ案内をします。今月の30日（金）に福岡建築倶楽部の準備会議があり、新年の集いについての準

備計画や役割分担の話し合いが行われますので、参加してきます。 

・各部会・地区会の皆様、活発な活動をありがとうございます。 

・本日、皆様に新規の名刺（各30枚）を配布します。 

 

   事務局 ・会員委員会  ----------------------------------------------------横山 

 

・ 九州支部会員について 

現在（2018/11）、393名（正会員：372名 学術会員：11名 一般会員：10名） 

 

・ 賛助会について 

賛助会員数について皆さまのご協力により現在総会員数84社。 

JSCA九州支部HPの「企業PRコーナー」には、現在2社掲載中。 

  賛助会の増強について、今後も推薦をお願いします。 

 

      昨年に引き続き、役員会終了後18：00より同会場にて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32社 52.名。 

 

      また、懇親会参加者名簿と懇親会座席レイアウトと懇親会に出席される方に名札を配布。 

名札は、懇親会時に名刺を入れて使用願います。 

 

・ JSCA年間日程表について（添付資料3） 

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。 

今後も、予定が決まり次第、随時連絡をお願いします。 

現在決まっている日程の確認と各部会講習会が重ならないよう調整をお願いします。 

 

 

 

 



 

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

 

・ ＷＥＢ講習会の開催等について 

2パターンある→1.本部技術委員会報告会（11～12月初め） 

          2.JSCA定期講習会 

定期講習会に関しては8月開催で、次回が九州の番になる（盛岡→大阪→広島→福岡）ので、 

6月頃には内容に関して決めておかなくてはならない。 

定期講習会のWEB参加に関しては、本部からのメール案内が事務局に届き次第、各地区会に配信

する。 

 

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

 

・９月２７日・・・適判意見交換会に参加 

   （一財）福岡県建築住宅センター、九州住宅保証(株) 

福岡県建築士事務所協会、福岡建築構造設計事務所協会、JSCA九州が出席 

事前に募集した議題について意見を交換。 

また、下記のような話しも有り。 

・両機関は指摘内容について差異が無いよう定期的に摺り合わせを行っている。 

・判定員が高齢化しており若返りが課題となっている。 

・今後も定期的な開催を考えたい。 

議事録資料はなんらかのカタチで公開されると思うが未定。 

 

 ・今後の予定 

１２月予定としていた鉄骨電炉材を主とした講習会を２月に変更 

 

 

応答制御設計部会-----------------------------------------------------上野部会長 

・部会打合せ（上野・西村） 

11月 17日実施済、12月14日・２月18日予定 

・勉強会 

＜実施済＞ 

・JSCA性能設計説明書2017年版を題材とした勉強会 

第一回11月 17日 

参加費：無料 人数：各回23名程度 開催場所：福岡市内 

＜計画中＞ 

・JSCA性能設計説明書2017年版を題材とした勉強会 

第二回２月16日 

参加費：無料 人数：各回20名程度 開催場所：福岡市内 

・見学会、技術交流会 

＜実施済＞ 

・免震建物・制震建物の普及イベント 共催 

1.日程 5月 16日 10:00～17:00  

2.場所 福岡市イムズスクエア 

3.人数 参加人数約200名 

4.概要 a)免制震関連技術のパネル展示及び技術説明（協賛企業12社） 

b)ブリヂストン免震体験車試乗会 

・免震建物の普及イベント 共催 

1.日程 10月７日 11:00～16:00  



2.場所 福岡市キャナルシティ博多前 清流公園 

3.人数 参加人数約200名 

4.概要 a)ＴＨＫ株式会社免震体験車試乗会 

 

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

 

・9 月 22 日・・・「2018 年度建築基礎設計の実技講習会 in 福岡」／主催:（一社）基礎構造研究会,  

共催:（一社）日本建築構造技術者協会（JSCA）九州支部を開催。定員いっぱいの 30 名が参加し、

遠方は沖縄県からの参加もあった。 

来年も開催したい旨の打診あり。 

『建築基礎構造設計指針／日本建築学会』が改訂作業中とのこと。 

（本部の技術委員会からの情報を報告する。） 

 

・今後の予定は、特になし。 

 

鉄筋コンクリート系部会-------------------------------------------------木村部会長 

                                                      伊藤副部会長 

・８月１日・・「鉄筋コンクリート造におけるひび割れ低減勉強会」開催 

講師：大林組技術研究所、太平洋セメント、太平洋マテリアル 

出席者：７５名 

・今後の予定として、 

２月 ・・・ＲＣ構造の工事監理に関する勉強会開催予定 

       ３月 ・・・高層マンションの現場見学開催予定 

 

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

                                                      山本副部会長 

 ・10月中旬 制震補強現場見学会（補強設計、人力加力による周期測定） 

      台風の影響で工程遅れのため延期。申し込まれた方大変申し訳ございません。 

        人力加力による周期測定は無事に終わりました。 

    

     ・今後の予定 

３月 制震補強現場見学会（補強設計概要、TMD装置見学会） 

講習会実施 

 

木質系部会---------------------------------------------------------宮崎部会長 

 

・10月13日・・・熊本県立大学 北原昭男教授による「平成28年 熊本地震による木造建物の被害状況と

その要因」講演会を開催。出席者は15名。講演会後、懇親会を実施。 

 

・今後の予定は未定である。（住木センターから4号建物計算方法の2017年改訂版の本が出版されてい

るので、その勉強会を開催したい。） 

 

 

 

 

 

 

 



特殊構法部会 --------------------------------------------------------石井部会長 

 

・ ９月０５日・・・第２回部会（ケーブル構造勉強会について） 

・１０月２５日・・・第３回部会（ケーブル構造勉強会について） 

今後の予定 

１２月０４日・・・ケーブル構造勉強会 

「プレストレストコンクリート、大空間構造でのケーブルの適用事例」勉強会を開催します。 

 

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

吉村副部会長 

・8 月 2 日・・・（株）SERB 代表の樫原健一氏を講師に迎えて「仕口ダンパーと耐震リングを使用した 

木造建物の耐震補強」についての勉強会を開催。要望があれば来年度は一般技術者を対象とした講習

会を開催したいと考えている。 
・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。 

 

 

青年部会-------------------------------------------------------------安逹部会長 

                               

・８月３日・・・第２回 定例部会＆木造勉強会 久米設計 九州支社にて、出席19名 

・１１月１０～１１日・・・中国地方建物見学会＆中国支部構造設計者との懇親会 

            九州支部6名+中国支部17名+四国支部1名 計24名 

 

今後の予定 

１１月３０日・・・第３回 定例部会（建物見学会報告会、活動計画会議）＆忘年会 

 

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

                                                  松田副部会長 

 

・今年度は年明けから去年までやれなかった活動を行うため、皆さんから意見を求め、勉強会 

の形で、意見交換や情報展開を行っていく方針としました。 

その一つの形としてサミットとして、9月の勉強会を行うことを決め、ミーティングの中で 

進め方も含め準備を行ったことが、ここ数か月の主な活動となりました。 

会員数の増減がしばらく落ち着いていましたが、仕事や会社を変わるという方もおられて、 

また新たな会員勧誘も進めていかなければならないと感じています。 

まずはJSCA会員皆様の廻りの方を、是非ご推薦頂ければと思います。 

 

<活動報告> 

8/24金 ミーティング 

9/22土 サミット「日々の疑問点や検討事例について意見交換（勉強会）」 

     構造設計者として、日頃迷いやすいテーマについての意見交換を行い、審査側の立場 

     からも意見を頂くという、実務的な勉強会を行いました。 

 

<今後の予定> 

      12月 ミーティング(忘年会) 

      1月  活動発表会 

 

 

 

 



シニアアドバイザー部会----------------------------------------------大塚部会長 

 

・11月3日 第 1回コアメンバー活動方針打合せ・懇親会を実施。出席10名（欠席2名） 

まずは、コアメンバーでの活動から始めていきたいと考え、また、九州全域での活動につなげるべく

福岡のメンバーを中心に各県の代表の方にも参加して頂き、第1回コアメンバー活動方針打合せを実

施。活動方針、部会メンバーの集め方、具体的な活動内容、青年部会・なでしこ会との協調、活動費

用、他について協議。 

 

＜今後の予定＞ 

「まず、なにか始めてみよう。」→ 「構造計画論 講習会」から実質的な活動を開始したいと考え

ています。 

 

・実験結果報告会の予定について 

格子梁母屋を用いた構造システム（九州第一工業㈱により提案:軽量角形鋼管を斜め格子状に溶接組

み立てし、鉄骨梁へプレートを介して溶接結合した格子梁母屋架構）ついて、台湾国立地震研究所に

おいて東京工業大学の竹内先生ご指導のもと鉄骨構造座屈実験が行われました。この実物大の格子母

屋による梁の横補剛性能について報告会を開催予定ですが、報告会の日程、場所は現在調整中で、

2019年の年明けに福岡市内での開催を予定しています。 

（中部支部にもシニアアドバイザー部会がある様です。） 

 

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

                                                       

・９月２５日・・・Structure 10月号「支部だより」提出 

・１１月 ７日・・・メール版40号（役員会・建築空間構造講演会）発刊 

・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41号（新春号）（年内に年始挨拶のデータを頂きたい） 

  １月にStructure 1月号「支部だより」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6．地区会報告と事業計画 

 

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

 

・10月10日 水曜日：10月定例会開催予定 

・10月17日 水曜日「JSCA 九州巡回講習会」 新日鐵住金グループ製品及び技術説明会開催 

・11月16日 金曜日 2020年デザイン発表会 懇親会会場確認を兼ねてのビーチパーティー 

      場所：宜野湾市トロピカルビーチ（沖縄コンベンションセンター隣）日の入りPM 5時 40分 

      北海道より山脇克彦さん参加 

・12月12日 水曜日 沖縄地区デザイン発表会・12月定例会・忘年会開催予定 

 

2019年 

・2月 13日 水曜日 2月定例会開催予定 

・2月～3月にて、沖縄市民体育館現場見学会開催予定 

・4月上旬 沖縄地区会総会開催予定 

・6月下旬 球大学にて学生向け勉強会「奥野親正講演会＆パネルディスカッション」開催予定 

  講師は構造デザイン委員会 会委員長の奥野親正氏（久米設計） 

 

 

 鹿児島 -----------------------------------------------------------中村幹事 

 

・１０月１９日～２１日・・・すまいと建築展出展及び建築相談協力 

・１１月１日(木)・・・鉄構工業会と合同勉強会講習会（新日鐵住金ｸﾞﾙｰﾌﾟ技術説明会）を開催した。 

・役員会を、９月・１１月に実施。 

・１２月５日(水)・・・例会及び忘年会を行う予定。 

・今後、２月例会にて勉強会を行っていく予定。（鹿児島大学 本間教授に相談） 

・会員の増減は無し。 

・診断については、……４月１日～１１月１４日 ４４件（設計事務所協会＋鹿児島大学）。 

・適判については、……４月１日～１１月１４日 １２７件(鹿児島県住宅センター＋建築構造センター)。 

     講習会の講師代等の目安のデータを事務局から中村幹事へ送付する。 

 

 

宮 崎 ---------------------------------------------------------------濱砂幹事 

 

・９月１２日・・・地区会例会を行った。（参加１１名） 

今後の見学会、研修会、研修旅行等の要望、日頃の問題点について意見交換。 

・１１月２日・・・「鋼構造に係る技術講習会」巡回講習会（新日鐵住金ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 

 鉄構工業会、建築士事務所協会共催、参加者３９名（内JSCA１４名）  

・今後、メーカー等の協力を得て、勉強会、見学会を行っていく予定。 

・会員の増減はありません。 

・診断については、……診断物件も少なく、判定会開催は年２回程度。（12件） 

・適判については、……適判審査機関を住宅センターに設置要望しているが進展なし。 

 

 

 

 

 

 



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

 

・9月28日：「中大規模木造”混”構造建物の構造設計の留意点」ＤＶＤ講習会を行いました。 

出席者24名でした。 

・11月 15日「熊本城天守閣他復旧整備事業」講演会in熊本講演会を行いました。 

出席者55名内学生16名でした。今回は地元のシンボルである熊本城天守閣の話でもあり福岡の講習会と

ほぼ同じ内容ということでしたが、多くの方に出席いただき、学生の方も興味深く聴講されていました。

結構盛り上がってよかったかなと思いました。 

・12月に忘年会を予定していましたが、１月に新年会を行うことに変更して日程調整しています。 

・東京オリンピック関係の施設建築が完成に向けて施工がだいぶん進んでいるようで、地区会員から見学した

いという要望が上がっています。熊本の構造関係NPO法人「ケーピック」と合同で見学会を企画出来ない

かと思っています。どこにお願いしたらいいのか今のところ全然解らないので、調べて実施にこぎつけた

いと思っています。どなたか情報がありましたらお願いします。 

JSCA本部に情報がないかどうかを問い合わせてみる（事務局対応） 

 

 

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

・6月30日(土) ・・・大分県建築構造技術センター主催 JSCA九州支部大分地区会共催 

サマーセミナーを開催しました。 

1.鉄筋の機械式継手  2. 構造計算適合性判定におけるよくある判定事例 

3.鉄筋コンクリート造の付着割裂について 

講師 1.東京鐵鋼(株) 依田充氏   2.九州住宅保証(株) 山本茂己氏            

3.福岡県建築住宅センター 福嶋康博氏 

    JSCA大分地区会会員を含め28名が参加しました。その後の懇親会は22参加。 

・12月 大分地区会総会、忘年会を行う予定です。 

・会員1名増となりました。 

・適判申請物件、…… 建築構造技術センター  1 月から 11 月 16 日まで 91 件 101 棟 
               建築住宅センター    4 月から 11 月 16 日まで 19 件 21 棟 

 

 

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

 

・7月 27日（金）：第1回 九州支部役員会in鹿児島に出席。 

・10月12日（金）：第2回 長崎地区会例会開催。 

      場所：メルカ築町会議室（長崎市）  ：露出柱脚、杭頭補強の講習会 

・11月2日（金）溶鉱炉見学ツアー開催（第3回 長崎地区会例会）。 

場所：新日鉄住金八幡製鐵所（戸畑地区）   ：高炉見学 
・11月3日（土）明治日本の産業革命遺産の見学 

場所：萩市内     ：明倫学舎、萩反射炉見学 

 

今後の予定 

・12月13日（木）：第4回 長崎地区会例会および忘年会を開催予定。 

・2月5日（火）：長崎県鉄骨研究会開催の見学会に参加予定（第5回 長崎地区会例会）。 

・2月未定   ：長崎県鉄構工業会との懇談会開催予定（第6回 長崎地区会例会）。 

                       ・JASS.6の改定内容について 

              ・意見交換会および懇親会 

 

 

 



                                          

佐 賀 ---------------------------------------------------------------金子幹事 

 

・5月18日・・・ 免震車体験会を開催した。（佐賀県建築士会と共催）55名の体験者 

・ 6月 8日・・・ 岡部㈱茨城工場・実験棟見学会を開催した。5名参加 

・10月20日・・・ 建築構造勉強会（佐賀県鉄構工業会青年部と共催）3名参加 

         長崎造船所資料館、旧長崎英国領事館耐震補強現場等の見学会を実施した。 

・12月7日・・・ 地区例会（忘年会） 

・ 1月以降・・・ 佐賀の防災・減災勉強会（佐賀県建築士会、佐賀大学と共催予定） 

 

・診断については、…… 3棟 (4月～11月末) 

・適判については、……73棟（建設技術支援機構33棟、建築構造ｾﾝﾀｰ 40棟）4/１～10月末 

 

 

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

 

   ・11月16日 13:30から 北九州の産学官が連携した建築構造系講演会 

場所：九州工業大学 100周年中村記念館 

メインテーマ： エンジニアリング技術が拓く建築 

中間階面震を有する小倉駅前再開発など 

講師   ： 竹中工務店 九州支店 設計部 構造1グループ長 西村 章 様 

        

サブテーマ ： シェル構造の強さの秘密から減衰まで 

           講師   ： 日本大学名誉教授 新宮清志 様 

          講演概要 ：まず、シェルの定義、分類、応用分野、実際の建物への応用例を紹介する。 

次に、シェル構造は何故強いのか、簡易実験を通して理解していただく。 

更に、減衰評価の歴史的経緯、いくつかのシェル・空間構造の減衰評価、 

５０数棟の建物の減衰傾向分析や今後の展望などを示す。 

・H31年 1月 10日（木） 北九州建築六団体新年賀詞交歓会 

                 北九州設備設計監理協会、北九州建築設計監理協会、福岡県建築士事協会 

                 福岡県建築士会、日本建築家協会北福岡会、JSCA九州 北九州地区会   

  

  講習会の補助金を申請したい。 

         次回地区会開催が北九州となるので、過去の地区会資料を事務局から牛尾幹事へ送付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7． 巡回講習会について（事務局より） 

 ・現時点で2件進行中（新日鐵住金、東京鉄鋼） 

（各地区会幹事・事務局に開催検討用資料を配信済） 

     実施については、各地区会と 2 社で直接協議 

 

 

8． 九州沖縄ブロック協議会への参加について（原支部長より） 

     （添付資料2） 

   ・10/29開催 

   ・来年度よりＪＳＣＡも正式に参加の方向（各地区会に協力のお願い） 

   ・地区会での対応依頼 

 

 

9． デザイン発表会沖縄の近況報告（重松副支部長より） 

   10/12 名古屋・11/14 支部長会議までの進捗状況報告 

   会場の選定、参加者人数の調査のため名古屋大会の際にアンケートを実施（400 名近く？） 

   九州からの発表者を多く出したいので、各地区の総会等で募集をお願いしたい。 

 

 

10． 30 周年事業の計画案の承認（大塚シニアアドバイザー部会長・安達青年部会長より） 

   （添付資料 4） 

   第 2 回役員会を拡大役員会として 30 周年事業と兼用する。 

   功労者表彰基準の公表と 1 次推薦依頼 

 

 

11． 功労者表彰基準の公表と1次推薦依頼（大塚シニアアドバイザー部会長・安達青年部会長より） 

   （添付資料 5） 

 

 

12． 役員選挙について（事務局よりスケジュール報告） 

   2018 年 10 月 31 日（水）：第 1 回通知（本告示） 

   2018 年 11 月 21 日（水）午後 5 時：立候補の届け出の締め切り 

   2018 年 12 月 19 日（水）：第 2 回通知（理事候補及び監事候補の立候補者の名簿、投票締切日およ

び投票に関する注意の発表と投票用紙の送付） 

   2019 年 1 月 18 日（金）：投票の締切 

   2019 年 2 月 7 日（木）：選挙結果の公示（本部および支部事務局に掲示するとともにホームページに

掲載する） 

   2019 年 2 月 27 日（水）午後 5 時：異議申し立ての締切 

 

 

13． その他 

(1).次回役員会の日程  

         ・ 予定日時 Ｈ３１年３月１５日（金）   

         ・ 場  所  福岡   第３回役員会 

 （報告） 

    木質構造展を 11 月 9、10 日にアクロス福岡で開催（JSCA 九州支部共催）。40 社位、九大・九産大参加。 


