
 

JSCA 九州支部 令和２年度 第 1 回役員会議・議事録（2020・731） 

        

日  時 2020 年 7 月 31 日（金）役員会 15:30～17:50   

場 所 

TKP ガーデンシティ博多 5 階 阿蘇 2 

住所：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 092-477-6055 

 

 

出席者 

今林支部長、重松 松下両副支部長                      （現地参加）    3 名 

吉村                                   各幹事（現地出席）    1 名 

石井、伊藤（義）、浅田、小林、川崎                各幹事（Web 参加）    5 名 

井手、安達                        各委員長・部会長（現地出席）     2 名 

木村、都筑、上野、宮﨑、奥野、松田、福田    各委員長・部会長（Web 参加）     7 名 

西村、三輪                               副部会長（Web 参加）   2 名 

 

（各地区会 幹事・事務局 は新型コロナウイルス対策のため Web 参加） 

牛尾、平川、甲斐、山本、和田、白坂、小波津             各地区幹事   7 名 

松岡、向井、池田、谷口、平田、本坊、新川              各地区会事務局  7 名 

 

尾宮、宮田、原                                各顧問（Web 参加） 3 名 

九州支部事務局 恵藤                              （現地出席）     1 名 

新井、江口                          （Web 参加）     2 名 

 

計（現地出席）   7 名  

（Web 参加）  33 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予定議題 

 

1． 支部長挨拶（支部長） 

2. 新部会長・副部会長、地区会新事務局・幹事の紹介（新任者） 

3．第3回役員会議事録の確認(事務局) 

4．前回役員会以降の事業報告（事務局） 

5．事務局・委員会報告（状況報告・意見他） 

6．地区会報告と事業計画（状況報告・意見他） 

7. その他  

  支部長会議（6/3）、本部理事会・総会（6/22）の報告（支部長） 

  第2回役員会(沖縄)及び構造デザイン発表会in沖縄について（支部長、重松） 

  withコロナにおける活動（講習会、勉強会、見学会等のやり方）（自由討議） 

  地区会開催イベント補助（10万円）について 

  講習会補助（住宅センター、九州住宅保証）と研修会等支援制度について 

  デザイン発表会ワーキングチーム（重松） 

  九州沖縄ブロック協議会（支部長） 

  JSCA九州支部名刺の取り扱いについて（事務局） 

  福岡建築倶楽部ゴルフコンペについて（事務局） 

  役員会スケジュールと開催方法について（事務局） 

  講習会等のCPD申請及び構造士シールの申請に関して（事務局） 
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(議事予定) 

     

    

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

・役員の皆様、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。 

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、これまで経験したことのない4か月間を過ごして

きました。5月の総会は通信による議決となり（ご協力ありがとうございました）、それ以降の活動も現

時点では具体的に実施することができない状況であり、皆様には誠に申し訳なく思っております。 

昨年の支部長就任時に「かかわりを強く」をテーマに掲げた身としては歯がゆい限りですが、その中にあ

って、3役（支部長・副支部長・事務局）Web会議を頻繁に行いJSCA九州の運営について議論・共有を続

けてきた事、本日の役員会準備で皆さんとの事前Web通信テストにてお顔を拝見してお話しできた事、な

ど有意義な事もありました。しばらくはwithコロナとして難しい日々が続くものと思われますが、その

中でもできる事を行いながらJSCA九州の呼吸を止めずに、できれば高めていきたいと思っています。 

・新型コロナウイルス感染症対策から、地区会の皆様にはWeb参加頂き誠にありがとうございます。会場出

席の皆様にも、今後を想定してWeb会議形式で進行させて頂きます。初めての事でもあり、不手際もある

かと思いますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

・このような状況の中、本日の役員会はこれまでの活動報告の形でなく、現状および考えている事そして提案

など、皆様からの自由な忌憚ない意見を交換できる場としたいと思います。 

 活発な議論をよろしくお願いいたします。 

 

 

2. 新部会長・副部会長、地区会新事務局・幹事の紹介 ------------------------------- 新任者 

 

     設計部会 副部会長 （新任）福田 光俊 氏  （前任）甲斐 友紀 氏 

     応答制御設計部会 副部会長 （新任）三輪 真弘 氏  

     鉄骨系部会 部会長 （新任）井手 文雄 氏  （前任）尾宮 洋一 氏 

     鉄骨系部会 副部会長 （新任）池田 竜輔 氏  （前任）井手 文雄 氏 

     特殊構法部会 副部会長 （新任）毛利 浩 氏  （前任）山下 正吾 氏 

 

     長崎地区会 幹事 （新任）平川 雅敏 氏  （前任）岡﨑 克喜 氏 

     長崎地区会 事務局 （新任）池田 宜弘 氏  （前任）平川 雅敏 氏 

     鹿児島地区会 幹事 （新任）白坂 哲也 氏  （前任）中村 数喜 氏 

     大分地区会 事務局 （新任）平田 豊治 氏  （前任）岡本 武視 氏 
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3. 第３回役員会議事録の確認---------------------------------------------------事務局 

   ・（事務局・会員委員会より）賛助会員数について現在総会員数は86社。3月に倉敷化工様が退会 

   ・（技術委員会より）講習会に関して、面白い内容のものがあったら積極的に開催していく予定。 

   ・（技術委員会より）JSCA九州支部技術委員会合同部会会議の開催の可否を3月末に判断する。 

→最終的に開催を中止し、通信会議（メール確認）とした。 

   ・（技術委員会より）応答制御設計部会、九州免震普及協会と連携したイベント（免震体験車）に、協賛

として参加する可能性がある。 

   ・（技術委員会・今林支部長より）本部の技術委員会に各部会長・副部会長交代制で是非参加をお願いし

たい。 

   ・（応答制御設計部会・今林支部長より）共催を予定している免震建物・制振建物の普及イベント（主

催：九州免震普及協会）で、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沖縄の紹介等）。→（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。 

   ・（鉄筋コンクリート系部会・今林支部長より）配筋標準図勉強会が好評（20人参加）の様なので、参加

人数を増やすことを検討してみては？ →（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。 

   ・（木質系部会より）木造の基礎に関して多くの方が悩みを抱えている様ですので、今後行う勉強会や講

習会の内容として取り上げていきたい。 

   ・（耐震改修部会より）「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）」に関す

る問い合わせが3件あり、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。 

   ・（耐震改修部会より）木質系部会と共同で開催予定の「伝統工法による五重塔」という講習会について

は、5月以降に延期とした。 

   ・（青年部会より）最適化を用いた計画や積算関係の勉強会、鉄構工業会との見学会を予定している。 

   ・（なでしこ会より）新年度もサミット（勉強会）を2回ほど行う予定。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より）1/31に福岡市立老司中学校で開催した体験学習講座は、50分間の講

座だったので消化不良であった。 

   ・（シニアアドバイザー部会より）3校で行った体験学習講座で、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。 

   ・（シニアアドバイザー部会より）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ば、活性化していくのではないか。 

   ・（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） 

   ・（原顧問より）支部決算（案）の内容に関して、30周年記念事業賛助会ブース費は研究会費ではなく雑

収入の項目に含めた方が良いのでは（内訳が分かる様に）。 → 支部決算（案）を修正 

   ・（原顧問より）支部予算（案）の内容に関して、決算と予算の繰越差額に大きな差が生じない様に予算

を組む様にした方が良いのでは。 → 支部予算（案）を修正 

   ・（決算（案）と予算（案）に関して）当日参加者全員の賛成＋事前回答の4名の賛成を得る。 

   ・（令和2年度九州支部役員人事案に関して）当日参加者全員の賛成＋事前回答の4名の賛成を得る。 

   ・（来年度地区開催イベント補助に関して）北九州地区会も補助金を希望との回答有り。 

   ・（令和2年度JSCA九州支部総会に関して）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に関して、 

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） 

→最終的に書面決議（会の中止）による開催としたことから、総会及び懇親会のキャンセル料を支払

った。 
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   ・（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

を行うのはどうか。状況を確認する意味でも有効ではないだろうか。 

 

 

4. 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)  

     （例年開催の総会・懇親会は全て中止） 

    0711 第 34回建築構造技術研究会       20名 

 

.九州支部 

0407 九州支部三役・事務局会議（Web会議）  5名 

0413 令和2年度JSCA九州支部拡大技術委員会（通信） 資料配信 

0416 九州支部三役・事務局会議（Web会議）  4名 

0501 九州支部三役・事務局会議（Web会議）  4名 

0522 令和2年度JSCA九州支部総会（書面決議） 175名 

0616 九州支部三役・事務局会議（Web会議）  4名 

 

.技術委員会活動 

「5.事務局・委員会報告」にて各自報告 

  

.地区会活動 

「6.地区会報告と事業計画」にて各自報告 

 

 

5. 事務局・委員会報告 

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

・今年度第1回目の役員会ですが、前回に引き続き全員参加型ではなく、Webを利用した変則的な少人数参

加型の会議開催となりました。色々とご不便をおかけいたしますが、皆様にご協力いただき、会を進行した

いと思います。 

・今年度のJSCA九州支部総会につきましても、「書面会議」という初めての試みでしたが、会員の皆様のご

理解とご協力のもと、175名の回答及び賛成を頂きました。ご協力感謝いたします。 

・新型コロナウイルスの影響のもと、今後の講習会等の開催への見通しや踏ん切りがつかない部会や地区

会がほとんどと思います。今回は、現状に対しての皆様からのご意見やご要望をうかがうことを中心に、今

後の進め方をどうするかといった視点で本会を進めて行きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

    ・事務局の新井さんから福岡構造の久保田（旧姓赤司）久美子さんに交代します。8月より、新井さん

の事務局分担業務を久保田さんに引継ぐことになります。 

 

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

                                                        （代読：恵藤） 

・ 九州支部会員について 

現在 386名（正会員：368名 学術会員：11名 一般会員：7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 85 社。 

6 月にキューキ工業㈱様が入会。 
4 月に倉敷化工㈱様が退会、6 月にショーボンド建設㈱様及び応用地質㈱様が退会。 

  賛助会の増強について、今後も推薦をお願いします。 
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・ 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１３日開催予定の拡大技術委員会合同部会を中止し、「ＪＳＣＡ九州支部拡大技術委員会(通信

会議)」に変更した。４月８日に下記資料をメール配信した。（副技術委員長：上野さん作成） 

 下記『拡大役員会（通信会議）』の配布資料及び伝達事項メモです。 

 ＜拡大役員会（通信会議）資料＞ 

  ①令和２年度運営体制及び連絡先：P.1～P.4 

  ②令和２年度年間スケジュール：P.5 

  ③講習会開催時等参考資料（CPD・構造士申請など）：P.6～P.17 

  ④HP掲載ルール：P.18 

 ＜伝達事項＞ 

  ①令和２年度JSCA支部総会（５月予定）について（開催方法について三役協議中） 

  ②出前講座報告（サブネットワーク報告書 参照） 

  ③イベント等の中止、延期、規模縮小の周知（添付PDF 参照） 

・ ５月１６日・・・【JSCA】本部九州支部合同技術委員会（２月14日）の議事録をメール配信。 

・ ６月１３日・・・【JSCA】本部技術委員会  標準仕様書の改定に関しての意見照会資料をメール配

信。 

・ ７月２５日・・・【JSCA】本部技術委員会前年度の構造関係規定のあり方検討会の報告書をメール

配信。 

・ 本部技術委員会 

２０２０年度 本部技術委員会 

 ・第１回：2020年4月2日（木）17:30～ 中止 

 ・第２回：2020年6月3日（水）17:30～ Web会議（出席予定だったが急用で欠席） 

 ・第３回：2020年7月29日（水）17:30～ JASCA本部事務局長 + Web会議 

 ・第４回：2020年10月7日（水）17:30～ 未定 

 ・第５回：2020年12月9日（水）17:30～ 

 ・第６回：2021年2月3日（水）17:30～ 

今後も本部技術委員会の情報をみなさんに発信していきます。 

本部講習会のWEB配信を企画します。 

・ 福岡建築構造設計事務所協会との連携 

講演会などで連携する。JSCA講演会に協賛してもらう場合は協賛金をいただく。 

コロナの影響で総会、理事会が順延になり未決となっている。 

・ 九州免震普及協会(SIPS)との連携 

 講演会、免震体験車などのイベントで応答制御部会を中心に連携していく。 

 Teams会議を主体に理事会、総会を行っている。 

 今後は、理事会、講演会共に会場とTeams会議の併用で進めていく。 

・ ＡＷ検定協会西日本 

 総会などの会議は、書類の郵送、SNS利用のアンケート、メールにより行っている。 

 現時点での資格保有者は１年延長とする。 

 新規受験者のみを対象とした試験を実施する。 
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・ 日本建築学会 

『作品選集2021』の募集・審査・発行の中止が決定した。 

2020 年 9 月 8 日（火）～10 日（木）、千葉大学にて開催を予定しておりました 2020 年度日 
本建築学会大会（関東）につき 4 月 15 日の理事会で審議した結果、新型コロナウイルス感 染
症の拡大防止と会員各位の健康・安全に配慮し「下記行事の中止」を決定いたしました。 

（案内の冒頭全文を掲載した。下記行事内容については省略する） 
  

・ 今後の講習会の形式 

 WEB講習会と会場の併用または、WEB講習会が主流になると思われる。 

 会場参加とWEB参加の問題点の整理が必要 

 WEB講習会の問題点 

・講習会費の徴収方法（WEBの場合事前徴収の仕組みが必要では） 

・WEB講習会だと１申し込みに対して複数人が聴講する場合がある。（会場参加との差別化？） 

・資料の配布方法 

（・会場で得られる情報やオフレコの話題などが出来ない） 

WEB講習会の利点 

・会場費が不要 

・どこでも参加・聴講が可能 

・どこからでも公演が可能（東京からでも問題なし）（来福してもらい交流できた方がよい） 

WEB講習会の注意点（Teamsの場合） 

・最大参加人数250人 

・参加者が多い場合ネット環境（通信速度に注意） 

・聴講者は常にカメラ、マイクをOFFにする。 

・質疑など発言の場合、挙手またはチャットにより伝え、進行者がコントロールする。 

 

 

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

 

・ 本年度より副部会長 甲斐さん→久米設計福田さん へ交代 

・ 今後の予定としてJSCA本部技術委員会プログラム部会の協力により構造計算プログラム特性比較の

講習会を検討しているが、コロナ渦での開催方法を思案中。オンライン講習会の方法等情報収集が

必要。 

 

 

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年度内に開催計画中、他部会との合同開催も模索中です。 

2.場 所 福岡市内より発信のWEB勉強会を想定 

3.参加費 ？円/人予定 支払方法？ WEB参加人数？ 
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３．見学会、技術交流会 

＜計画中＞ 

・免震建物・制震建物の普及イベントが開催されれば共催を予定しています。   

1.日 程 未 定 

2.場 所 福岡市内予定 

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)免震体験車試乗会 など 

＜計画中＞ 

・現場見学会：他部会と合同で開催できる現場を選定中です。 

1.日 程 未 定 

2.場 所 福岡市内予定 

3.参加費 ？円/人予定 支払方法？ WEB参加？ 

4.概 要 WEB参加希望者？ 九州各地の現場見学会開催の可能性 

    

    その他に告示免震勉強会を開催したい。今後活動の打合せを行っていきたい。 

    （今林支部長より）Webに出しても問題ない様に調整をお願いします。 

 

   ※西村副部会長４月より転勤（東京） 

三輪副部会長新任 

 

 

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

 

・ コロナ禍により現在は活動自粛中。今後の状況を鑑み、例年行っている「建築基礎設計の実技講習

会」の計画を考えている。例年講師を東京からお呼びしているが、現況では呼びにくい（別の講師

を現在探している）。Webとすると、マンツーマンで開催したい目的から外れる。 

 

 

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

                                                       

・今後の予定 

・ 9月もしくは10月（3回程度）・・・配筋標準図勉強会を開催 

（現実的には2～3月までの開催となるのではないか） 

  （開催を延期していましたが、オンライン会議を活用した勉強会を検討中） 

進行  ：ＲＣ系部会：木村、蓜島 

参加人員：２０名程度 

内容  ： 本建設業連合会が刊 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 います。 

・ 12月 ・・・鉄筋継手の超音波探傷試験勉強会を計画中 

共催  ：西日本圧接業協同組合 

参加人員：２０名程度 

内容  ：ガス圧接部の超音波探傷試験をはじめ、2019年9月25日に新たにJISが

制定された溶接継手および機械式継手の超音波探傷試験方法について、

説明会および勉強会を行います。（オンラインになるかもしれないの

で実技は考えていない。出来たら面白いとは思いますが。） 
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・ 時期は未定・・・現場見学会 

新型コロナウィルス感染状況にもよりますが、福岡近郊で現場見学を企画し

ています。（梓設計の物件の見学会を考えているが、現状では難しそうである。

今後のために録画による見学会という方法も一案であるが、開催に向けての条

件整理が必要である。） 

 

 

鉄骨系部会 ----------------------------------------------------------井手部会長 

                                                       

・ 3月26日開催予定の講習会「今、役に立つ鉄骨の性質と技術」が延期となり、開催は未定 

・ 講習会「外観検査・超音波探傷検査講習会 (案)」を計画中。開催時期は未定。 

最新の検査技術の紹介などの座学と、ＵＴ検査の実演・実技を実施予定。 

（実習・実技に関しては未定。業者による技術紹介という形で単独での開催をイメージ） 

    

※ 今後は、Ｗｅｂ形式での講習会も検討していきたい。 

 

 

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

 

・ 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であるが、現在の状況を考慮し

開催時期は未定。（今林支部長より）記録という形で何かに残しておいてもらいたい。 

・ ある団体主催の講習会(7/19開催)では、下記のような感染症対策を行っていた。 

 受付に手指消毒用のアルコールを設置 

参加者全員に受付時に非接触型温度計による体温計測を実施 

席は1席開けて着席 

質疑応答はマイク無しで実施 

会場のガイドラインにより定員 50 名に対して過半数以下の 25 名以下となるように募集案内、

実際の参加者は22名、参加者全員マスクを着用、出入り口と窓を常時開放し換気の徹底、参加

者全員の連絡先表を作成（提出は無し) →保健所に感染ルート特定の資料として提出のため 

ウェブ形式での講習会実施要望もあったが、講習会費徴収や配信ソフト等が講習日まで定まらず実

施はできなかった。 

・ 今後はウェブ形式での実施も視野に講習会や勉強会を計画予定。 

 

 

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

 

・ ７月１６日・・・第１回部会（本年度の活動計画について） 

 

1.講習会等開催に向けての状況報告 

 

 ・コロナ禍で参加者が集まるのか 

 ・現場見学会は発注者、元請けゼネコンの協力、理解が得にくい開催は難しい 

 ・単独開催ではなく、本部部会での講習会等開催を九州支部にもweb配信できないか。 

  （今林支部長より）本部も秋以降に何か企画したい模様。支部からのアドバイスも歓迎。 
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2．with コロナにおける活動に対するご意見等 

 

・コロナが収束しないと活動しづらい。部会はweb会議と参加会議の使い分けが必要。 

・本部部会での講習会等開催を全国の会員向けにweb配信 

・PC建設業協会では業務報告会を今年はYou Tube LiveによるWeb配信された。 

 （制限をかけずに自由な参加で開催） 

・YouTubeの活用 

・web配信による講習会、勉強会が主流になるのでは。 

・興味がある人は見るが、接続できる人は見るが、そうでない人は参加を渋るのでは。 

 （毎年参加者数は200名程度であるが、「会場参加＋Web配信」での開催により参加者数

は今までよりも増えた。） 

 

 

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

 

・昨年度末に予定していた「伝統構法による木造五重塔の設計」に関する講習会が新型コロナ

の発生により今年度連休明けまで延期としていましたが、未だながらコロナの発症が収ま

る様子が見られないので開催の状況を思案しているところです。（今年3月開催予定だっ

た。今年度中には開催したい。） 

・出来れば、伝統木造建物の耐震診断並びにその補強についての勉強会等を実施したいと思

っております。（今林支部長より）資料をまとめておいて、来年以降でも開催をお願い

したい。 

 

 

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

                               

・ ３月開催予定の活動会議が延期となり、現在開催時期を模索中。 

・ Webのアンケートを用いた活動計画などができないか、検討中。 

    

今後の講習会の形式に関しては、会場とリモートを併用して、会場に行かなくても講習を

聴ける方向を考えてはどうかと思います。 

 

 

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

                                                   

・ 月1回開催予定のミーティングが現在休止中 

・ 4月、6月に活動方針、情報をメール配信 

・ ミーティング再開時期は未定 

    （今林支部長より）青年部会との合同でも構わないので、Webミーティングを開催してみては

どうか？ （→松田部会長より）一度メンバーにアンケートを採って、開催に向けて意見を

募りたい。 

 

 

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

                                      （代読 恵藤） 

 

・特になし 
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広報委員会---------------------------------------------------------福田委員長 

                                                       

・５月２２日～３１日・・・掲載用総会資料HPアップ 

・６月１２日～１８日・・・総会書面決議議事録（集計結果）HPアップ 

 

今後の予定として 

・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） 
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6．地区会報告と事業計画 

 

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

 

   2020 年 
    

・6 月 26 日 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） 
      講演会は琉球大学と調整の上、来年度へ延期となりました。 
・8 月上旬 4 月からのデザイン発表会及び地区会定例会がＷｅｂ会議となっている現状で、デザイン 

発表会の進捗状況の確認、暑気払いを兼ねて、ビーチパーティー開催のオフ会予定 
（Wifi 電波状況の確認をコンベンションセンターで行った。） 

 
   県内における新型コロナウイルス感染症による状況により、今後の講習会・講演会予定はとりあえず未定

としています。 

 

 

 鹿児島 -----------------------------------------------------------白坂幹事 

 

・ 3月27日・・・役員会を開催しました。令和2年度鹿児島地区会総会は中止としました。 

・ 5月25日・・・役員会を開催しました。総会の議案はメール議決に決定しました。 

・ 6月10日・・・鹿児島地区会総会の議案について承認を得ました。 

新幹事に白坂哲也氏が就任しました。 

・ 6月19日・・・鹿児島県内の建築関連機関へ幹事交代の挨拶回りに行きました。 

・ 7月下旬・・・役員会開催予定です。（本役員会後に具体的内容を決定。リモート「zoomを利用」

での開催を予定。） 

 

・ 今後の鹿児島地区会活動は未定です。 

 

 

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

                                   

5月 14日・・・第1回役員会  出席者 4名 

     宮崎地区会令和2年度総会について協議（委任状をとって少人数で開催） 

5月23日・・・宮崎地区会令和2年度総会  出席者(委任状を含) 13名 

宮崎地区会令和2度事業計画等を採択する。 

今後の予定として、令和3年2月迄に,計4回の研修会 

(沖縄研修を含)を行う予定にしている。 

 

1) 会員数の変更 

  2名の方が正会員に登録され,地区会会員数は19名。（高齢化が進んで、会員数が減少してい

る）  （今林支部長より）2名の新規会員を是非青年部会に入会頂ければ！ 

（→和田幹事より）宮崎地区会の青年部会には既に入会済。 

 

2) その他 

耐震診断の判定会は年度内に2回実施されています(件数不明)。 
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熊 本 ---------------------------------------------------------------甲斐幹事 

 

・ ６月にメールでの地区総会を開催しました。 

１１月沖縄開催予定の構造デザイン発表会について「出席検討中だが、間違いなく開催され

るの」かという問い合わせがありました。 

・ 開催未定ですが、「中大規模木造の勉強会を少人数で出来ないか」という話が出ています。 

・ 開催未定ですが、「熊本城特別見学通路」について現場見学会及び構造の講演会等出来た

らという話が出ていますが、熊本城関係については見学会等難しいようで、まだアクショ

ンを起こしていない状況です。（今林支部長より）日本設計が監理しており、現在は通行

が出来る様になっています（通行料500円）。 

・ 今年熊本で「くまもと型伝統工法を用いた木造建築物設計指針・同解説」P382が作成され

ました。木造仕様規定の筋かいでなく、簡易な限界耐力計算を元にした木構造の設計指針

です。熊本県内物件のみですが、構造適判で申請可能です。事務局に案内チラシを預けて

いますので、次回８月２６日の講習会に間みあうと思いますので興味ある方は受講してく

ださい。（コロナ感染者数増加のため、26日開催は難しいかも？） 

 ・診断について去年１年間の件数は ３７件でした。 

 ・構造適判について去年１年間の件数は ３０５件でした。 

 ・地区会会員について会員が１名増えました。また福岡移動で１名減りました。 

   ・今回の水害関係について、熊本では人吉、葦北方面で甚大な被害が出ていますが、確認したと

ころ熊本地区会員で直接被害を受けた人はいない模様です。 

 

今後の勉強会、講演会についてはコロナ関係で予定がたてられない状況で時期を見て開催出

来ればという感じです。 

 

 

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

 

【完了行事】 

令和2年7月8日 地区役員・理事会 

時間 18：10～19:50 会場  コンパルホール 301 会議室 

出席者 11名 

・大分地区会のＨＰ開設状況報告 掲載事項について協議 

・総会における質問事項について協議 

・常設委員会企画、例会企画について協議 

・沖縄構造デザイン発表会について協議   

・大分県建築設計5団体協議会（仮称） について協議 

 ・協力会： 継続案内をする 

 

【今後の予定】 

7月29日（水）大分県建築設計5団体協議会（仮称） 

 日時 7月29日（水）午後2時～3時30分 

 場所 ｺﾝﾊﾟﾙﾎｰﾙ 304会議室 

 内容 建築設計に係る課題への取り組み 
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9月16日（水） 第２回定例会 

時間 会場 コンパルホール300会議室 

内容  既製品鉄骨柱脚の勉強会講習会 （鉄骨部会） 

 同日 講習会「鉄骨構造 設計・施工の効率化」 

 時間 16：00～17：50 

    18：30～20：00 懇親会 予定（新型コロナの影響により未定） 

（80名収容可能会場で40名maxでの参加人数予定） 

 

10月 7日（水） 第３回役員・理事会 

  

11月 13日（金） JSCA九州支部拡大役員会 

         構造ﾃﾞｻﾞｲﾝ発表会2020沖縄 

 

12月 9日（水） 第３回定例会 

同日 会員を講師とした講習会、及び 忘年会 

時間 会場 未定 

内容  木質系部会から「木造の構造設計を始めてみよう」 

 

1月14日（水） 第４回役員会  次年度事業計画案 計画 

 

3月10日（水） 第４回定例会  次年度事業計画案 確認 
 

 

長 崎 ---------------------------------------------------------------平川幹事 

 

・６月２６日（金） 第23回長崎地区 総会を開催しました。（16名参加。換気等の対策徹底。） 

     

    議題：活動および収支報告 

    場所：長崎市民会館 

    時間：15：30～16：30 

 

・８月２１日（金） 第１回 例会開催 予定 

    議題： 構造設計標準仕様書 作成 

 （長崎県の独自でまとめており、完成までもっていきたい。） 

    （→今林支部長より）出来上がったものを是非紹介して頂きたい。 

  

今後の予定 

  ・構造設計標準仕様書の作成 

  ・長崎県建築鉄骨研究会との連携及び共同開催 

  ・長崎県鉄構工業会との意見交換会 
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佐 賀 ---------------------------------------------------------------金子幹事 

                               （代読：向井事務局） 

・5 月13日・・・ 地区総会（書面による報告） 

 （今林支部長より）「書面による報告」とは、メールか何かで確認をとったのか？ 

 （→向井事務局より）集まらずに会員へ報告をしました。 

・8 月21日・・・ 格子母屋工法（九州第一工業㈱）工場見学会予定（7月30日に中止決定） 

・11月  ・・・ 佐賀県鉄鋼鋼業会青年部合同勉強会（今のところ開催の方向。どの様な形式かは今

から詰めていく。） 

・12月  ・・・ 地区例会（忘年会） 

 

 

  ・診断については、…… 0棟 （6月末）：今後15棟程の予定 

  ・適判については、…… 31棟 （建設技術支援機構15棟、建築構造ｾﾝﾀｰ 16棟）（4月～6月末） 

 

 

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

 

R2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 2年 5月22日（金）～同月31日(日) 九州支部 総会（書面決議） 

 

  地区  R 2年 7月10日（金） 第1回例会 （3名で開催） 

                    場所 ： 割烹はまだ 時間 19:00～21:00 

                    内容 ： 今年度の北九州地区会の活動方針について 

 

  地区  R 2年 8月7日（金） 北九州市行政連絡会議(北九州建築六団体で参加)：各会1名参加 

                    場所 ： 市役所内 時間 未定 

                    参加 ： JSCA 北九州地区会より 牛尾 

 

  地区  R 2年 11月 6日（金） 北九州市の産学官が連携した第11回建築構造系講演会 

                     講演会： 場所  西日本工業大学(小倉ｷｬﾝﾊﾟｽ) 

                          時間  13:00から17:30  

                          内容  内容未定(Web配信)：相談中 

 

  支部  R 2年 11月 12日(木)・13日(金)  第2回役員会(沖縄)､及び､構造ﾃﾞｻﾞｲﾝ発表会in沖縄 

                         場所   

                         時間   

 

  地区  R 3年 1月 7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 
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７． その他 

・支部長会議（6/3）、本部理事会・総会（6/22）報告 （今林支部長より） 

0603 理事会資料（抜粋）  →資料添付省略 

200603 理事会議事録（確定 2）  →添付資料省略 

本部開催スキルアップセミナー中止のお知らせ （→支部も中止が望ましい） →添付資料省略 

 

 

・第2回役員会（沖縄）及び構造デザイン発表会in沖縄について （今林支部長・重松副支部長より） 

 

構造デザイン発表会2020沖縄について（重松） 

 

７月２８日の本部ＷＧにて議論し、来年度以降に延期することに決定した。 

今後、会長会議・運営会議に報告して正式決定する。 

沖縄で実施することには変わりない。 

WG は引き続き行い、いつに延期するのか、発表申込があった作品をどう扱うのかなど、

今後議論していく予定。 

 

・ １月１０日、２月２６日、３月２４日、４月２８日、５月２８日、６月３０日、７月２８日 

 ・・・本部ＷＧとＷｅｂ会議（重松、安達、沖縄地区で参加）以後月1回予定 

 

・ １月１６日、２月１２日、３月４日、４月２日、４月３０日、６月４日、７月２日 

 ・・・支部ワーキングチーム会議（福岡⇔沖縄Ｗｅｂ）次回８月４日予定 

 

・ 発表申込者数が過去最多の120名、申し込み後の辞退者を除き110名が発表予定。 

 

・ 賛助会協賛として、展示ブースの設置と発表会冊子への広告掲載を実施予定。 

現在、展示ブース20社、広告掲載30社ほど申し込みあり。 

 

第 2 回役員会 会場他に関して 

  会場：沖縄県体協スポーツ会館 会議室 

       すでに沖縄地区会で使用料振込済。施設使用料￥6,630（＋￥55（振込料）＝￥6,685）。 

       人気会場のため事前に予約（施設使用料振込）しました。 

       追加（料金）があるとすれば、当日マイクなどの追加の備品使用料程度では？ 

       キャンセル料については不明。（4 月総会の際には前日キャンセルで使用料返金） 

  講演会 琉球歴史講話の賀数仁然氏のキャンセルについて 

       講演会開催可否についての連絡が 9 月上旬であれば、「新型コロナウイルス感染症による影

響」もあることを考慮して、キャンセル料金は発生しないとの連絡有。 

  懇親会会場のキャンセルについて 

       事前に連絡すれば、キャンセル可能 

 

（今林支部長より）第 2 回役員会について、開催場所を沖縄にするかどうかについて意見を伺いたい。 

           第 2 回役員会の開催場所を是非とも沖縄でという状況でもないと思われる。 

                             ↓ 

（大分地区会山本幹事より）第 2 回役員会の沖縄開催中止、構造デザイン発表会 in 沖縄の開催延期

の件、了解しました。この方向で OK だと思います。 

（沖縄地区会小波津幹事より）第 2 回役員会の沖縄開催中止、構造デザイン発表会 in 沖縄の開催延

期の件、賛成です。沖縄知事から緊急事態宣言が発令されるということの

様です。（県外からの渡航禁止） 
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（沖縄地区会新川事務局より）懇親会に力を入れて計画しているところでしたので、無理に当初の計画

で推し進めて会自体が中止になると大変残念ですので、延期の案に賛成

です。 

（鹿児島地区会白坂幹事より）宿泊の段取り（予約）も、まだ具体的に動いてはいないので、中止（延

期）に関して、問題有りません。 

                             ↓ 

11 月 12 日（木）or13 日（金）の第 2 回役員会をどの様な形式で開催するか？⇒今回の役員会と同じ様な

形で開催することになるかもしれない。（今後詰めていきます。） 

 

 

・withコロナにおける活動（講演会、勉強会、見学会等のやり方）  （自由討論） 

（宮﨑部会長より）会場によってはコロナ感染対策の細かな規定が無い場所もある様だが、感染者が増

加している現状を考えると危険が大きいと思われる。 

（原幹事より）会員を含めて業務に支障が生じていないかどうかが気になっている。また今後支障が生

じる可能性も十分に考えられる（ホテル等の計画が中止になるという話も聞いている）。会

員の中での意見交換の場を作れたら良いのではないかと思う。 

（福田委員長より）Slack という SNS を利用した意見交換が出来るツールがある様です。 

（西村副部会長）作業見学会を Teams で行う計画を立てています。現場でカメラをもって映像を送りな

がら解説を行う形式。実際に実務の方で、海外の製品検査・配筋検査をリモートで行

っており、この経験を情報提供出来ればと考えています。コロナ渦でも活動を切らず

に続けて行ければと思います（来年の夏頃から順次開催出来れば！）。 

 

 

・地区会開催イベント補助（10万円）について 

   〇年間総額10万円を上限に地区会イベント補助費として予算化している。 

    行政・市民及び他団体との交流促進に有益な行事であること。 

    （今年は沖縄地区会と北九州地区会より補助の希望があるが、対象イベントの状況はどうか？） 

   〇来年度配分は第3回役員会（3月）までに要望を整理した上で決定する。 

   〇役員会後に佐賀地区会より提案有り。「来年度繰越可能か？」 

      → 決算の考え方含めて、今後三役にて前向きに検討。 

 

 

・講習会補助（住宅センター・九州住宅保証）と研修会等支援制度について（事務局） 

    6月 17日（水）に建築住宅センターの荒木様より下記制度の紹介があった。 

 →添付資料省略 

 

 

・デザイン発表会ワーキングチーム（重松様より） 

・ ５月２２日（金）・・・「JSCA 九州 構造デザイン発表会2020」は中止 

・ 今後、Web版 JSCA 九州 構造デザイン発表会が実施できないか検討中 

   （今林支部長より）守秘義務等を考えると、Web等を用いた開催手法は十分に注意が必要。 

 

 

・九州沖縄ブロック協議会について（今林支部長より） 

 →添付資料省略 

    福岡県からは、今林支部長＋恵藤事務局長の2名の参加で考えている。 
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・JSCA九州支部名刺の取り扱いについて（事務局より） 

現在皆様に配布させて頂いているJSCA九州支部の名刺に関しましては、名前の下に共通して福岡の

事務局の住所や電話番号を記載しており、以前より地区会の方からこの部分を各地区会事務局の内容

に変更できないかとの相談が上がっておりました。これに対しての回答としては、JSCA九州支部の

名刺であることから、代表となる福岡の事務局の内容を記載したものを皆様に配布する様にさせて頂

きたいとお伝えしてきました。但し、各地区での活動において、各地区会事務局の住所にした方が都

合良い（面倒くさい説明が省ける）ということは当然あると思いますので、必要な方には名刺のデー

タをお渡ししますので、各自でそのデータを編集して出力して頂く様にお願いしたいと思います。こ

の名刺の編集や出力に使用する用紙の情報は下記の通りです。 

   使用するソフト：ウェブの無料ソフト「ラベル屋さん.com」 

     http://www.labelyasan.com/ 
このウェブの最初の画面を下にスクロールして頂き、「さっそく、はじめましょう。」と記

載されたバナーの右下の「＞旧バージョンをご利用の方はこちら」をクリックして頂き、

「ラベル屋さん TMソフト 9 ダウンロード版」をダウンロードして頂き、ソフトを立ち上げて

名刺データを読み込んで編集及び出力して下さい。 

 

   使用する用紙：A-ONE 白無地厚口タイプ  品番51605 

 

今年は名刺の必要な方へのお尋ねが出来ておりませんでしたので、名刺が不足されている方は必要

枚数を恵藤の方までお知らせ下さい。 

 

 

・福岡建築倶楽部ゴルフコンペについて（事務局より） 

「第28回福岡建築倶楽部ゴルフコンペ」を開催することに決定しました。会場となる福岡雷山ゴル

フ倶楽部（担当：太田氏）に近況を確認したところ、 

 ・5～6月にかけては大規模なコンペはお断りしている（4～5組程度はOK）が、今後徐々に規模

を戻していく予定。（9月頃にはかなり通常に戻るのではないかと予測） 

 ・検温・消毒・マスク着用を徹底し、プレー間隔を空けて実施している。 

 ・昼食は限定メニューとし、テーブルを18→10デーブルに減らし、接触を出来る限り避ける様に

している。（状況を見てメニューは増やしていく予定） 

 ・状況が改善されていけば、通常営業通りの内容に段階的に戻していく予定。（但し、検温・消

毒・マスク着用は継続していく） 

とのことで、withコロナという流れからも、十分に対応を施しながら、参加者へのご協力もお願い

することで、開催の方向で福岡建築倶楽部の各団体事務局に連絡いたしました。同時に要望や意見も

募集しましたが、開催の見合わせ要求等の意見はありませんでした。既に各団体事務局へはゴルフコ

ンペの案内を配信し、各団体事務局から会員及び賛助会会員へ案内配信を行ってもらっています。 

今年はJSCA九州支部が幹事担当です。近年、JSCA九州支部からは正会員の参加が少なく（昨年は

参加者なし）、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。 

    →役員会後、三役で開催の是非を話し合った結果、本年度の開催は適切ではないとの結論に達し、

8月5日に開催中止（延期）の案内を福岡建築倶楽部の他団体事務局に配信し、各会員へ連絡し

てもらった。 

 

  第 28回福岡県建築倶楽部ゴルフコンペ案内  →添付資料省略 
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・役員会スケジュールと開催方法について（事務局より） 

  ・第2回役員会（福岡）2020年 11月 13日（金）予定 現地集合＋Web参加型開催（15：30～） 

             福岡にて開催で決定。形式（Web等）は今後検討。 

  ・第3回役員会（福岡）2021年 3月12日（金）？予定  

現地集合型開催or地区会リモート参加型開催 

  ・総会（タカクラホテル）2021年5月21日（金）仮予約済  例年通りの開催を予定 

 

 

・講習会等のCPD申請及び構造士シールの申請に関して（事務局 恵藤より） 

  （次ページからの資料参照） 

新任の方を含めて再度確認の意味で、CPD申請及び構造士シール申請の書類サンプルを次ページか

ら添付。記載内容で間違いの多い部分に関して再度説明。 

       →添付資料省略 

 

 

 最後に皆様からの自由意見 

  （浅田幹事より）近況では仕事の方も出勤が増えてきましたが、やはりコロナは怖いです。Teamsでの会議

は良いと思います。 

  （熊本地区会谷口様より）木造指針の熊本版作成に携わっています。熊本の木造住宅は在来軸組工法が90％

を占めており、簡易の構造計算のものが普及しています。これに対し熊本限定の

形で簡単な構造計算で設計が出来る様に作成ました。8月26日の講習会の参加、

お願いします。 

  （北九州地区会松岡事務局より）コロナの影響が業務の方にも出てきている状況です。 

  （鹿児島地区会本坊事務局）今回、Web会議に初めて参加しました。 

  （江口事務局員）コロナの影響が業務の方にも出てきている状況の中で、JSCAとしての盛り上げ方をどうし

て行くべきかが気になっています。 

  （長崎地区会池田事務局）前任の平川様から事務局を交代し、新たに事務局の業務を進めて行こうとしてい

るところです。 
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