
 

JSCA 九州支部 令和元年度 第 2 回役員会議・議事録（2019・1122） 

          

日  時 2019 年 11 月 22 日（金）役員会 13:00～14:30    

場 所 

TKP ガーデンシティ博多 5F（高千穂 1,2）：講演会、功労者表彰、懇親会も同会場にて開催

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 

今林、重松、松下                                両副支部長  3 名 

吉村、吉原、伊藤（義）、石井、川崎、小林、浅田             各幹事     7 名 

都筑、上野、尾宮、宮﨑、安達、松田、大塚、福田 

 各委員長・部会長  ８名 

西村、伊藤（淳）、蓜島、井出、小車、和泉、石井（幹子）、花城、春元 

                         副部会長 9 名 

牛尾、岡﨑（克）、甲斐（信）、山本、和田、中村、小波津         各地区幹事  7 名 

向井、平川、谷口、岡崎、本坊、新川                      各地区事務局 6 名 

許斐、宮田、原                                           各顧問     3 名

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

計 46 名  

 

 

 

 

 

予定議題 

 

1．支部長挨拶 

2.第 1 回役員会議事録の確認 

3.前回役員会以降の事業報告 

4.事務強・委員会報告 

5.地区会報告と事業計画 

6.その他 

7.講演会（15：00～16.：30） 講師：東京工業大学建築学専攻・教授 竹内徹様 

  「格子梁母屋を用いた構造システム 実大座屈実験」について 

      主催：シニアアドバイザー部会 後援：九州第一工業株式会社 

 

 

     

   

1. 支部長挨拶 ---------------------------------------------------------------今林支部長 

・皆さん、日頃よりJSCA九州の活動にご尽力いただき誠にありがとうございます。本日は令和元

年度第2回役員会で拡大役員会となります。役員会準備に当たってこられた事務局の皆さん、お

忙しい中誠にありがとうございます。 

 今年度ここまでの事業報告の後、各会報告と今後の予定、30周年記念イベント、2020年JSCA

構造デザイン発表会沖縄開催などについて、経過報告と皆さんのご意見を頂きたいと思います。 

 活発な議論をよろしくお願いいたします。 

・拡大役員会終了後、シニアアドバイザー部会による竹内徹先生講演会（台湾で行われた格子梁

母屋を用いた構造システムの実実大実験）です。大変有意義なお話を聞けると楽しみにしていま

す。活発な質問をお願いいたします。 

・講演会の後、30周年記念イベントのスタートとして、JSCA九州功労者表彰を行います。今の

JSCA九州があるのも、これまで多大な功績を築いてこられた多くの先輩方のおかげです。大き

な拍手でお礼を申し上げたいと思います。 

・そして懇親会では賛助会様も多数参加されますので、有意義な交流が図れれば幸いです。宜し

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 

   ・（技術委員会より）WEB講習会の開催が8月3日（土）に行われた。個別申込で受講料6,000円。 

   ・（技術委員会より）本部技術委員会員との合同ゴルフコンペが毎年色々な地域を回って開催されている

が、来年2月15日に九州で開催される。 

   ・（応答制御設計部会より）免震建物の普及イベントの共催の日程を10月に予定していたが、見送りで

10月以降で計画する。 

   ・（基礎地盤系部会より）講習会等の会費に関して、当日のキャンセル等により収支がギリギリになるこ

とがあるが、事前振込等何らかの予防策が必要ではないか。→事務局で話す合いを行ったが、出席者の

名簿作成作業や口座の確認作業がほぼ事務局の負担となり、会費が発生する全ての講習会の対応となる

と、現状の事務局（人数）では対応が難しく、今まで通り当日会費支払い（受取）とさせて頂きたい。 

   ・（基礎地盤系部会より）「建築基礎設計の実技講習会」に関して、地区会で開催希望があれば連絡頂き

たい。 

   ・（木質系部会より）7月5日の講演会「木造建築物の構造計画と事例」の 終参加人数は、JSCA会員43

名、JSCA会員他54名、欠席7名だった。 

   ・（特殊構法部会より）8月28日のPCa工場（ピーエス三菱 久留米工場）見学は、当初8月28日に開

催予定だったが、天候不良のため9月9日に延期した。これにより、PCaPC工法現場見学会（2回目見

学会）は9月24日に開催された。 

   ・（青年部会より）Structure152号編集に関して、盆明けを目途に本部に原稿を送付し、構成を行った後

再度修正といった流れになる予定。 

   ・（なでしこ部会より）6月15日のサミットには、木質系部会や青年部会も参加した。また8月24日

（頃）に行った暑気払いには福岡大学の先生を招く予定である。 

   ・（シニアアドバイザー部会より）出前講座関連報告 

（尾宮氏より）テーマ「力のしくみ発見」：日田市南部中学校（来年開催）、 

福岡市老司中学校（来年1月30日開催） 

（沖縄地区会小波津氏より）例として建築士会が音頭をとって、折り紙建築（構造クラフト）の授業

を子供対象として開催 

   ・（今林支部長より）今年の協賛金10万円（福岡県建築住宅センター＆九州住宅保証より）は、木質系

部会の講演会に充てたが、もう一回分協賛することも可能とのこと。但しスキルアップのための関連行

事に限る。（12/6開催予定の設計部会講習会へ補助） 

   ・（宮崎地区会より）JSCA地区会会員の高齢化が進み、若者の入会が急がれる。若い建築士の人数を確保

すべく、建築士試験の受験条件や試験レベル等について、本部の方へのはたたきかけが出来ないか。 

   ・（長崎地区会より）第3回例会において、㈱建築構造センター判定本部長の加藤重信様による、適合性

判定内容に関する講習会を行う。 

   ・（佐賀地区会より）7月6日に開催した山田憲明講演会は参加者が47名で、その内の7割が意匠系の方

であった。 

   ・（北九州地区会より）8月28日に開催した「令和元年改正建築基準法の解説」はERIが音頭をとり、北

九州建築六団体が参加した。 

   ・（重松副支部長より）来年沖縄開催のデザイン発表会に関して、各地区会からの会員・非会員で分けた

人数を連絡して頂きたい。（収支の確認のため） 

   ・（重松副支部長より）本部の構造デザイン発表会の見学会を計画するが、交通費に関しては、九州デザ

イン発表会の補助金の余りを充てる予定とする。 

   ・（今林支部長より）地区会開催行事への支部予算補助に関して、今年は北九州に配分決定済み。 

   ・（原顧問より）来年度も第2回を拡大役員会として賛助会との懇親を図るという考えもあるのではない

か（デザイン発表会 in 沖縄に合わせて）。但し、交通費の補助の問題もあるので、熟考して頂きたい。 

    第 2 回拡大役員会をデザイン発表会の前日（11/12）とすべきかどうかを今後詰めていく（今林支部長より）。 

   ・JSCA法人化30周年記念事業（九州）に関して、功労者表彰の亡くなられた方への表彰に関しては、地

区幹事に代理として授与し、その後ご家族に渡していただく。 

 

 



3. 前回役員会以降の事業報告------------------------------------------------------事務局 

 

・支部交流 (他団体との交流会)  

     0727 第 32回建築構造技術研究会 4名 

     0808 通行障害建築物所有者等への通知文章送付についての協力依頼（福岡県）4名 

     0820 福岡県建築行政研究会定例会 1名 

     0826 第 2回福岡県建築鉄骨協議会 5名 

     0920 第 27回福岡建築倶楽部ゴルフコンペ 8名参加（JSCA会員＆賛助会員より） 

     1007 令和元年度九州設計4団体懇談会 12名 

     1113 福岡市制施行130周年記念式典 1名 

     1118 第 3回福岡県建築鉄骨協議会 5名 

 

.九州支部 

0829 九州支部三役・事務局会議  10名 

1015 2019年度JSCA中堅構造設計者研修会-ｽｷﾙｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ（九州会場） 受講者23名 

 

.技術委員会活動 

(技術委員会)     0803   2019年度JSCA建築構造士講習会（WEB講習会） 

   0830   「JSCA九州支部技術委員会の活動と報告」Structure153号（1月号） 

に投稿 

 1001   令和元年度第4回JSCA本部技術委員会に出席 

 (基礎地盤系部会)   1029   建築基礎設計の実技講習会in沖縄 

（鉄筋コンクリート系部会） 0928 鉄筋継手勉強会 

（特殊構法部会）   0909 PCa工場見学会「㈱ピーエス三菱久留米工場」 

   0924 PCaPC工法現場見学会「国際医療福祉大学大川キャンパス 

薬学部新築工事」 

（シニアアドバイザー部会） 1122 「格子母屋を用いた構造デザインの可能性について」講演会 

（広報委員会） 10月 ﾒｰﾙ版 43号（役員会in北九州）発刊 

  

.地区会活動 

（沖縄） 1029 建築基礎設計の実技講習会in沖縄 

（鹿児島） 1018 かごしま住まいと建築展（資料展示） 

（宮﨑） 0919 第 1回研修会「告示免震について」 

（熊本） 1115 東京オリンピック開催施設の研修旅行 

（長崎） 0905 日本製鉄グループによる製品及び技術勉強会 

 1115 「指定構造計算適合性判定機関」による構造判定に関する講習会 

（佐賀） 1004 ハイスキップ構法勉強会 

 1011 格子母屋工法技術勉強会 

（北九州） 0819 北九州市行政連絡会議 

 0828 令和元年改正建築基準法の解説 

 1114 北九州市の産学官が連携した第10回建築構造系講演会 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.事務局・委員会報告 

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

・スキルアップセミナーを10月15日（火）に開催し、23名の参加者がありました。 

・福岡県では、9月20日（金）に令和元年度（第27回）福岡県建築倶楽部ゴルフコンペが開催され、

JSCAからは8名の参加でした。 

・R2年1月24日（金）に「Ｒ2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。来月3日（火）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。 

     

 

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

 

九州支部会員について 

現在 397名（正会員：376名 学術会員：11名 一般会員：9名 学生会員：1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86社。 

 

  ・ 昨年同様に18：00より隣接の会場（阿蘇全）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。賛助会員等の出席は36社52名、功労者を含め総人数113名。 

また、懇親会参加者名簿と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 

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-----------------------------------------------------------吉村委員長 

 

・ ８月 ３日 

２０１９年度ＪＳＣＡ建築構造士講習会（ＷＥＢ講習会：東京会場の講演の生配信） 

会場：アクロス福岡608会議室（定員57名） 参加費：6,000円 

（但し九州支部には分配無し） 

「東京オリンピック、パラリンピック施設の構造設計」 

１）(仮称)オリンピックアクアティスセンター<水泳>設計 

２）(仮称)有明アリーナ（バレーボール）設計 

３）(仮称)新国立競技場設計 

４）(仮称)有明体操競技場設計と１９６４年東京オリンピック、パラリンピック施設設計 

・基本的には、本部技術委員会が取り仕切る（講演会費は全て本部へ） 

・九州支部は、会場選定・運営を行った。 

・7/16(火)に会場の事前動作確認を行った。 

・技術委員長：吉村、副支部長：松下、技術副委員長：上野、福岡構造：松元の４名で運営を行

った。 

・参加人数：３２名（構造士：２６名、会員外２名） 

（プロジェクターなど機器を持ち込んだため賃料が安価に収まった。）（６時間・36,936円） 

（生配信であるため安定したＬＡＮ回線がある会場を選定した。） 



・  ８月３０日 

「structure153号（1月号）」の執筆依頼を受領。 

「ＪＳＣＡ九州支部技術委員会の活動と課題」をタイトルとして、各部会長と技術委員長の計

９名が執筆し、１０月３１日に投稿した。   

 

・ １０月 １日 

令和元年度第４回ＪＳＣＡ本部技術委員会に出席 

場所：ＪＳＣＡ本部 

九州支部の活動を報告 

１）技術委員会、会員委員会、地区会の活動について報告 

２）「構造デザイン発表会2020in沖縄」について報告 

３）「法人化３０周年イベント」について報告 

４）「九州沖縄ブロック協議会（九州設計４団体懇談会）」について報告 

５）２月１４日「合同技術委員会九州場所」について報告・調整 

６）２月１５日「技術委員会合同ゴルフコンペ・九州場所」について報告・調整 

 

・ １１月２９日 

韓国免震制振協会１５周年記念講演会に出席し講演を行う予定。 

ＪＳＣＡ九州支部技術委員会応答制御部会とＳＩＰＳ「九州免震普及協会」の共同で参加 

講演者：技術委員長（吉村）応答制御部会長（上野）副部会長（西村）ＳＡＩ（木本） 

受講者：竹中工務店１名、ＳＡＩ：２名、福岡構造：青年部会長（安達） 

以上の計８名で参加 

講演内容（予定） 

① 九州における免震建物普及活動 

② 熊本地震における免震効果  施工と維持管理 

③ 免震・制振建物事例と 新動向 

 

・ １２月１２日 

令和元年度第５回ＪＳＣＡ本部技術委員会に出席予定 

（合同技術委員会の打合せも行う予定） 

（今林支部長より）本部への委員会出席に関しては、交通費は本部持ちですが、10月に規定が

変更され、実費精算となりました。（領収書を本部事務局に持参し精算） 

 

・  ２月１４日 

ＪＳＣＡ本部と九州支部の合同技術委員会・九州場所を開催 

12：45  地下鉄西新駅改札出口付近に集合 

13：00～ 現場見学：西新プラリバ 

（設計：三菱地所設計、施工：竹中工務店） 

15：30～ 現場見学：天神ビジネスセンター 

（DA：OMA、基本設計：日本設計、実施設計・施工：前田建設） 

16：30～ 合同技術委員会（日本設計九州支社・会議室） 

18：30～ 合同技術委員会（第二部懇親会 天神付近） 

本部・他支部の参加者１５名程度 

九州支部参加者１２名程度 

 

 

 

 

 



・  ２月１５日 

ＪＳＣＡ本部技術委員会員と合同ゴルフコンペ 

     場所 福岡カンツリー和白コース 8:05、8:12、8:19、8:26（４組を予約） 

\25,350(税込)/人 (キャディ代含) 

7：45にキャディマスター室前集合 

        天神宿泊組は、西鉄グランドホテルロビー６：40集合（タクシー移動） 

     ※参加人数に余裕があるので九州支部からも参加してください。 

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

 

・ ３／４「建築構造材料としての鉄骨製品についての勉強会」開催以降、活動無し 

・ １２／６「中低層鉄骨造の付加制振」講習会（講師 金箱温春氏）開催予定 

※住宅センター、住宅保証の補助有り 

・ 講習会等開催時になんらかの事情で開催できなくなった場合の対応方法について、 

経験談があれば教えてください。（参加者への連絡方法、代替予定、謝罪方法など） 

     （石井部会長より）大雨で講習会が延期となった当日朝に参加者に連絡をとりましたが、連絡先の分から

ない方がいたので、募集の際に連絡先を記入してもらう様にした方が良いと思います。 

     （事務局より）CPD や構造士シールに関しては、本部の方に事情を説明すれば対応策をアドバイスしても

らえるので、かなり融通は利きます。再度申請仕直すという事は今までのところ無かったと思います。 

 

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

１．講演会 

＜計画中＞ 

 

２．勉強会 

＜計画中＞ 

・告示免震設計勉強会（第一回） 

2020年４月以降 

参加費：2,000円/人予定 人数30名程度予定 開催場所：福岡市内 

 

３．見学会、技術交流会 

＜計画中＞ 

・韓国免震制振協会１５周年記念ゼミ ※JSCA支部からの費用負担なし 

1.日程 11月 29日 14:00～18:00  

2.場所 韓国ソウル 建設会館 

3.参加者 吉村、上野、西村の3名で下記講演 （日本語でOK） 

     九州における免震建物普及活動/熊本地震における免震効果/免震制振建物事例と 新情報 

     （今林支部長より）この記念ゼミに関しての報告会やメール配信等が出来れば行ってもらいたいと思

います。このゼミを通じて韓国の方とのつながりも出来ると良いと思います。 

＜計画中＞ 

・現場見学会：他部会と合同開催 

2020年６月以降 

参加費：2,000円/人予定 人数30名程度予定 開催場所：福岡市内 

 

 

 

 

 

 

 



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

                                                    （代読：伊藤副部会長） 

10 月 29 日・・・建築基礎設計の実技講習会 in 沖縄（沖縄県浦添市） 

沖縄地区会からの要望により今年は沖縄にて開催。21 名の参加あり。 

 

主催の（一社）基礎構造研究会の都合により、来年は 4,5 月頃の開催を予定している。 

開催を希望する地区会があれば、3/13 の役員会くらいまでに申し出ていただければ調整します。 

 

 

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

                                                      (代理 蓜島副部会長) 

・これまでの活動 

９月２８日・・・「鉄筋継手勉強会」開催予定（共催：西日本圧接業協同組合） 

講師  ：（元）ムサシ設計取締役技術部長 吉野次彦 

参加人員：３５名程度 

内容  ： 鉄筋継手（圧接、溶接、機械式）の施工管理及び品質管理の勉強会、 

および継手デモンストレーション（体験会：ガス圧接継手、溶接継手、機械式継手） 

・今後の予定 

・ ２～３月    配筋基準の読解勉強会（４回） 

配筋標準図は、設計事務所や建設会社ごとに異なるが、設計や工事監理を行う上で、その仕様の意味

を理解することが重要である。そこで、日建連が発行している配筋標準図を題材に、理解向上と日頃

の悩み解決を目的に、少人数（20人程度）勉強会を企画中である。 

時期未定 ・・・現場見学会（見学可能現場調査中） 

時期未定 ・・・ＲＣ造の 新技術講習会（企画中） 

梁貫通補強、耐火スリット、ハーフＰＣ、フェローデッキ、ボイドスラブ等の省力化工法の 新情報に

関し、講習会を企画中である。 

 

 

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

                                                       

４月18日 講習会「 今、役に立つ鉄骨 新技術 」  

15：00～17：00 総合資格学院 天神校 36名の参加（前回報告済） 

 

  ・今後の予定 現場見学会 （候補があればお知らせ下さい） 

         講習会 （仮想仕事の原理 津田恵吾先生） 

 ・副部会長 

古賀威信（大成建設九州支店） 井手文雄（鹿島九州支店） 

補助 山本能之（鹿島九州支店）以上 

 

 

木質系部会---------------------------------------------------------宮﨑部会長 

                                                   

・前回の講演会(2019年7月)以降、現在まで活動なし。 

・今後、勉強会や講演会を行う予定。 

 

 

 



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

 

・ ９月 ９日・・・PCa工場見学会「（株）ピーエス三菱久留米工場」 

   （8/28大雨特別警報のため延期開催しました） 

     参加者（運営２名含む）：１８名（会員６名、賛助会員９名、会員外３名） 

・ ９月２４日・・・PCaPC工法現場見学会「国際医療福祉大学大川キャンパス薬学部新築工事」 

参加者（運営２名含む）：１８名（会員８名、賛助会員９名、会員外１名） 

・ 今後の予定    12月に第２回部会開催予定 

 

 

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

（代読：和泉副部会長） 

・ 6月 25日：第１回耐震改修部会を開催 

・ 8月 8日 ：福岡県建築指導課より「緊急輸送道路沿いにある通行障害建築物の所有者への文書送付」

について「JSCA九州の耐震診断相談窓口」を記載したいとの申し出があり。 

・ 11月 5日：福岡市内のビル所有者よりFAXにて耐震診断についての問い合わせ有り。電話により耐震

診断の概要について説明を行った。 

・ 11月 28日：北九州市の馬寄団地にて制震による耐震補強工法である「NSビルプラスG」の現場見学

会を実施予定。 

・令和2年2月又は3月に木造五重塔に関する構造設計の講習会を実施の予定。これは、木造部会と共

同で行う予定である。 

 

 

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

 

・  ８月～９月・・・Structure152号編集 実行委員8名 

・  ８月～１０月・・JSCA法人化30thイベント企画 実行委員15名 

 

今後の予定 

 ２０２０年１月頃・・・部会（活動計画など）、新年会を実施予定 

 

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

 

・ ８月２４日・・・暑気払い（ゲスト：福岡大学森田先生） 出席８名 

・ ９月２８日・・・サミット（ゲスト：今林支部長） 出席８名 

・ 10月２３日・・・ミーティング 出席８名 

 

 ・今後の予定として、活動発表会を１月～２月に予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

・１１月２２・・・「格子母屋を用いた構造デザインの可能性について」講演会開催 

この拡大役員会の後になりますが、昨年より予定しておりました「格子梁母屋を用いた構造システム」 

（九州第一工業株式会社により提案されているもので、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）の講習会を「格子母屋を用いた構造デザインの可

能性について」と題して、東京工業大学の竹内先生よりご講演頂く予定にしております。 

この工法については、熊本地震の際、多くの体育館屋根で採用されていましたが無被害との報告がなされ

ております。 

この格子母屋には、梁に対する横補剛効果は期待されていますが、その性能は明確には評価されておらず、 

また、過去に実験も行われたことがないため、東京工業大学の竹内先生ご指導のもと、台湾国立地震研究

所において実物大の格子母屋による鉄骨座屈実験が行われました。この実物大の実験結果や解析をもとに

性能評定を取得されましたので、この度、講習会を計画しました。ぜひ、講習会の内容を今後の設計に活

かして頂きたいと思います。 

なお、この講演につきましては、主催：シニアアドバイザー部会、後援：九州第一工業株式会社様として

開催致します。 

 

・体験学習講座「ちからのしくみ発見」について（ｻﾌﾞﾈｯﾄ＋ｼﾆｱ＋青年部会＋なでしこ会で協力） 

他の部会と共同で、建設業界の人手不足解消の一助として、将来の進路がまだ決まっていない小中学生を

ターゲットに、力と形・建築・構造等をキーワードとして、形による強さの違い、物造りや設計の楽しさ

を体験してもらい、将来の仲間を育成するための体験学習(出前講座)を計画中です。 

現在、福岡市、北九州市、日田市の3校の小中学校で計画中で、本体験学習を通して「凄い」「出来た」 

「悔しい」「嬉しい」を体験してもらい、将来、建築、構造、建設、設計に興味を持ってもらう機会と 

したいと思います。 

日田市南部中学校はオープンにしているので、各県のシニアアドバイザー部会、青年部、興味のある方

のご参加をお待ちしております。（3月頃開催。大分地区会の協力もお願いします。） 

 

 

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

                                                       

・ １０月１７日・・・メール版43号（役員会in北九州号）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44号（30th記念事業＆新春号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5．地区会報告と事業計画 

 

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

                                                  （代読：新川事務局） 

2019 年 
・10 月 29 日 建築基礎設計の実技講習会 in 沖縄開催 

   基礎部会の小林弘典氏出席 

講師は一般社団法人 基礎構造研究会 杉村義広氏、小椋仁志氏 

   ・12 月 11 日 ＪＳＣＡ沖縄地区会 デザイン発表会・ボーリング大会・忘年会 
    
   2020 年 
   ・1 月 9 日 第 31 回建築関係団体新年会・ＪＳＣＡ沖縄地区会新年会 

・1 月下旬～2 月 構造設計適合性判定セミナー開催 共催：日本建築総合試験所（1 月 31 日に決定） 
・2 月 12 日 ＪＳＣＡ沖縄地区会定例会 
・未定 ユニオンシステム社の 3Ddynamic 講習会 
・未定 耐震診断勉強会 
・未定 実務者向け奥野親正氏講習会（→大成建設の坂口様に決定？との話有り） 

 
 

・診断については、……現在２件（来年３月までには年間１０～１５件程度の審査になる予定） 

・適判については、……建設技術センター、建築構造センター、ＴＢＴＣ東京建築検査機構の3か所 

           概ね月20件程度 

 

 

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

 

・ 8 月 7 日・・・例会を開催した。 

・ 9 月 17 日・・・役員会を開催した。 

・ 9 月 26 日・・・今林支部長と鹿児島地区会員の親睦会 

・ 10 月 9 日・・・役員会を開催した。 

・ 10 月 18 日～20 日・・・かごしま住まいと建築展に出展。(資料展示) 

・ 11 月 19 日・・・役員会を開催予定。              

・ 11 月 22 日～23 日・・・30 周年イベントに参加するため研修旅行を企画。（8 名参加） 

・ 11 月～12 月・・・日本建築学会九州支部鹿児島支所の特別講演会を聴講予定。 

・ 12 月 21 日・・・適判機関と勉強会を開催予定。 

・ 2020 年 2 月 15 日・・・鉄構工業会と勉強会を開催予定。 

 

・ 工事現場の見学会を検討中。（来年 1 月頃、中央駅近くのビル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



宮 崎 -------------------------------------------------------------和田幹事 

                                   

1)宮崎地区会報告 

・ 9月19日・・・第1回研修会  

        「告示免震について」 参加者16名 

・12月予定・・・第2回研修会(親睦忘年会共) 

 ・2月予定 ・・・第3回研修会（鉄鋼工業会との合同研修会） 

2) 会員の増減  

昨年度に2名の退会者がありましたが,6,8月に正会員2名が加わり 

宮崎地区会の今年度の現在の総会員数は22名ですが,6月に濱砂 英雄様 

8月に今給黎 逸朗様がお亡くなりになりましたので報告します。 

3) その他 

・診断については 

・適判については 

 

 

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

 

・11 月 15 日から 11 月 17 日にかけて「東京オリンピック関係施設の研修旅行」を実施しました。。当

初参加予定でしたが、私は所用で参加することが出来ず残念でした。オリンピック関係施設の見学及

び会員相互の親睦が取れ有意義な研修旅行だったという意見が聞かれました。 
 

・１月に新年会及び「東京オリンピック関係施設の研修旅行」の報告会を座談会形式で行いたいと思っ

ています。 
 

 

大 分 ---------------------------------------------------------------山本幹事 

 

【完了行事】 

9月11日 地区定例会 

時間 18：10～19:30 

会場 ホルトホール大分405 会議室 

出席者 13名、 特別参加 今林九州支部長 

・Structure152号の記事報告 

・常設部会の活動について 

・地区協力会の入会案内について 

・ＳＹＯ委員会の報告（ストラクチャー・ヤング・大分委員会：代表 高橋さん） 

・九州構造デザイン発表会について（今林支部長） 

・懇親会 

 

10月9日 役員・理事会 

時間 18：10～19:50 

会場 ホルトホール大分304 会議室 

出席者 5+5（委任）名 

・九州設計4団体セミナー懇談会の報告 

・協力会の関連報告 

・ホームページの対応 

・懇親会 

 



11月 7日 臨時役員・理事会 

時間 18：10～19:40   

会場 ホルトホール大分405 会議室 

    出席者 5+5（委任）名 

・JSCA 大分地区規則・細則の作成について（大分地区会の口座を作る目的のため） 

・12 月11 日（水）忘年会及び協力会発足式について 

・ホームページの対応 

 

【今後の予定】 

令和元年12月11日 

会場 定例会・協力会発足式 ホルトホール大分302 会議室 

忘年会 ホテル日航大分 

・各事項の報告、常設委員会の今後の予定 

・協力会発足式典（19社集まる） 

・忘年会    （40名程度が参加予定） 

 

令和2年1月8日 役員・理事会 

時間 18：10～19:30 

会場 ホルトホール大分（予定） 

 

令和2年3月13日 定例会 

時間 18：10～19:30 

会場 ホルトホール大分（予定） 

 

 

長 崎 ----------------------------------------------------------- 平川事務局 

 

・9月5日（木）：第2回長崎地区 例会を開催しました。 

    内容：日本製鉄グル－プによる製品および技術勉強会 

    場所：総合資格学院 長崎校 

参加者： 30名、懇親会：26名 

 

・11月 15日（金）：第3回長崎地区 例会を開催しました。 

テ－マ：～構造適合性判定のポイントを探る～ 

  内容：「指定構造計算適合性判定機関」による構造判定に関する講習会 

講師：建築構造センター判定本部長(前JSCA東北支部長) 加藤 重信様 

長崎事務所所長 峯 近仁様 

      場所：総合資格学院 長崎校 

参加者： 47名、懇親会：20名 

 

今後の予定 

 

・令和1年12月：第4回長崎地区 例会を開催予定。 

         意見交換会、忘年会 

・令和2年1月：第5回長崎地区 例会を開催予定。 

        第 6回長崎県鉄構工業会との合同懇談会 

・令和2年3月：第6回長崎地区 例会を開催予定。 

                                          

 



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

（代読：向井事務局） 

・10月4日 ・・・ 建築構造勉強会（鉄構工業会と共催 ハイスキップ構法勉強会） 

           講師：㈱ハイスキップ 山本氏 

・10月11日・・・ 格子母屋工法（九州第一工業㈱）技術勉強会 

→3部構成（座学・見学会・意見交換会） 

           講師：㈱フロンティアSDP 許斐氏、前原氏  第一工業㈱ 岩永氏 

・12月     ・・・ 地区例会（忘年会） 

令和2年以降 

・ 2月頃  ・・・ 格子母屋工法（九州第一工業㈱）工場見学会・現場見学会 

 

  ・診断については、……  0棟 10月末 

  ・適判については、…… 41棟 （建設技術支援機構24棟、建築構造ｾﾝﾀｰ 17棟）4/１～9月末 

 

 

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

北九州地区会   R 1 年度スケジュール 

地区担当   幹事   牛尾 忠信  ㈱松尾設計 

事務局  松岡 伸二  R&B 設計室（建築）  

行事   

  支部  R 1 年 5 月 24 日（金） 九州支部 総会（福岡） 

  支部  R 1 年 7 月 26 日（金） 第 1 回役員会  （北九州） 

         場所 ： 西日本工業倶楽部（旧松本邸 日本館） 

         議事 ： 役員会 15:00 から 1 時間 30 分程度 

         講演会： 講演  １時間程度 

講師： 公益財団法人 文化財建造物保存技術協会  今岡 武久 様 

内容： 門司港駅改修、旧英国領事館について         

             懇親会（西日本工業倶楽部のビヤガーデンにて） 

地区  R 1 年 8 月 19 日（月） 北九州市行政連絡会議(北九州市、北九州建築六団体) 

         場所 ： 市役所内 時間 ： 13：30 から 15：00 

         参加 ： JSCA 九州支部 北九州地区会より 牛尾、松岡 

  地区  R 1 年 8 月 28 日（水） 令和元年改正建築基準法の解説(日本 ERI 北九州支店、 

北九州建築六団体共催) 

         場所 ： TKP 小倉駅前カンファレンスセンター 

         時間 ： 14：30 から 17：00 

  地区  R 1 年 11 月 14 日（木） 北九州市の産学官が連携した第 10 回建築構造系講演会 

         講演会： 場所 北九州国際会議場 21 会議室  13:00 から 17:30  

         内容 ・北九州の耐震対策 

北九州市建築都市局指導部 後藤 秀一 様  

           ・文化財保存に関する足跡 -実例解説- 

             文化財建造物保存技術協会 今岡 武久 様 

           ・空間を創る構造 ～その愉しさと責任～ 

             日本設計九州支社 JSCA 九州支部長 今林 光秀 様 

           懇親会： あるある City １F AJO～アジョ～Restaurant&Bar  18:00～ 2 時間程度 

 (本日) 

 支部  R 1 年 11 月 22 日（金） 九州支部 第 2 回拡大役員会 

                  場所  TKP ガーデンシティ博多 5F 

                  時間  13:00 から 16:30 

 



 

 (今後の予定) 

  支部、地区 

      R 1 年 11 月 28 日（木） 「鉄骨造・外付け制振・耐震補強工法 現場見学会」 

九州支部 耐震改修部会、北九州地区会 共催 

                  場所  仲工業工場見学、馬寄団地現場見学 

                  時間  13:00 から 17:00 

   

地区  R 2 年 1 月 9 日（木） 北九州建築六団体新年賀詞交歓会  

                  場所  ホテルクラウンパレス小倉 

                  時間  18:00 から 20:00 

 

  上記の他、地区イベントの準備のための例会、忘年会他を行う予定 

 

   その他、他団体と共同の講習会等のイベントを計画予定 

 

 

 

 

（今林支部長より）来年度も地区会開催の講習会等への会費補助を予定しておりますので、各地区会で計画して

おいて下さい。（次回の役員会で決定） 

 

（吉村技術委員長より）構造事務所協会より、講習会等への補助をさせて頂きたいとの申し出があり、お受けさ

せて頂きたいとの返答をしています。スタート時期は未定ですが、来春からではないかと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．その他 

■ デザイン発表会ワーキングチーム （重松副支部長より）  

 

沖縄開催の構造デザイン発表会2020について 

・９月３０日・・・本部運営会議にて会場選定協議 

 →「沖縄コンベンションセンター」にて本決定、本予約(＝手付金発生)する旨を 終確認 
・2020年11月 13日（金）「沖縄コンベンションセンター」にて実施決定 

・黒字のためには全体の参加者を３００名超とする必要あり。 

・参加人数の把握状況、各地区からの集計で九州支部から約１００名参加予定 

・賛助の展示ブースを設ける予定（ただし、本部賛助会員に限られる。九州支店などを通じて参加をお願

いするなど出展依頼をし出展数を多く確保したい。） 

 

・１０月１８日・・・デザイン発表会（東京） 

→運営方法（受付準備から撤収まで）の視察を兼ねて参加。 
今林、重松、安達、春元、小波津、新川、島袋、比嘉、東江（他沖縄地区のみなさん多数、敬称略） 

 発表会の午後冒頭および懇親会にて沖縄開催のＰＲも行った。 

→支部から発表者として参加は、 福田光俊(久米)、高山一斗 (竹中) 、山本能之 (鹿島) 

・ワーキングチームと沖縄地区会で準備会を発足し、具体的に役割分担し準備を進める。 

・支部幹事、役員、沖縄地区会のみなさんには、当日の運営、司会、コメンテーターなどお手伝いいただ

く予定。ご協力お願いしたい。 

・沖縄らしい懇親会も開催したいので、沖縄地区のみなさんにご協力お願いしたい。 

・参加者を増やすための企画（発表会翌日に沖縄建築ツアーを実施するなど）ご協力お願いしたい。 

・前日実施予定の支部役員会における講演会講師を早めに決定していただきたい。 

 →今後の協議によるが可能であれば、支部以外からの参加者を募り発表会の参加増を計りたい。  

 

 

■ 福岡県鉄骨協議会 事業活動 （今林支部長より） 

 ・来年5月の協議会において、「JSCA九州支部の活動報告」というテーマで事業活動の報告を行うことが決定

した。 

 ・建築士会からの依頼で、メールマガジンにJSCA30周年記念事業の内容を記載してもらいたいとの事ですの

で、広報委員会と共に原稿を作成する様にします。 

 

 

■ 役員会スケジュール   （事務局より） 

・第3回役員会（福岡）   2020年 3月 13日（金）予定 

・総会（タカクラホテル）  2020年 5月 22日（金）予定 

 

 

 

（松下副支部長より）建築士会より連絡があり、福岡県への確認申請の申し込みが少ないことから、サービスの一

環として事前完了検査を行うとのことです。内容は、天井裏の防火区画等の事前確認といっ

たものの様です。 

（松下副支部長より）九州設計4団体懇談会の際に、問い合わせのあった応急危険度判定の件で、各地区会の中で

何か動きがあったところはありましたでしょうか。→どの地区会も動き無し。 

 

 

 

 


