
 

JSCA 九州支部 令和２年度 第 2 回役員会議・議事録（2020・1113） 

          

日  時 2020 年 11 月 13 日（金）役員会 15:30～17:30   

場 所 

TKP 博多駅前シティセンター 8 階 カンファレンス 5 

住所：福岡県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  092-433-6299 

 

 

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、石井、川崎                            各幹事（現地出席）    3 名 

小林                                    各幹事（Web 参加）    1 名 

都筑、上野、井手、安達                各委員長・部会長（現地出席）     4 名 

木村、宮﨑、奥野、松田、福田            各委員長・部会長（Web 参加）     5 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、金子、平川、甲斐、山本、和田、白坂、小波津           各地区幹事   8 名 

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

 

原                                       各顧問（Web 参加） 1 名 

九州支部事務局 恵藤、江口、横山、久保田                （現地出席）      4 名 

 

計（現地出席）   14 名  

（Web 参加）   22 名 

 

 

 

 

 

 

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．前回役員会以降の事業報告（事務局） 

4．事務局・委員会報告（状況報告・意見他） 

5．地区会報告と事業計画（状況報告・意見他） 

6. その他  

  デザイン発表会ワーキングチームより（重松副支部長） 

  九州沖縄ブロック評議会について（今林支部長） 

  外部からのJSCA九州支部への相談・依頼の対応について（自由討議） 

  役員会スケジュール 

予算の繰越の件（事務局） 

  withコロナにおける活動（自由討論） 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(議 事) 

     

    

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。 

新型コロナウイルス感染症の影響をもろに受けている令和2年度も残り少なくなってきています。 

前回の役員会では皆様と様々な意見交換をすることができました。その後、少しずつではありますが活動への

試みが始まって来ており、心強くそしてありがたく思っております。 

・10/23には、応答制御部会による免震・制振による超高層建物現場Web見学会が実施されました。後ほど上野

部会長から報告あると思いますが、この先駆的な取組みは今後の参考にもなると思います。 

10/28には、第1回オンライン構造展が行われました。コロナ禍の今年度にあってもご協力頂いている賛助会

の皆様との有意義な企画であり、今後も続けて行ければと思います。 

また、鉄筋コンクリート系部会でも12月に講習会を企画しており、その他の部会・委員会・地区会において

も活動への準備がなされつつあるかも知れません。誠にありがとうございます。 

・本日の役員会におきましても、皆様からの自由な忌憚ない意見や悩み、そして活動の報告など意見交換できる

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

   ・（技術委員会より）WEB講習会の場合、会場で得られる情報やオフレコの話題などが出来ない。 

   ・（応答制御設計部会より）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にだしても問題のない様に調整をお願いします。 

   ・（基礎地盤系部会より）「建築基礎設計の実技講習会」について、例年講師を東京から及びしているが、

現状では呼びにくい（別の講師を現在探している）。Webにすると、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より）「配筋標準図勉強会」は2～3月の開催となるのではないか。 

   ・（鉄筋コンクリート系部会より）「鉄筋継手の超音波探傷試験勉強会」について、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。 

   ・（鉄筋コンクリート系部会より）現場見学会について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。 

   ・（鉄骨系部会より）「外観検査・超音波探傷検査講習会（案）」を計画中であるが、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開催をイメージ。 

   ・（木質系部会・今林支部長より）五重塔講習会（開催予定）に関して、記録という形で何かに残してお

いてもらいたい。 

   ・（木質系部会より）感染症対策のガイドラインの中で、参加者全員の連絡表を作成する必要があるが、

これは保健所に感染ルート特定の資料として提出するためのもの。 

   ・（特殊構法部会より）地区会単独開催でなく、本部部会で講習会等開催を九州支部にWeb配信出来ない

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。 

   ・（特殊構法部会より）PC建設業協会では、YouTubeLiveによるWeb配信がされ、制限をかけずに自由な

参加で開催された。また、毎年参加人数は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。 

   ・（耐震改修部会より）「伝統構法による木造五重塔の設計」講習会が今年3月開催の予定だったが延期

となっており、今年度中には開催したい。 

   ・（耐震改修部会より）「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。 

     →（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。



 

   ・（なでしこ会・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、開催に向け意見を募りたい。 

   ・（沖縄地区会より）デザイン発表会の会場の Wifi 電波状況の確認をコンベンションセンターで行った。 

   ・（鹿児島地区会より）7月下旬に役員会開催予定で、福岡での役員会後に具体的内容を決定する。リモ

ート「Zoomを利用」での開催を予定。 

   ・（宮崎地区会より）宮崎地区会令和2年度総会は、委任状を採って少人数で開催。 

   ・（宮崎地区会より）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

青年部会に勧誘してみては？ →（和田幹事より）宮崎地区会の青年部会には既に入会済。 

   ・（熊本地区会・今林支部長より）「熊本城特別見学通路」は日本設計が監理しておりまして、現在は通

行が出来る様になっています（通行料500円）。 

   ・（熊本地区会より）「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」の講習会に関して、

8月26日の開催はコロナ感染者数増加のため開催が難しいかも。 

   ・（大分地区会より）9月16日開催予定の第2回定例会は、80名収容可能会場で40名maxでの参加人数

予定。 

   ・（長崎地区会より）6月26日開催の第23回長崎地区総会には16名が参加し、換気塔の対策を徹底して

行われた。 

   ・（長崎地区会より）「構造設計標準仕様書」を長崎県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。 

   ・（佐賀地区会・今林支部長より）地区総会における「書面による報告」とは、メールか何かで確認をと

ったのでしょうか？ →（向井事務局より）集まらずに会員へ報告しました。 

   ・（佐賀地区会より）8月21日開催予定の「格子母屋工法工場見学会」は7月30日に中止を決定。 

   ・（佐賀地区会より）佐賀県鉄鋼鋼業会青年部合同勉強会を開催予定。どの様な形式かは今後詰めていく。 

   ・（佐賀地区会より）診断件数に関しては6月以降15棟程の予定。 

   ・（北九州地区会より）7月10日の第1回例会は3名で開催。 

   ・（北九州地区会より）8月7日の北九州市行政連絡会議（北九州建築六団体）には、各会1名参加。 

   ・（北九州地区会より）11月6日の「北九州市の産学官が連携した第11回建築構造系講演会」の内容は

まだ未定でWeb配信にするかどうかを含めて相談中。 

   ・（本部スキルアップセミナー中止のお知らせに関して）支部も中止が望ましい。 

   ・（第2回役員会 会場他に関して）各県全て沖縄での開催中止（延期）で意見が一致。第2回役員会は

福岡で開催とする。 

   ・（withコロナにおける活動に関して） 

     （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！）。 

   ・（地区会交付金に関して）役員会後に佐賀地区会より提案あり。「来年度繰越可能か？」  

→（三役より）決算の考え方を含めて、今後三役にて前向きに検討。 

   ・（デザイン発表会ワーキングチーム・今林支部長より）Web 版構造デザイン発表会という形式に対して、

守秘義務等を考えると、Web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関して）福岡からは、今林支部長＋恵藤事務局長の2名の参加予定。 



   ・（福岡建築倶楽部ゴルフコンペに関して）。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2回役員会開催日等に関して）福岡にて開催で決定。形式（Web等）は今後検討。 

 

 

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)  

    0807 鋼構造部会・サブネットワーク定例会   5名 

    0824 令和2年度第1回福岡県建築鉄骨協議会  6名 

    1005 2020年第5回九州設計4団体懇談会    2名 

 

.九州支部 

0915 九州支部三役・事務局会議（Web会議）  6名 

1009 JSCA九州支部決算中間報告準備会議    2名 

1013 事務局会議（Web会議）         5名 

 

.技術委員会活動 

「4.事務局・委員会報告」にて各自報告 

  

.地区会活動 

「5.地区会報告と事業計画」にて各自報告 

 

 

4. 事務局・委員会報告 

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

・今年度第2回目の役員会です。この形式が一般化しつつありますが、今回も現地集合＋Web参加型の開催

となります。皆様には色々とご不便をおかけいたしますが、ご協力お願いいたします。 

・少しずつではありますが、規模を縮小した催し物の開催や、上限を決めた人数の中での観戦、オンラインで

のコンサート等の視聴といった動きが、各方面から聞かれる様になりました。まだまだ予断を許さない状況で

はありますが、JSCA九州支部の方でも、Webを利用した講習会等の動きが出てきております。今回の役員

会で、前例となるこれらの活動に関する報告や、皆様からのご質問やご意見を挙げて頂き、今後の活動にさ

らなる弾みをつける話し合いが出来ればと思います。 

・講習会以外に関することでも、この状況下でのお困り事や、日頃感じている事等をどしどしご発言下さい。前

回の役員会でも「自由討論」の時間を設けておりましたが、十分な時間が確保出来ず、消化不良の感が拭

えませんでしたので、引き続き今回もこの時間を設けております。 

・前回の役員会でもお伝えしておりましたが、8月より新井さんから久保田さんへ事務局の担当業務を引き継

いで頂くことになりました。10月一杯までは、（私の都合で）事務局会議が開催出来なかったこともあり、恵藤

の方で業務を引き受けていましたが、10月13日に事務局会議（Web会議）を開き、業務伝達が終了しました

ので、今後はCPD・構造士シール等の業務（窓口）は久保田さんに対応して頂きます。皆様よろしくお願い

いたします。 

・例年開催されておりました「JSCA建築構造士試験」や「スキルアップセミナー」は、今年は中止（開催なし）と

なりました（JSCA本部よりの連絡なし）。また「2021年福岡県建築倶楽部 新年の集い」に関しても、例年の

規模での開催は見合わせるとの方針で話は進んでいる様ですが、開催の有無を含めて、まだ具体的な内

容は知らせされていないという状況です。（「2021年福岡建築倶楽部 新年の集い」は正式に中止とな

りました。） 

 

 



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

・ 九州支部会員について 

現在 388名（正会員：367名 学術会員：12名 一般会員：9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。 

11 月に九州化成工業㈱様が入会。 
  賛助会の増強について、今後も推薦をお願いします。 

 

 

技術委員会-----------------------------------------------------------吉村委員長 

 

① 活動報告（2020年8月～10月） 

10月7日 本部技術委員会にTeams会議にて参加 

10月21日 第４回技術委員会資料を九州支部役員に送付 

 

② 本部技術委員会予定 

第５回：2020年 12月9日（水）17:30～ 

第６回：2021年2月3日（水）17:30～ 

 

③ 10月 9日に応答制御部会主催で開催した「最新免震・制振技術を用いた超高層建物の設計ＷＥＢ講習

会・見学会」について。 

WEB(Teams)利用、参加料の徴収・徴収方法、WEB利用の長所を生かした構成、CPD・構造士シール発行

の要領、機密保持誓約書締結によるセキュリティ対策など今後の講習会、見学会の指標になるものだ

と思っています。（詳しくは応答制御部会の報告参照） 

これまでの九州支部の活動は、九州内・各地区内に限定されたものが多かったと思います。WEB利用

のため地方の距離が無くなることにより、「九州で行っている良い活動が、より効果的に情報発信で

きるのでは」と可能性を感じました。 

JSCA本部技術委員会でも、今回の会の成果を報告します。 

 

④ ＢＩＭについて 

福岡建築倶楽部ＢＩＭ推進協議会設立・システム部会開催に伴い九州支部に対応する部会・委員会設

立を提案します。現在、今林支部長を始めとする三役、上野技術委員会副委員長、奥野耐震改修部会

部会長、吉村技術委員会委員長などで人員を含め構成を検討中。 

参加できる方を募集します。JSCAの非会員にも参加を呼び掛ける予定です。（青年部会、なでしこ会

と同様な対処） 

 

⑤ 鉄骨ファブ（鉄構工業協会など）と構造技術者の交流の場を設ける。 

講習会の開催 

JSCA九州のホームページに「このおさまりに注意」のようなコーナーを設け、悪い事例、改善策など

の事例を載せる。 

 

⑥ 若手構造技術者の技術相談を受ける窓口の設置 

JSCA九州ホームページに会員専用ページを設け、「よろず相談窓口」のようなコーナーを作る。 

会員のみが利用できることで、会員増にも寄与できないか。 

 

 

 

 



⑦ 本部技術委員会のサーバー【JSCA２】の利用 

本部技術委員会ではJSCA２サーバーを用いて情報共有しています。支部技術委員会でも利用できるの

で利用しましょう。利用方法は技術委員会各部会長、副部会長にメールします。 

本サーバーは、技術委員会限定のサーバーになります（吉村委員長はアクセス可能）。九州支部では、

技術委員会以外の地区会も含めた他の会も活発に活動しており、本部とは状況が異なると思っていま

す。そこで、役員の皆が利用でき、情報共有できる【JSCA九州サーバー】設置の可能性がありません

でしょうか。費用はかかると思いますが、あると便利だと思います。 

 →Ans.JSCA九州支部で新たにパソコンを購入し、Microsoft365をサブスクリプションで契約しま

したので、その中のサービス内容で利用出来そうなものがないかどうかを調べてみます。（事務

局より） 

 

 

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

 

・ 前回報告から具体的な活動はなし。ただし以前予定していたJSCA本部技術委員会プログラム部会の

協力による構造計算プログラム特性比較の講習会は開催形式を問わずご協力頂ける旨を確認してい

るので今後詳細を詰める予定。 

    

既に他部会でのオンライン見学会等が企画されています。図々しいお願いですが、オンライン開催に

ついてのノウハウ資料がありましたら参照させて頂きたいです。また、オンラインではない会場開催の

講習会がアリなのかナシなのか、どういった条件ならアリなのかを確認したいです。 

 

 

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 WEB参加人数？ 

 

３．見学会、技術交流会 

＜実施済＞ 

・現場見学会：「最新免震・制震技術を用いた超高層建物の設計」WEB講習会・見学会 

        協力 竹中工務店 九州支店 

1.日 程 2020年 10月 23日（金）15：00～17：30 

2.場 所 福岡市 アイランドシティ 香椎照葉７丁目計画 

     高さ147ｍ、地上44階、基礎免震・地上制振、17階施工中 

3.参加費 1,000円/人予定 支払方法（PassMarket） 

4.概 要 参加者84名（福岡47名沖縄3名鹿児島3名熊本3名長崎3名関東22名関西2名 

中部1名） 

     部会メンバーのみ現地対応し、WEB配信にて実施 

     Teamsによる配信 秘密保持誓約書あり 建築CPD対象 構造士シール対象 

 

 



 （開催後の印象） 

  ・福岡以外の地区からでも視聴可能で、誰でも参加できるのはかなりメリットが大きい。 

  ・主催者側の準備や手間はかなり大きかった。回数を重ねていけば、簡素化は十分可能と思われる。 

 

＜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 

 

 

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

 

・ 前回役員会以降、特に活動しておりません。 

・ 個人的には、「既存杭の撤去」についての事例、手法などについて情報収集し、ある程度まとまっ

たら詳しい人を招いて勉強会をしたいと考えています（オンラインならいつでも情報収集、会の開

催が出来そう）。興味深情報をお持ちの方がいましたら、是非ご一報願います。 

・ コロナ禍における活動のアイデアとして、賛助会様よりPR動画を提供してもらい、それをJSCA九

州のホームページに掲載し、ある期間視聴出来る様にするという方法はいかがでしょうか。 

→Ans.広報部会の福田委員長に、その辺の環境整備が可能であるか少し探ってもらう様にお願いし

ます。（今林支部長より） 

 

 

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

・講習会等開催に向けての状況報告 

・ 12月 3日 ・・・鉄筋継手の超音波探傷試験勉強会（11月初旬には案内配布予定） 

共催  ：西日本圧接業協同組合 

参加人員：２０名程度（現時点で5名ほど。再度案内を配信） 

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。 

・ 日程再検討（3回程度）・・・配筋標準図勉強会を開催 

  （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  ：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。 

・ 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。 

・withコロナにおける活動に対するご意見等 

・オンラインでの講習会・勉強会を行うにあたり、ガイドラインを作成してもらえないでしょうか。 

  ・使用ツールは何にする？運用は？ 

・参加費はどうする？ 

     ・建築CPDの取り扱はどうなる？（参加者の確認方法や受講時の着席確認） 



 

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。 

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。 

開催時期は未定。 

・「鉄骨ファブリケーターとの意見交換会（案）」を計画中。 

鉄骨ファブ（施工サイド）から見た詳細納まりの考え方（設計図との差異？）などの意見交換を予定。 

ｗｅｂ形式での会議も検討していく。製作側と設計者側で考えの違いのある部分に関しての討論が出

来れば！ 

 

・今年度はほぼ活動できていない。 

ｗｅｂ形式での開催も検討していきたい。 

 

 

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

 

・ 11月下旬ごろにメーカー（九州化成工業：入会済）から現場見学会（12/1大川市）をJSCA主催で

開いて頂けないかと問い合わせを頂いた。役員の方だけでも是非参加いただきたい。→11/14に案内

を配信済。賛助会員ではないため、JSCA主催で行うことは難しい旨をご理解頂いた。 

・ 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。 

・ 木造のメーカーでオンライン構造展に参加する方向で考えている。 

 

 

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

 

コロナ禍で活動自粛中、11月にweb部会開催予定。 

コラボ講習会を開催できないか、本部PC分科会と情報交換を行っている。 

本部PC分科会では、RC系部会合同で現場見学会を極小人数に絞って計画中。 

 

 

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

 

・耐震診断業務受託可能事務所として JSCA 九州 HP への掲載依頼（2 社）があった。 
・耐震診断に関する相談について昨年度は 3 件あったが今年度は 0 件の状態である。 
・昨年度末に開催予定であった「伝統構法による五重塔の構造設計」の講習会が未開催のまま今に至っ

ておりますが、コロナがある程度終息した段階で開催したいと考えています。準備は出来ており、い

つでも開催可能。但し、Web での配信は不安要素が多く、今は考えていない。 
 

 

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

                               

・ １１～１２月に部会を開催予定。会場とWEBの同時開催を検討。 

・ Microsoft Forms によるWebアンケートを作成し、活動計画案などを募集予定。 

・ シニアアドバイザー部会との連携を模索中。 

 



 

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 

・ ＷＥＢミーティングを計画中（意見を収集中）ではあるが、実施時期未定 

 

 

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

                                      （代読 恵藤） 

 

・特になし 

 

 

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

                                                       

・ ９月 １日・・・今林支部長の“ Coffee break Talk. コロナ禍に想う...”記事をHPに掲載 

・ 今年度は地区会での役員会が行われませんでしたので、メール版（役員会号）は来年に持ち越しし

ました。 

・ 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46号（新春号） 

  （12月初旬に新春挨拶原稿依頼をメールします。可能ならば年内にもらえると助かります。新規役員

の方には参考文章をメールで配信します。） 

 

    （技術委員会吉村委員長より）「よろず相談窓口」を JSCA 九州ホームページに設置可能かどうか。

また会員専用ページとして設定が可能かを調べてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 



6．地区会報告と事業計画 

 

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

・ 9月 21日、来年の構造デザイン発表会開催予定日9月22日を受けて、意見交換会会場の「宜野湾市

トロピカルビーチ」にてビーチパーティーを開催、15 名程度の参加（夕日と月夜がきれいでした）。

JSCAロゴ刺繍入りのかりゆしウェア製作を模索中。 

・ 毎月1回（第二水曜日）の地区会定例会は現状Ｗｅｂ会議での開催（おもに構造デザイン発表会に

ついての議題） 

・ 12月上旬に忘年会の開催を調整中（Ｗｅｂ忘年会または今年は中止かもしれません。→開催決

定。） 

・ しばらくは、講習会の予定などは無し。 

 

 

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

・ 例年開催している鹿児島地区会8月例会は中止とし、地区会員へは活動内容をメールにて報告しま

した。 

・ 9月 11日・・・鹿児島県設計団体懇談会に白坂幹事と田島会計がWeb参加しました。 

・ 10月 2日・・・鹿児島地区会役員会をWeb開催しました。 

・ 10月 5日・・・九州設計4団体懇談会に白坂幹事が参加しました。 

・ 11月下旬・・・鹿児島地区会役員会を開催予定です。 

 

・ 鹿児島県鉄構工業会との交流事業は来年に延期になりました。 

・ 今後の鹿児島地区会活動は未定です。 

・ 今年度中にZoom等を利用した講習会・講演会を開催したい。（年明けに今林支部長に講義をお願い

したい） 

 

 

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

1）宮崎地区報告 

・ 9月18日・・・第1回宮崎県設計4団体による建築セミナー実行委員会 

             (幹事・事務局参加) 

・ 10月 2日・・・第2回宮崎県設計4団体による建築セミナー実行委員会  

(幹事WEB参加) 

・ 10月 5日・・・宮崎県担当の宮崎県設計4団体会議  

(幹事・事務局参加) 

・ 10月 15日・・・第2回宮崎地区会役員会 今後の事業計画について 

(幹事・事務局+3名参加) 

・ 11月 4日・・・第3回宮崎県設計4団体による建築セミナー実行委員会 

(事務局参加予定) 

・ 2月 5日・・・第3回宮崎県設計4団体による建築セミナー 

・ 年度末に鉄鋼工業会との共催事業を予定しているが企画は未定。 

 

2） 会員の増減 

・無 

 

3） その他 

・診断については年2回開催されています。 

・宮崎県にある地震観測所の報告会？に参加予定。 

 



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

                               （代読 谷口事務局） 

・ 来年１月に少人数での新年会が出来ないかと考えています。 

・ 地区会で講習会現場見学会等実施が出来ない状況なので、11月25、12月 17日ウェブ開催の「木造

軸組工法中大規模建築物の構造設計の手引き（許容応力度設計編）について地区会会員に参加を呼

び掛けています。（Webに慣れてもらう目的も含む） 

 ・このような時期なので活動についてはほとんど実施出来ない状況です。 

・ウェブ会議を開催したいのですが、まだ開催手順について不慣れなので数人で練習後実施をと考えて

いますが、まだいつ実施するか具体的に決まっていません。 

 

 

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

 

【完了行事】 

□令和2年7月29日 大分県建築設計5団体協議会 

時間 14：00～15:45 会場  コンパルホール 304 会議室 

出席者 18名 

・大分県建築設計5団体協議会発会の趣旨説明 

・出席者紹介・本会運用方法について協議 

・協議 （建築技術担い手養成について/災害時協力と取り組みについて） 

・大分県との意見交換   
□令和2年9月24日 九州設計4団体懇談会関連 大分県事前協議 

時間 13：30～15:00 会場  JCOMホルトホール 404 会議室 

出席者 14名 

・九州設計4団体災害ネットワーク設立準備のためのＷＧの発足について 

  各団体の意見を述べ、大分県の意見をまとめた 

□令和2年10月5日 九州設計4団体懇談会 

時間 14：00～17:00 会場  オンライン会議 

出席者 JSCA大分地区会3名、 

・九州設計4団体災害ネットワーク設立準備のためのＷＧの発足 

□令和2年9月16日 大分地区会鉄骨部会の講習会「鉄骨構造 設計・施工の効率化」が中止・延期に 

なり、開催予定は未定 

□令和2年10月7日 第３回役員・理事会は中止 

 

【今後の予定】 

□令和2年10月28日 JSCA九州支部「第1回オンライン構造展」に参加 

□令和2年10月30日 大分県避難路沿道建築物検討委員会にJSCA大分地区会幹事出席 

□令和2年12月9日（水） 第３回定例会 （コロナの影響を考慮しオンライン開催の可能性あり） 

時間 会場 未定 

尚、同日 会員を講師とした講習会、及び 忘年会は中止 

□令和3年1月14日（水） 第４回役員会  次年度事業計画案 計画 

□令和3年3月10日（水） 第４回定例会  次年度事業計画案 確認 

 

【意見】 

□コロナの影響により活動ができない状況にある。 



   →今年はSYO（ストラクチャ・ヤング・大分）の活動は何かありましたか。(今林支部長より) 

    Ans.コロナの影響で活動は止まっています。（山本幹事より） 

 

 

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

 

・ ８月２１日開催予定の例会が延期となり、現在 １１月６日 集まっての開催を予定。 

  

     今後については、いまのところ講習会等の予定はないのですが、 

講習会などを開催したいとの思いはあります。 

開催方法については、Ｗｅｂでの開催か，座席数を制限しての開催など、 

模索中です。 

     また、いまは焦らず我慢の時。という意見も出ていますので、 

     状況見据えながら考えたいと思います。 

     例年の鉄構工業会の集まりは中止となりました。 

   →そろそろ長崎構造展の時期ではないかと思いますが、何か動きはありますか。(今林支部長より) 

    Ans.来年が構造展開催の年ですが、まだ開催は未定です（模索中）。（平川幹事より） 

 

 

                                                                

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

 

佐賀地区 ------金子幹事  

・5 月13日・・・ 地区総会（メールによる書面報告） 

・9 月10日・・・ 有明粘土層における地盤置換工法（コロンブス）見学会 

・12月3日 ・・・ 佐賀県鉄鋼工業会青年部意見交換会（web形式にて開催予定） 

 

  ・診断については、…… 0棟 （10月末）→23日にWebで4棟行うことを確認 

  ・適判については、…… 62棟 （建設技術支援機構21棟、建築構造ｾﾝﾀｰ 41棟）（4月～10月末） 

 

 

【意見】 

コロナ禍において県内における見学会や勉強会は可能な限り、実施予定ですが、自粛している状況 

が続いています。したがって、今年度の活動費等もほぼ使用していない状況なので、今年度の限り 

来年度へ繰り越し、沖縄で開催予定のデザイン発表会時の渡航費補助や講習会に使用することはで 

きないのでしょうか？ 

 

 

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

 

北九州地区会   R 2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名参加） 

                 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 

 

  支部  R 2年 7月31日(金)  第1回役員会 

 

  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) 中止 

 

  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 中止 

 

  支部  R 2年 11月13日(金)  第2回役員会 

 

  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 

                  1月の後半にでも形式を変えて連絡会が出来ないかどうかを模索中 

                  （200名会場に30名程度の参加で出来ないかどうか・・・） 

 

  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 



７． その他 

① デザイン発表会ワーキングチームより（重松副支部長） 

[構造デザイン発表会in沖縄について] 

・日程について 

2020/11/13(金)から2021/9/22(水)＜秋分の日の前日＞に変更で決定。 

2年分近い発表申し込みがあることに対応するため、本部運営会議より1.5日もしくは2日開催も

検討するように指示されましたが、WGにて議論し1日開催とすることで決定、本部運営会議でも

承認された。 

前日の2021/9/21(火)にJSCA九州拡大役員会を実施予定。（場所の選定はこれから） 

・会場について 

これまでの予定通り、沖縄コンベンションセンターにて開催。 

コンベンション１日開催としたときの発表者キャパを確保するために、未使用だったＡ１室を借

りることで決定。ソーシャルディスタンスも含め提案し、運営会議にて承認されコンベンション

に追加申請済み。 

約一年後にこの状況が少しでも好転することを望みつつ、支部ＷＧも再始動していく予定。 

[第１回オンライン構造展について------安達、松田、重松] 

（第2回、第3回へと続くためのたたき台になった。） 

・9月上旬の準備段階から、賛助会様との打ち合わせも含めZoomを活用し４回ほど実施。 

企画⇒打合せ9/2⇒賛助案内9/上旬⇒賛助募集締切9/28⇒集計・調整⇒打合せ10/6 

⇒会員向け配信10/6⇒参加募集締切10/20⇒打合せ10/23⇒URL配布⇒開催10/28 

・10/28(水)14:00～16:15 

「第１回 オンライン構造展  新工法・新商品 編」として、Zoomを利用して実施。 

参加費無料。構造士シールとCPDは見送り。 

申込→50組、参加→46組、欠席→４組 でした。 

・全賛助会員様向けに募集、下記の４社より申し込みいただき、実施。 

会社名 工法名・商品名 

(株)NTTファシリティーズ総合研究所 SEIN FAMILY 

旭化成建材(株) ドーナツエイト 

(鉄骨H形鋼梁のウェブ貫通孔補強工法） 

J-DAIA（柱～杭接合方法） 

(株)構造システム 構造モデラ―+NBUS7 

九州第一工業(株) BCJ評定と新しい取り組み 

（斜格子母屋工法） 

・参加者には、Zoomの利用方法、注意事項を配布、大きな問題なく接続できたと思われる。 

・今後の有料講習を見据え、参加者は常時カメラON、申し込み時の名前を表示していただいた。 

 通信状況は良好だったと思われる。（環境に依存するとは思われる。） 

・質疑はチャットで受付、口頭で回答。 

・支部間交流として、中国支部、四国支部からも参加いただいた。 

・通信状況など今回のオンライン講習に関してアンケートを実施、今後に活かしたい。 

  アンケート結果は皆様に配信予定（メーカー様には了承済） 

・今後シリーズ化し、各部会に関連する賛助会様の商品や工法を交えながら、勉強会・講習会という

形での実施をご協力よろしくお願いします。 

 

     →賛助会様より学生向けにも展開してほしいとの要望有り。（大学の先生や学生がメーカー

（名）を知らない。このことは就職活動や会社説明会の場で、学生が寄り付かない原因の1つに

なっている。学生に名前を知ってもらう、さらには就職先の候補として認識してもらうというこ

とは、賛助会の裾野を広げる入口の1つになるのではないかと期待する）（事務局より） 

      Ans.今後録画したものを大学や会員へ配信していく事も考えている。ただ、話す内容が限定

的になったり、編集作業が必要となったりと、デメリットもあることから、慎重に進めて行きた

い（重松副支部長より） 



② 九州沖縄ブロック評議会について（今林支部長） 

    福岡建築倶楽部BIM推進協議会（11/17） 

    九州設計４団体災害ネットワークについて 

 

③ 外部からのJSCA九州支部への相談・依頼の対応について（自由討論） 

   マンションの管理組合の方や、住宅メーカー業者の方・建物オーナーの方から、建物の安全性

（耐震診断を含む）の問い合わせが事務局の方へ、月数回といったペースであります。この様な

問い合わせに対しては、表向きは原則として、JSCA という団体自体が非営利団体であることから、

個々の物件の相談や業務等の斡旋・JSCA会員の紹介等は一切行っていないという回答をしていま

す。これに加える形で、耐震診断関係の相談であれば、JSCA九州ホームページの耐震改修部会の

「相談申し込み用紙」や「耐震診断事務所リスト」の紹介、時間が許せば（恵藤）個人としての

アドバイスを行うことで、多少フォロしている状況です。また、事務局（恵藤）の方で、対応の

判断が出来ない様な相談に関しては、三役に相談し、後日回答という形を採ったこともあります。

JSCA（九州）としてのスタンスは、地区会の方も同様の対応でお願い出来ればと思います。 

   →（今林支部長より）地区会の方でも、同様の相談連絡があるかと思います。事務局の対応の仕

方と同様で基本的には良いと思いますが、内容によっては事務局の方に相談を挙げてもらって、

三役で対応（の仕方）を考えるといったことも十分に可能ですので、臨機応変に対応してもらえ

ればと思います。 

 

④ 予算の繰り越しの件（事務局） 

  JSCA本部事務局の方へ問い合わせを行ったところ、「本年度の交付金は来年度に繰り越しでOK。大

雑把に言えば、来年度は各支部共に2年分の交付金の収入となります。来年度積極的な活動をお願

いします。」との回答でした。 

   →繰越金は本部へ返金しなくてOKということでしょうか。また地区会の今期の余り分も持ち越し

で良いという認識でOKか（通常は地区会の余り分は九州支部へ一度返金してもらっている）。

（原幹事より） 

    Ans.今年は繰越金を本部へ返金する必要はありません。また地区会の余り分も今年に限つては九

州支部に返金する必要はありません。来年度の予算にプラスして活動費として使用して下さい。

但し、本年度の地区会交付申請書や領収書の提出は例年通り行う必要があります。（事務局回

答） 

 

⑤ WITHコロナにおける活動（自由討論） 

 ・オンラインによる講習会等開催ノウハウについて 

    九州支部のオフィスアカウントは各部会で使うことは問題ないでしょうか。本部のZoomは支部

も使用可の様です。（重松副支部長より）→Ans.講習会等で（新規）パソコンを使用する際には、

今まで通り各部会へ貸し出しを行う予定ですので、問題ないと考えています。（事務局より） 

    各地区での催しもWebで行いつつ、支部全体にも展開しても良いのでは。（積極的に取り入れ

てほしい） 

    WEB講習会・見学会に関しては、参加する側にはデメリットはほぼ無いと思います。 

    領収書の発行に関しては、ほとんどがメールでの送付でOKでした。 

    Teams のノウハウに関しては高山様、収支のノウハウに関しては三輪様に相談してもらえれば。 

    構造士シールは紙媒体ですので、今のWEB配信には向いていない。オンラインの講習会に関し

ては、PDF等のデータのやり取りでOKに出来ないか？→支部長会議で提案してみます。11/18支

部長会議で上げた。本部でも構造士シールの在り方を検討中とのこと。（今林支部長より） 

 

（RC系部会木村部会長より）事務手続き（集金やCPDの集計等）を一本化出来ないでしょうか？ 

 →Ans.集金は手続き手順等を作成し、これを蓄積していく事で簡略化が図れるかもしれません。

（応答制御設計部会上野部会長より） 

 



 

 ・JSCA九州サーバーの設置について 

    今後、HPにするかサーバーにするか具体的に考えていきたい。 

    クラウド、BOXの契約使用？であれば大容量対応になって使い勝手が良いのでは？ 

    HPに関しては、広報委員会の福田委員長に何が出来るか探ってもらう 

    サーバーに関しては、青年部会（安達部会長）・なでしこ会（松田部会長）に方向性を含め検

討をお願いしたい。 

 

⑥ 役員会スケジュール（事務局） 

    第３回役員会（福岡）2021年 3月19日（金） 

来年度 

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

     ・キャンセル料に関しては、実施日の90日前より取消料の対象となる。 

     ・通信環境に関して 

Wifiは会場内に飛んできていないので、ルーターを介してつなぐ方法となる。よって接

続人数が増えると速度は遅くなる（10～20名程度が限度では？）。有線LANも有り。ど

ちらも使用する場合は別途費用が生じる。最近多いのが医療系の会合で、双方向のやり

取りが出来る様な環境で行っているが、この環境整備のためには専門の業者を呼んで設

備を用意してもらっている（これも別途有料）。ホテル側に事前に相談すれば、状況に

応じた対応（プラン）を提案してもらえる。 

→11/13にタカクラホテル（担当：和田様）より連絡があり、来年2月1日から宴会場の使用

を一時休止するとのこと。休止期間が来年5月以降も続くと、タカクラホテルでの総会は出

来なくなるため、コロナの状況をにらみながら別会場を探す必要がある。（和田様の方から

は、随時状況を知らせてもらう様に手配済み） 

    第１回拡大役員会（沖縄）9/21火 

    第２回役員会（福岡）12月 

    第３回役員会（福岡）3月 

 


