
 

JSCA 九州支部 令和元年度 第３回役員会議・議事録（2020・313） 

          

日  時 2020 年 3 月 13 日（金）役員会 15:30～17:30   

場 所 

TKP 博多駅前シティーセンター 8Ｆ カンファレンス 2 

住所：福岡市博多区博多駅前 3－2－1 日本生命博多駅前ビル 8F 

問い合わせ先  TEL 092-433-2833 

 

 

出席者 

今林支部長、重松 松下両副支部長                                 3 名

吉村、石井                                      各幹事    2 名

上野、木村、尾宮、宮﨑、奥野、安達、松田、福田        各委員長・部会長   8 名

各地区会 幹事 は新型コロナウイルス対策のため参加見送り 

原                                            各顧問   1 名 

                                         各監査役   0 名 

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

計 18 名  

 

 

 

 

 

 

 

 

予定議題 

 

1．支部長挨拶（支部長） 

2．第2回役員会議事録の確認(事務局) 

3．前回役員会以降の事業報告（事務局） 

4．事務局・委員会報告 

5．地区会報告と事業計画 

6. 令和元年度決算報告案の承認（事務局） 

7. 令和2年度予算案の承認（事務局） 

8. 令和2年度九州支部役員人事案の承認（事務局） 

9. 来年度地区開催イベント補助について 

10. JSCA九州構造デザイン発表会について（重松） 

11. JSCA構造デザイン発表会2020沖縄について（重松） 

12. 福岡建築倶楽部(建築設計8団体)におけるBIM推進協議会設置について(今林) 

13, 5月22日（金）支部総会記念講演について（今林） 

14, 技術委員会合同部会会議（4/13）について（吉村） 

15, 年間スケジュールについて（事務局） 

16, 福岡建築倶楽部ゴルフコンペについて（事務局） 

17, 来年度の役員会予定について（事務局） 

18,その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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。おかげ様で令和

元年度も益々活発な活動が行われており、お集まりの役員皆様に感謝いたします。 

早いもので、本日が令和元年度第3回役員会となりました。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 後の役員会となり、5月22日JSCA九州総会前の 後の役員会となります。活動報告と

来年度の活動方針、および今年度収支および来年度予算についても報告致しますので、活発な議

論を宜しくお願い致します。 

・なお、新型コロナウイルス対策から今回は縮小役員会となり、地区会の皆様にはご迷惑をお掛け

しておりますことをお詫び申し上げます。事前に議事を送付いたしますので、ご意見・ご要望を

遠慮なく申し出て頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。 

 

 

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

   ・（技術委員会より）2019年8月3日に開催された2019年度JSCA建築構造士講習会（WEB講習会）が無

事に終了。参加費は6,000円だったが、九州支部には分配無し。 

   ・（技術委員会、今林支部長より）12月12日令和元年度第5回JSCA本部技術委員会に吉村委員長が参加。

本部への委員会出席に関しては、交通費は本部持ちだが、2019年10月の規定変更に伴い、実費精算と

なる（領収書を本部事務局に持参し精算）。 

   ・（設計部会より）講習会等開催時に何らかの事情で開催できなくなった場合の対応方法（経験談）に関

して 

      [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ったが、連絡先が分から

ない方がいたことから、募集の際に連絡先を記入してもらう様にした方が良い。 

      [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、かなり融通が利く。再度申請仕直すという事は今までのところ無い。 

   ・（応答制御設計部会、今林支部長より）韓国免震制振協会15周年記念ゼミ（2019年 11月29日開催）

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。韓国の方とのつながりも出来ると良い。 

   ・（シニアアドバイザー部会より）体験学習講座をサブネットワーク・青年部会・なでしこ会と協力して

進めている。2020年3月頃日田市南部中学校で開催の際には大分地区会の協力もお願いしたい。 

     →【大分地区会からの回答】準備の段階からお話をお願いします。会員には報告済み 

   ・（沖縄地区会より）2020 年年明けの講習会「構造設計適合性判定セミナー」の日程を 1 月 31 日に決定。 

   ・（大分地区会より）2019年11月7日の臨時役員・理事会において大分地区会の口座を作る目的のため

JSCA大分地区規則・細則の作成を行った。2019年12月 11日の定例会・協力会発足式において協力会

発足式典に19社集まる。 

   ・（佐賀地区会より）2019年10月 11日開催の勉強会「格子母屋工法」は3部構成（座学・見学会・意見

交換会）。 

   ・（今林支部長より）来年度（令和2年度）も地区会開催の講習会等への会費補助を予定しているので各

地区会で計画をお願いする。（本役員会で決定） 

   ・（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ったこ

とからお受けさせて頂く旨の返答をした。 

   ・（今林支部長より）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

もらいたいとの連絡があったので、広報委員会と共に原稿を作成する。 

   ・（松下副支部長より）建築士会よ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連絡有り。内容は天井裏の防火区画等に関するもの。 

   ・（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

会に動きの有無を確認したが、どの地区会も動き無しとの回答。 

 

 

 



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)  

     1203 「福岡建築倶楽部新年の集い」第1回準備会議 1名 

     1205  令和元年度福岡県建築確認円滑化対策連絡協議会総会 2名 

0109  2020年建築関連団体合同新年賀詞交歓会 1名 

       0110   令和2年設備設計三団体合同賀詞交換会 1名 

     0113   総合資格学院福岡県令和元年度合格祝賀会 1名 

     0115   福岡県建築倶楽部定例役員会議及び「新年の集い」第2回準備会議 1名 

     0118   懇親＆慰労会（九州木質建築協議会） 1名 

     0124   「福岡建築倶楽部新年の集い」 正会員 29名 賛助会員 60名 

     0129   令和2年福岡設計協同組合新年会 1名 

     0217   第 4回福岡県建築鉄骨協議会 3名 

     0309   「専攻建築士審査評議会」及び「研修プログラム審査評議会」 1名 （中止） 

     0324  福岡建築行政研究会 第18回臨時会 2名 （書面会議に変更） 

 

.九州支部 

1220 九州支部三役・事務局会議（LM）  7名 

0129 九州支部三役・事務局会議（LM）  5名 

0305 九州支部三役・事務局会議      6名 

 

.技術委員会活動 

（技術委員会） 1212 JSCA本部技術委員会（令和元年度第4回） 

           0214  JSCA本部九州支部 合同技術委員会（九州場所）開催 

（設計部会）  1206 「中低層鉄骨造の付加制振」講演会・懇親会 

           講師：金箱温春氏 場所：西鉄INN福岡 参加人数：82名 

(応答制御設計部会)  1129   韓国免震制震協会15周年記念ゼミ 

               場所:韓国ソウル建設会館  参加人数：3名（講演） 

（木質系部会） 0214 合同技術委員会九州場所 見学会 

場所：善龍寺本堂 参加人数：22名 

（広報委員会） 1月 ﾒｰﾙ版 44号（新春号） 

2月 ﾒｰﾙ版 45号（30周年記念号）発刊 

  

.地区会活動 

（沖縄） 0131 構造設計適合性判定セミナー開催 

        0227 ユニオンシステム社の3Ddynamic講習会・耐震診断勉強会 

（鹿児島）0116 工事現場見学会、免震・制震セミナー開催 

（熊本） 0120 「東京オリンピック関係施設の研修旅行」見学発表会 

（長崎） 0129 長崎県鉄構工業会との合同懇談会、懇親会 

        「電炉・高炉・高規格電炉等について」 

        「鉄骨造に関してのディスカッション」 

（北九州）1128 「鉄骨造・外付け制震・耐震補強工法 現場見学会」 

 

 

 

 

 

 

 



4. 事務局・委員会報告 

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

・今年度最後の役員会です。新型コロナウイルスの影響により、特に地区会の皆様には先月末より色々とご

迷惑をおかけいたしましたことお詫びいたします。 

・来期の人事、今期の会計収支予測、来期の予算（案）、構造デザイン発表会2020沖縄、その他の事案で

の予定としております。今回は地区会の参加を原則見送らせて頂いていますので、あらかじめ事前議事

録を送付し、ご意見等を頂きましたので、本議事録に反映しています。 

・地区会の幹事・事務局については、今のところ交代の連絡は入ってきておりません。交代の予定がある場

合は事務局の方まで連絡をお願いします。 

・地区会交付金の申請をされていない地区は早急に申請をお願いします。 

・講習会の報告書作成データ、会計口座を部会長・副部会長にメール送付します（4 月 13 日の技術委員会

合同部会会議の後）。講習会の収支からくる収益金は、直接会計へ銀行振り込みでも可とします。 

 

 

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

 

・ 九州支部会員について 

現在 398名（正会員：378名 学術会員：11名 一般会員：8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。 

1 月に㈱江藤建設工業様が入会。 
3 月に倉敷化工様が退会 
4 月に「賛助会継続のお願い」の案内を賛助会員各社へ送信予定。 

  賛助会の増強について、今後も推薦をお願いします。 
 

      第 2 回役員会後の懇親会については、賛助会員 44.名を含め総計 113 名の出席でした。 
 

・ 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 

・  ４月１２日・・・合同部会を開催 

・  ８月 ３日・・・ＪＳＣＡ構造士講習会（本部講習会をweb生配信） 

 

面白い内容の講習会があったら積極的に開催していきたい 



・ １０月 １日・・・ＪＳＣＡ本部技術委員会（令和元年度第4回）に出席 

・ １０月３１日・・・「structure153号（1月号）」に執筆 

「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。 

・ 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った。 

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、福岡構造：青年部会長（安達） 

以上の計６名で参加 

講演内容 

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・・・ＪＳＣＡ本部技術委員会（令和元年度第4回）に出席 

・  １月２４日・・・「福岡建築倶楽部新年の集い」に参加 

・  ２月１４日・・・ＪＳＣＡ本部・九州支部 合同技術委員会（九州場所）を開催 

  タイムスケジュール 

   12：45～ 地下鉄西新駅改札付近集合（別紙案内参照） 

（地下鉄・福岡空港12:14発、博多駅12:27発、天神駅12:33発、西新駅14:40着） 

   13：00～ 西新プラリバ（設計：竹中工務店、施工：竹中工務店） 

超高層部：中間免震、既存躯体利用 

低層部 ：既存躯体の減築による再利用 

（応答制御部会副部会長の西村さんの紹介） 

   15：00～ 善龍寺本堂の設計説明（西新プラリバ作業所を借りる） 

   15：20～ 地下鉄・西新駅から唐人町駅へ移動（地下鉄2分、計15分程度） 

   15：35～ 善龍寺本堂（木造・棟上げ後を見学） 

        （木質系部会部会長の宮崎さんの紹介） 

   16：10～ 地下鉄・唐人町駅から天神駅へ移動（地下鉄6分、計20分程度） 

   16：30～ 合同技術委員会（日本設計九州支社会議室） 

        （九州支部各部会と各地区会に依頼し、活動状況を報告した） 

（地下鉄・福岡空港15:59発、博多駅16:12発、天神駅16:18着 徒歩5分） 

   18：30～ 懇親会（伊都の恵み た鶴） 

    参加人数 

      本部  ：見学会１２名、技術委員会１３名、懇親会１３名 

      九州支部：見学会１０名、技術委員会１０名、懇親会９名 

・  ４月１３日・・・ＪＳＣＡ九州支部技術委員会合同部会会議を開催予定（3月末に開催の可否を判断） 

 

・ 今後の予定： 

本部・空間構造部会前部主査の谷口氏（清水建設）と連携して講習会を企画している。 

応答制御部会、九州免震普及協会と連携して講演会、イベント（免震体験車など）を企画している。 

 （５月２１日に免震体験車などのイベントを予定している）→ 協賛として参加する可能性有り 

福岡建築構造設計事務所協会に講習会などに共催金をいただき共催してもらうよう計画している。 

２０２０年度 本部技術委員会 

 ・第１回：2020年4月2日（木）17:30～ 

 ・第２回：2020年6月3日（水）17:30～ 

 ・第３回：2020年7月29日（水）17:30～ 

 ・第４回：2020年 10月7日（水）17:30～ 

 ・第５回：2020年 12月9日（水）17:30～ 

 ・第６回：2021年2月3日（水）17:30～ 



  九州支部技術委員会の各部会長、副部会長の参加も考えています。まずは希望を募ります。 

  交通費は本部より実費精算です。（航空機、ホテルの安価なパック料金と地下鉄など） 

             →（今林支部長より）各部会長・副会長交代制で是非参加をお願いしたい。 

 

 

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

（代読：恵藤） 

・12/6 「中低層鉄骨造の付加制振」講習会・懇親会（講師：金箱温春） 

    （福岡県住宅センター、九州住宅保証の共催として補助を受ける） 

   ・3月に副部会長交代（甲斐さん→久米設計福田さん）に伴う引継ぎ部会開催予定 

・ＪＳＣＡ本部技術委員会プログラム部会と次回企画を相談中  

 

 

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

 

１．講習会・講演会 

＜未 定＞ 

 

２．勉強会 

＜計画中＞ 

・告示免震設計勉強会（第一回） 

1.日 程 2020年度内に開催 

2.場 所 福岡市内 

3.参加費 2,000円/人予定 人数30名程度予定  

 

３．見学会、技術交流会 

＜実施済＞ 

・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  

    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 

＜計画中＞ 

・免震建物・制震建物の普及イベント共催  主催：九州免震普及協会 

1.日 程 5月 21日 10:00～17:00 

2.場 所 福岡市イムズスクエア 

3.参加費 無料  

4.概 要 a)免制震関連技術のパネル展示及び技術説明予定（協賛企業数社） 

b)ＴＨＫ㈱免震体験車試乗会 

→（今林支部長より）JSCAの紹介等が出来れば是非アピールする機会として活用させてもらいたい

（構造デザイン発表会2020沖縄の紹介）。 

（上野部会長より）パネル展示等を行える場所があるので3月18日の会議で提案してみます。 

・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 

    

   ※西村副部会長４月より転勤予定 

吉村技術委員長より、当部会に三輪真弘さん「㈲福岡構造」推薦 

 



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

                                      （代読 恵藤） 

 

・ 3/5「既存建築構造物基礎の防災減災対策に有効な地盤改良新技術説明会」（主催：JETCRETE(ジェッ

トクリート)研究会、PneumaX(ニューマックス)研究会、共催：JSCA） 

座席間隔を空け、マスク配布着用の上、開催 

申込み者30名のうち、19名が参加 

 

・今年も「建築基礎設計の実技講習会」を九州で開催予定。開催を希望する地区会がありましたら、お

申し出ください。 

 

 

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

                                                       

・今後の予定 

・ 2月 26日、3月11日、3月25日（3回）・・・配筋標準図勉強会を開催 

  （延期：5月開催を予定しているが、状況により判断） 

進行  ：ＲＣ系部会：木村、蓜島 

参加人員：２０名 

内容  ：⽇本建設業連合会が刊⾏している「配筋標準図」を題材に、各標準図

の意味合いの理解度を深めるとともに、常日頃悩んでいる内容を解決

するための意見交換を⾏います。 

→（今林支部長より）好評の様ですので、参加人数を増やすことは出来ないでしょうか。 

 （木村部会長より）余り人数を増やすと勉強会とした趣旨が生かせなくなるので、回数を増

やす等の対応を今後検討していきたい。 

 

・ 時期は未定・・・①ＲＣ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。 

②現場見学会（企画中） 

福岡近郊で現場見学可能なＲＣ系のプロジェクトをご存知でしたら、ご紹

介いただけると幸いです。 

 

 

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

                                                       

  3月 26日 講習会「 今、役に立つ鉄骨の性質と技術 」 → 次年度に延期（開催日未定） 

15：00～17：00 総合資格学院 天神校 

 ◆来年度の部会体制  

 ・部会長 ：井手文雄（鹿島九州支店） 

・副部会長：古賀威信（大成建設九州支店） 

・補助  ：池田竜輔（鹿島九州支店） 

 

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

 

・ ２月１４日・・・合同技術委員会 九州場所 見学会 善龍寺本堂を実施 

参加人数２２人 

・ ３月末・・・耐震改修部会・木質系部会共催で五重塔講習会を開催予定 

・ 今後の予定として、勉強会や講演会を行う予定。（悩みの多い木造の基礎について） 



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

 

７月 ３日・・・第１回部会（本年度の活動計画について） 

・ 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） 

・ 来年度に向けて 勉強会・講習会・見学会を企画中 

 

 

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

 

・令和元年８月・・・福岡県建築都市部建築指導課より「福岡県緊急輸送道路ネットワーク計

画」に定められた緊急輸送道路沿いの建物の所有者に「緊急輸送道路沿いにある建築物の耐震

診断・耐震改修の検討（依頼）」を送付するに当たり、相談窓口として JSCA 九州耐震改修部会

を記載したいとの申し出がありそれを了解した。その後、3 件（何れも北九州地区）について耐

震診断に関する相談があったので耐震診断の概要についての説明を行った。 
（主に、耐震診断とは？、費用はどの程度か？、診断はどこに頼むのか？の 3 点についての問い

合わせが多い） 
・「伝統工法による五重塔」（木質系部会と共同で）についての講習会を 3 月末に実施する予定で

あったが新型コロナウイルスの影響により来年度 5 月以降に延期とした。 
 

 

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

                               

・  ２月７日・・・第２回 定例部会＆新年会 久米設計 九州支社にて、出席15名 

        海外＆国内建物探訪紹介、活動計画 

 

今後の予定 

・  ４～５月頃・・・部会 

（ 適化を用いた計画や積算関係の勉強会や鉄構工業会との見学会を予定） 

 

 

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

                                                   

・ 2月 15日・・・活動発表会 出席８名 

 

 ・今後の予定として、４月以降で月1回のミーティング実施を予定している。 

     来年度もサミット（勉強会）を2回程行う予定。20～30代の構造に携わる女性が少ないので、紹介を

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

                                      （代読 尾宮氏） 

 

・本年度はコアメンバー個々の活動等をきっかけに、より活動域を少しずつ広げていき、また、メン

バーの拡大をはかるととともにさらに活動の輪を広げていきたいと思います。 

 

・体験学習講座「ちからのしくみ発見」について 

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3件実施

致しました。 

1/31 福岡市立老司中学校   ルーフコンテスト、スチールネズミ製作 

（50分間の講座だったので消化不良であった） 

2/10 北九州市小森江東小学校 免震体験車、建築に使われている材料講義、スチールネズミ製作 

2/20 日田市立南部中学校   導入講義・トラスパスタタワーチャレンジ、スチールネズミ製作 

 →感想やアンケートを採っているので、内容をまとめてサブネットワークで報告を行う予定。 

  （今林支部長より）合同技術委員会での報告もお願いしたい。 

  今後この体験学習の活動をどうしていくかを三役等で検討してほしい。子どもや地域対象としてや

っていければ、活性化していくのではないか。 

 

今年もこの活動を継続していきたいと思います。 

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。 

 

 

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

                                                       

・ １月２４日・・・メール版44号（新春号）発刊 

・ ２月１４日・・・メール版45号（30周年記念号）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 

・ ６月にメール版46号（総会号） 

・ デザイン発表会（沖縄）のレポート（WG活動の報告も含めたい） 

 

 

 （今林支部長より） 

    来年度も住宅センター・九州住宅保証より協賛金の申し出がある予定です。10万円を年2回程度

になると思いますので、必要な部会はお知らせ下さい。（部会合同でもOK） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6．地区会報告と事業計画 （代読：恵藤） 

 

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

 

・12 月 11 日 ＪＳＣＡ沖縄地区会 デザイン発表会・親睦ボーリング大会・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 31 日 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 
・2 月 12 日 ＪＳＣＡ沖縄地区会定例会 
・2 月 27 日 ユニオンシステム社の 3Ddynamic 講習会・耐震診断勉強会 
・3 月 26 日 パソコン使用しての「実践振動解析講習会」 
・4 月 8 日 沖縄地区会総会・建築構造センターによる「構造設計適合性判定セミナー」セミナーのみ中

止となりました。 
・6 月下旬 琉球大学にて「坂口裕美講演会」大成建設株式会社関西支店設計部設計室（構造担当） 
      ９．来年度地区開催イベント補助について 
        これに「坂口裕美講演会」を応募は可能でしょうか？ 

 
・診断については、……現在５件（１２月～３月まで） 
・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 
 
  ※議事項目 11 の添付資料の 後に、11/12（木）九州支部役員会のスケジュール（案）を載せていま

す。 

 

 

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

 

・ 12月 21日・・・日本建築学会九州支部鹿児島支所の特別講演会を聴講。 

・      ・・・適判機関と勉強会を開催。 

・ 2020年 1月16日・・・工事現場の見学会と免震・制震セミナーを開催。 

・ 2月 15日・・・鉄構工業会と勉強会を開催。 

 

 

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

                                   

・12月18日・・・第1回例会（今後の行事予定について）・忘年会 

 

・3月4日・・・第2回研修会（鉄鋼工業会との合同研修会）実施確定  

         

・3月28日・・・第3回研修会 

(構造センター主催,宮崎県建築士事務所協会共催との合同研修会) 

     実施確定 

会員の増減  

令和1年度は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 

宮崎地区会の令和1年度の総会員数は21名ですが2年度は19名となります。 

 

2)その他 

・診断については年２回開催されています。 



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

 

   ・R2 年 1 月 20「東京オリンピック関係施設の研修旅行」見学発表会及び新年会を実施しました。 
参加者各々の視線で見た東京オリンピック施設の話が聞けてよかったです。 

・3 月に役員等集まっての来年度の行事等の計画の相談会を考えていましたが、コロナウィルス感染のこ

とを考えてメールでの会議に切り替えて実施予定です。 
・来年度会員が１名増える予定です。 

 

 

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

 

【完了行事】 

 

元年12月11日 地区定例会・協力会発足式 

時間 16：10～17:00 

会場  ホルトホール大分302 会議室 

出席者 23名 

・大分地区会の郵貯銀行口座開設報告 

・九州支部  令和元年度第2回役員会報告 

・役員、各常設委員会の報告と要望 

・2020沖縄構造デザイン発表会の協議 

・協力会の関連報告 

・SYOの活動報告 

・常設委員会開催の援助と対策 

・大分地区ホームページの対応 

 

同日 JSCA大分地区協力会発足式 

時間 17：00～18:00 

会場  ホルトホール大分302 会議室 

出席者 52名 

同日 忘年会48名 ホテル日航大分 

 

 

 

 

 

令和2年1月15日 地区定例会 

時間 18：10～19:50 

会場 ホルトホール大分310 会議室 

出席者 11名、 

1)HP 開設について 

2)常設委員会、SYO委員会、協力会開催行事について 

3)講師料、交通費、宿泊費、日当の再確認 

4)沖縄構造デザイン発表会について 



 

【今後の予定】 

 

3月 11日 第４回定例会 

時間 18：10～19:50 

会場 ホルトホール大分202 会議室 

 

同日 会員の講師による講習会 

時間 15:00～17:00 

会場 ホルトホール大分202 会議室 

内容  木質系部会から 

「木造の構造設計を始めてみよう」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2月28日「新型コロナウイルス感染対策」にて 

講習会及び地区定例会を中止・延期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

・令和1年12月 17日(火)：第4回長崎地区 例会を開催しました。 

             議題：意見交換会(功労者表彰報告)、忘年会 

             出席者：18名 

 

・令和2年 1月 29日(水)：第5回長崎地区 例会を開催しました。 

             第 6回長崎県鉄構工業会との合同懇談会、懇親会 

               議題：「電炉・高炉・高規格電炉等について」 

                       「鉄骨造に関してのディスカッション」 

出席者：39名 

 

・令和2年3月6日(金)：第6回長崎地区 例会を開催予定。 

            場所：長崎市民会館、第2研修室 

            議題：今後の予定について 

 

   今後の予定 

    ・令和2年4月10日（金）16：00～17：30 → 6月 26日（金）に延期 

     長崎地区総会・懇親会 

       場所 ホテルモントレ長崎（TEL：095-827-7111） 

          長崎市大浦町1番22号 

 

 

                                                                

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

   

    ・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 

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

・12月6日・・・ 地区例会（忘年会） 

・ 3月17日頃  ・・・ 格子母屋工法（九州第一工業㈱）現場見学会 

 

 

  ・診断については、…… 14棟 2月末 

  ・適判については、…… 97棟 （建設技術支援機構31棟、建築構造ｾﾝﾀｰ 66棟）4/１～2月末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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 

 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 

  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 1年 12月26日 (木)  北九州地区例会･忘年会 

                 場所  四季の味 はまゆう、 時間  19:00から21:00 

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 

(本日) 

  支部  R 2年 3月13日 (金)    九州支部 第3回役員会  欠席 

 

(今後の予定)  

   4月以降の予定は未定 



1６． 福岡建築倶楽部ゴルフコンペについて（事務局より） 

来年度の建築倶楽部ゴルフコンペの幹事がJSCA九州支部となります。現在事務局の方で対応してい

ます。 

  開催日：令和2年9月18日（金） 

  開催場所：福岡雷山ゴルフ倶楽部（糸島市川原807） 担当：太田様 

例年通りの会費（￥1,000）＋参加料（￥19,000）で計画し、6～7月にかけてJSCA九州支部会員と賛

助会員へ案内を配信する予定です。近年、JSCA九州支部からは正会員の参加者が少なく（昨年は参加者

無し）、ほぼ賛助会員の参加（のみ）となっております。是非、正会員の方にご参加願います。 

 

 

 

1７． 来年度の役員会予定について（事務局より） 

   令和 2 年度総会  ： 5 月 22 日（金） （福岡 タカクラホテル） 

  新型コロナウイルスの影響で会の縮小・延期・中止の場合のキャンセル料等の回答 

       （タカクラホテル 担当：和田様 に問い合わせ） 

    会の縮小（懇親会の中止等）→なるべく早めに連絡すれば、キャンセル料は発生しない（要相談） 

    会の延期→日程のスライドのみで、キャンセル料は発生しない 

    会の中止→90 日前よりキャンセル料の対象となる（既に該当している） 

 

   第 1 回役員会（福岡） ： 7 月 31？日（金）  

   第２回拡大役員会（沖縄） ： 11 月 12 日（木） 地区開催役員会を兼ねる 

                     （講演会講師：賀数仁然（かかずひとさ）氏予定）  

     翌日 11 月 13 日（金）に構造デザイン発表会 2020 沖縄開催 

   第３回役員会（福岡） ： 令和 3 年 3 月 

 

 

 

1８． その他 

 

（原顧問より） BIM に対する JSCA 九州支部としての動きが遅れている様に感じるので、まずは講習会等

を行うのはどうでしょうか。状況を確認する意味でも有効かと思います。 

 

今回の議事録作成にあたっては、欠席の地区会幹事・事務局へ事前に議事録資料を送付し、内容を確

認の上、訂正及び加筆の指摘を返答してもらい、その内容を反映させた。また、議事録内容に関して異議

や意見等は挙がらなかった。 

 


