
 

JSCA 九州支部 令和２年度 第 3 回役員会議・議事録（2021・0319） 

        

日  時 2021 年 3 月 19 日（金）役員会 15:30～17:30   

場 所 

TKP ガーデンシティ博多 5 階 九重 

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  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                                    各幹事（現地出席）    1 名 

石井（孝）、川崎、小林、浅田                     各幹事（Web 参加）    4 名 

都筑、井手、安達                    各委員長・部会長（現地出席）     3 名 

上野、木村、宮﨑、奥野、松田、福田（顕）     各委員長・部会長（Web 参加）     6 名 

福田（光）、西村、蓜島、池田（竜）、和泉、田原、荒木、石井（幹）、花城、春元 

         各副部会長（Web 参加）        10 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、本坊、新川                  各地区会事務局  6 名 

 

尾宮、原                                   各顧問（Web 参加） 2 名 

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

 赤枝                             （Web 参加）      1 名 

 

 

計（現地出席）   11 名  

（Web 参加）   37 名 

 

 

 

 

 

 

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 

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  

  令和2年度決算報告案、令和3年度予算案の承認（事務局） 

  令和3年度九州支部役員人事案の承認（事務局） 

  4月の技術委員会の開催方法について 

  令和3年度総会について 

  構造デザイン発表会2021沖縄について（重松副支部長） 

  九州構造デザイン発表会2021について（重松副支部長、安達WG副委員長） 

  令和3年度第1回役員会（拡大役員会）について（重松副支部長） 

  九州設計4団体災害ネットワークについて（松下副支部長） 

  JSCA九州支部震災マニュアル及び連絡簿の更新（事務局） 

  JSCAにおけるWebイベント開催マニュアル（今林支部長、吉村技術委員長） 

  Microsoft 365 Business Standardで何が出来る？（事務局） 

  令和3年度 役員会スケジュール 

地区会交付金の件（事務局） 

  withコロナにおける活動（自由討論） 
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(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。 

令和2年度最後の役員会となりました。困難の多かった1年間でしたが、Webの活用などにより新たな活動の

可能性も感じることができ、例年とは違った意味で意義のある令和2年度だったと思います。ありがとうござ

いました。 

 

・令和3年度からも引き続き今林が支部長をさせて頂くことになりますので、何卒よろしくお願いいたします。 

 本日の役員会の主な目的は、来年度からのJSCA九州の活動に向けて皆様と議論を深めることにあります。 

今年度決算・来年度予算について、来年度の体制について、来年度の活動について、など皆様のご意見を賜り

たく存じます。本日は拡大役員会的に副部会長様も可能な方に参加して頂いてますので、遠慮なくご発言くだ

さい。 

新しい体制については、来年度だけでなくこれからの将来を見据えた体制構築も目指しています。また、各部

会毎・各地区会毎だけでなく、複数のコラボレーションによる横断的な協力活動もあって良いと考えています。 

 

・JSCA九州の財産は、皆様による各委員会・部会そして各地区会にあります。今年もコロナが完全に収束するこ

とはしばらくなく、このような普通でない時にこそ普通でないことにチャレンジできる良いチャンスであると

とらえて、下を向かずに前を向いて皆で協力していければと考えています。 

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有意義な意見交

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

   ・（事務局より）「2021年福岡建築倶楽部 新年の集い」は正式に中止となった。 

   ・（技術委員会より）情報共有できる【JSCA九州サーバー】設置について、費用はかかると思うが、ある

と便利である。 

→（事務局より）JSCA九州支部で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。 

   ・（応答制御部会より）WEB講習会・見学会開催後の印象について、福岡以外の地区からも視聴可能で、

誰でも参加できるのはかなりのメリットになるということや、主催者側の準備や手間はかなり大きかっ

たが、回数を重ねていけば、簡素化は十分可能と感じられた。 

   ・（基礎地盤系部会より）勉強会に関して、オンラインならいつでも情報収集、会の開催が可能な印象で

ある。 

   ・（基礎地盤系部会より）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どうか。 

→（今林支部長より）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。 

   ・（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を12月3日に開催。 

   ・（鉄骨系部会より）「鉄骨ファブリケーターとの意見交換会（案）」を計画中で、製作者側と設計者側

で考えの違いのある部分に関しての討論が出来ればと期待している。 

   ・（木質系部会より）現場見学会（九州化成工業）に関して、役員の方に是非参加頂きたい。 

   ・（木質系部会より）木造のメーカーでオンライン構造展に参加する方向で検討中。 

   ・（耐震改修部会より）「伝統構法による五重塔の構造設計」の講習会の準備は出来ており、いつでも開

催可能であるが、Webでの配信は不安要素が多く、現状では考えていない。 

   ・（青年部会より）シニアアドバイザー部会との連携を模索中。 
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   ・（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置可能かを調べてほしい。 

   ・（沖縄地区会より）構造デザイン発表会に向けてJSCAロゴ刺繍入りのかりゆしウェア製作を模索中。 

   ・（鹿児島地区会より）今年度中にZoom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） 

   ・（宮崎地区会より）宮崎県にある地震観測所の報告会？に参加予定。 

   ・（大分地区会、今林支部長より）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。→（山本幹事より）コロナの影響で活動は止まっている。 

   ・（長崎地区会、今林支部長より）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。→（平川幹事より）来年が構造展開催の年ですが、まだ開催は未定（模索中）。 

   ・（北九州地区会より）令和3年の賀詞交換会を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。 

   ・（構造デザイン発表会in沖縄に関して）発表会前日の9月21日（火）にJSCA九州拡大役員会を実施

する。場所の選定はこれから。 

   ・（第1回オンライン構造展に関して）第1回を無事に開催出来て、第2回、第3回へと続くためのたた

き台となった。またオンライン講習に関して実施したアンケート結果は、後日皆様に配信予定（メーカ

ー様には了承済）。 

   ・（オンライン構造展に関して） 

     （事務局より）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。 

（重松副支部長より）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。 

   ・（外部からのJSCA九州支部への相談・依頼の対応について） 

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る。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。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。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。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したい。 

→（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。 

   ・（予算の繰り越しの件） 

      （原幹事より）本年度の繰越金は本部へ返金しなくてOKか？また地区会の今期の余り分も持ち越

しでよいという認識で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。） 

      （事務局より）今年は繰越金を本部へ返金する必要はなし。また地区会の余り分も今年に限っては

九州支部に返金する必要はなし。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金申請書や領収書の提出は例年通り行う必要あ

り。 
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   ・（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。 

    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。 

    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。 

（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。 

 

 

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)  

    1116 令和2年度第2回福岡県建築鉄骨協議会          7名 

    1117 福岡建築倶楽部BIM推進協議会設立総会及びシステム部会  7名 

    1212 第 35回建築構造技術研究会               10名 

    1217 2020年福岡建築倶楽部「新年の集い」担当者会議      1名 

    0208 九州沖縄設計4団体災害ネットワーク設立準備WG会議    1名 

    0315 第 2回九州設計4団体災害ネットワークWG会議       1名 

 

.九州支部 

1222 九州支部三役・事務局会議（Web会議）  7名 

0106 九州支部三役・事務局長会議（Web会議）  4名 

0122 九州支部三役・事務局会議（Web会議）  7名 

0216 九州支部三役・事務局会議（現地＋Web会議） 5名 

0308 九州支部三役・事務局会議（Web会議） 6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 
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4. 事務局・委員会報告 

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

・新型コロナウイルスが日本で猛威を振るい始めて早1年。本日は今年度最後の役員会です。今年は拡大役

員会という形式での集まりが叶いませんでしたので、今回は出来るだけWeb会議に参加して頂きたいという

思いから、各部会の副部会長の方々にもお声がけしました。対面での集まりが叶わない状況の中で、Web

会議を利用した形で、少しでも役員会の熱気を感じて頂ければと思います。 

・来期の人事、今期の会計収支予測、来期の予算（案）、来年度の総会、構造デザイン発表会2021沖縄、その

他の事案での予定としております。これ以外の事案に関することでも、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発言下さい。活発なご意見をよろしくお願いします。 

・地区会の幹事・事務局につきましては、今のところ事務局の方に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、本役員会でお知らせいただくか、後日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。 

・年度が変わりますので、講習会の報告書作成データ及び会計口座を、4月に入りましたら、部会長・副部会

長にメール送付します。講習会の収支に関しまして、収益金が発生した場合、事務局の江口氏に直接お渡

しいただくか、又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 389名（正会員：368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。 

4 月から 1 社入会予定です。（JFE 建材㈱） 
  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 11月～2021年 2月） 

12月  9日 JSCA本部技術委員会第５回会議（Webにて参加） 

12月 23日 JSCA九州技術委員会 BIM・WG設立会議 

11月 17日 (第1部)建築倶楽部ＢＩＭ推進協議会設立総会及びシステム部会 

      (第2部)建築倶楽部ＢＩＭ推進協議会技術部会部会員推薦のご依頼及び技術部会開催 

(第3部)建築倶楽部ＢＩＭ推進協議会実務部会員推薦のご依頼及び実務部会開催 

2月  3日 JSCA本部技術委員会第６回会議（Webにて参加） 

2月 17日 第５回、６回本部技術委員会資料を九州支部役員に送付 

2月 17日 JSCA九州技術委員会BIM WG第１回会議開催 

2月 18日 「中大規模木造建築ポータルサイト講演会」の案内を送付 

 

② 本部技術委員会予定 

・令和３年度第１回：2021年 4月7日（水）17:30～ 

・本部技術委員会において、九州支部の各部会から直接本部各部会に参加できることを確認しました。 

 参加を希望する方は吉村まで連絡ください。本部の各部会(主査)を紹介します。 

 

③ JSCAにおけるWebイベント開催マニュアル(案) 

・令和２年度第６回技術委員会配布資料（P7～20）次頁資料参照 

Web開催での注意点すべき項目を整理されていますので確認してください。 

現在は(案)なので正式に決まりましたら案内します。 
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④ ＢＩＭについて 

・2020年 11月 17日福岡建築倶楽部ＢＩＭ推進協議会設立総会・システム部会・技術部会・実務部会

が開催されました。そこでJSCA九州支部としての対応と構造設計者への普及推進のため技術委員

会ＢＩＭ・ＷＧを設立しました。また、作図のＢＩＭ化は避けて通れない事項なのでＪＳＣＡ九州

の会員の皆様をサポートできる体制を作りたいと思っています。 

・ＷＧ員の構成 

当初は吉村(WG長)、上野、奥野、今井、都市の5名が運営し、会員を募る。 

ＢＩＭ経験者(会員、非会員)を募集する。(非会員は青年部会、なでしこ会に所属しBIM・WGに 

参加) 

賛助会員（ソフトメーカーなど） 

・活動方針 

 建築倶楽部BIM推進協議会対応 

BIM作図へのいざない・標準化・講習会開催 

将来的に会員専用ページでの情報発信、相談コーナーを作成 

（今林支部長より：若者を含めて声を出してほしい） 

 

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。 

・前回の役員会で提案・・・その後・・・ 

・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 

・前回の役員会で提案・・・その後・・・ 

・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。 

・会員専用ページが可能か？ 

 

⑦ 【JSCA九州サーバー】設置 

・前回の役員会にて「本部技術委員会のサーバー【JSCA２】の利用」につて報告しましたが、各会社

のセキュリティにより利用制限多く実用的でないようです（現在調査中）。同時に提案した【JSCA

九州サーバー】設置の可能性がありませんでしょうか。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、メールでは厳しい大容量データも皆で情報共有できると活動

の幅、各部会、地区会のつながりにも貢献できると思います。 

 

⑧ JSCA本部技術委員会の中期ロードマップを添付します。 

 

⑨ 各部会の会議など要請があれば吉村も参加・協力します。 

 

⑩ 技術委員会合同部会（顔合わせ） 

・4月の連休前に行う予定（後日案内を出します。） 
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設計部会--------------------------------------------------------------都筑部会長 

 

・ 前回報告から具体的な活動はなし。 

次年度からの副部会長交代案  吉原さん → 織本構造設計 平嶋 貴行 

 

・ 今後の予定 

構造計算プログラム特性比較の講習会 

どちらかといえば会場開催向きの内容であるため、社会情勢を鑑みて今後計画予定。 

    

・ 参加費を徴収するオンライン講習会の準備のハードルが高い。準備要領の説明会の実施や、準備に

特化したチームを作ってはどうか。 

 

 

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

2021年度体制  部会長：上野  副部会長：三輪、高山、（西村） 

 

0. 部会 WG 

・12/22、1/26、2/26 

 

1. 講習会・講演会 

＜計画中＞ 

・免震建物を想定した地盤調査及び設計用入力地震動に関する講習会（2019年実施内容） 

1.日 程 2021年８月予定 

2.場 所 福岡市内の会場、WEB併用 

3.参加費 1000円/人予定 WEB参加人数？ 

基礎地盤系部会とコラボで行いたい。 

東京ソイルリサーチに協力してもらう予定 

 

2. 勉強会 

＜計画中＞ 

・免震構造を想定した解析勉強会（『3D・DynamicPRO』を用いた体験型勉強会） 

1.日 程 2022年２月予定 

2.場 所 福岡市内の会場、WEB併用 

3.参加費 1000円/人予定 WEB参加人数？ 

テクノユニオンに協力してもらう。 

設計部会とコラボで行いたい。 

 

3. 見学会、技術交流会  

＜計画中＞ 

・免震制振デバイス工場見学会 

1.日 程 2022年度開催予定 

2.場 所 メーカー工場（関東）より中継 

3.参加費 検討中 WEB参加人数？ 

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

 

・ 前回役員報告からの活動は特にありません。 

・ 来年度から、部会長を梓設計の蓜島さんに交代予定。 

 

 

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

 

講習会等開催の状況報告 

・ 12月 3日 ・・・鉄筋継手の超音波探傷試験勉強会 

共催  ：西日本圧接業協同組合 

参加人員：３３名程度（ＪＳＣＡ１４名、その他１９名） 

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した。 

・ 来年度開催予定・・・配筋標準図勉強会を開催（3回程度） 

 （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、来年度メンバー（前田、小林） 

参加人員：２０名程度 

内容  ：昨年6月に公開された 建連・ＪＳＣＡ共同ＷＧによる鉄筋コンクリート 

造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。 

・ 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。 

 

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

                                                       

・ 「現場見学会（博多区役所）」を計画中。 

開催時期、開催方法等は未定。 

 

・ 昨年開催できなかった講習会等がある。今後も継続して計画していきたい。 

・ 講習会「今、役に立つ鉄骨の性質と技術」 

・ 講習会「外観検査・超音波探傷検査講習会 (案)」 

最新の検査技術の紹介などの座学と、ＵＴ検査の実演・実技。 

・ 「鉄骨ファブリケーターとの意見交換会（案）」 

ｗｅｂ形式での会議も検討していく。 

 

・ 昨年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。 
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木質系部会---------------------------------------------------------宮﨑部会長 

 

・ 来年度の部会体制 

部会長：宮崎大介（川崎構造設計） 

副部会長：向井浩史（向井建築構造計画）     

副部会長：髙尾修二（髙尾設計） 

・ 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 

 

・ １２月１日・・・第2回部会（WEB開催） 

 

来年度の活動に向けて意見交換をしました。 

 

・ 建築学会の新PC規準刊行、講習会は2021年 9月ころの情報がある。 

・ 新PC規準講習会は、東京・大阪のみであるため福岡で勉強会ができないか。 

 

・ 若手向けに過去の講習会を再度行うのも良いのでは。 

・ PC建協のPC建築工事のQ&Aの改訂の見直し作業の情報がある。 

・ 過去に開催の講習会（Q&A）を再度行ってはどうか。 

 

・ リアルな講習会と、オンライン講習会の検討が必要。 

・ 時間の都合など参加できない方のためにJSCA九州HPなどでオンデマンド動画講習会。 

・ リアルな現場見学会を行う。WEB見学会は通信環境等の条件でハードルが高い。 

・ 年度内に第3回の部会を行いたいが、コロナの状況を勘案して日時を決める。 

 

 

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

 

・ 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。 

・ ＪＳＣＡ九州のＨＰに掲載している耐震診断事務所に２社の追加掲載依頼があった。 

・ 本年度中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。但し、コロナの終

息がままならない場合はＷＥＢによる開催も視野に入れて検討中です。 

・ 来年度以降の部会長及び副部会長の改選を行い下記の様に決定しました。 

部会長  香月 博己（（有）香月設計 ） 
副部会長 和泉 純二（（株）和泉建築構造設計 ） 
副部会長 平田 哲也（（株）能勢建築構造研究所 ） 
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青年部会-------------------------------------------------------------安逹部会長 

                               

・ １２月４日・・・・対面（久米設計九州支社）とWEB（Teams）を併用した部会を開催。 

出席者は対面6名、Web6名。事前に実施したWebアンケートを用いた活動計画

を実施。 

・ 次年度より、以下の通り体制を変更します。 

副部会長退任：久米設計九州支社 伊藤さん 

副部会長新任：竹中工務店九州支店 田原さん 

副部会長新任：織本構造設計 荒木さん 

 

 

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

                                                   

・ ３月６日・・・活動発表会をWeb形式（Zoom）で開催。（参加６名） 

 

今後の活動形式に関しては、毎月のミーティングを再開したい。 

対面でのミーティングとWebを併用する予定。（状況によってはWebのみ） 

 

 

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

                                      （代読 恵藤） 

 

今回もコロナの影響等あり、活動が出来ておりません。 

 

＜今後の予定＞ 

 新部会長にお任せしたいと思います。宜しくお願い致します。 

 

 

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

                                                       

・ １月１９日・・・メール版46号（新春号）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（未開催の場合は延期） 

・ ６月にメール版47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） 

 

 

   鋼構造サブネットワーク（尾宮氏より） 

      ・ 出前授業は前回報告より開催していない。 

      ・ 3月に麻生学校で、パスタ＋色々な接合部でパスタタワーの組立授業を開催。この運動を継続

していきたい。→若手への移行（青年部会＋なでしこ会） 
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6．地区会報告と事業計画 

 

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

 

・ 令和2年12月6日、Ｗｅｂ忘年会開催 

・ 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（おもに九州支部役員会・構造

デザイン発表会についての議題） 

・ 4月７日 沖縄地区総会予定（おそらくＷｅｂ開催） 

事務局の役員改選：新川清則氏から山城浩二氏へバトンタッチ予定 

・ しばらくは、講習会・見学会の予定などはなし。 

・ かりゆしウエアの作成進行中。福岡メンバーで希望を出してほしい。 

（事務局より→ウエアのデータを送ってもらい、希望アンケートを採る。） 

      ・ かりゆしウエアの事前申し込みは6,7月ごろを予定（在庫の関係で、全て同一のデザインは出来ない

かも） 

      ・ （小波津氏より）かりゆしウエアの費用は本部か九州支部で負担する様なことは可能か？沖縄地区会

としては、今のところ全額個人負担で考えている（自主的な一体感の疎通を図りたいので）。 

→（今林支部長より）本部に確認してみます。 

      ・ （大分地区会山本氏より）かりゆしウエアの費用に関して、「かりゆしウエア購入補助」を行っては

どうか。例えば4000円は各自負担で、残りを支部から補助の様な。 

 →（今林支部長より）今後、この内容に関しても詰めていきます。 

      ・ （重松副支部長より）どんたく隊参加の時は、Tシャツ代は各個人、デザイン料のみ九州支部で負担

だったと思う。 

 

 

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

 

・ 2020年12月 9日・・・鹿児島地区会役員会を開催しました。 

・ 2021 年 2月 18日・・・講師に今林支部長を招いて、宮崎地区会と合同でWeb講習会を開催しました。 

・ 3月・・・地区役員会を開催予定。 

・ 4月・・・地区総会を開催予定。 

 

・ 鹿児島県鉄構工業会との交流事業は令和3年度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。 

・ 令和3年度から事務局は片平崇さんに交代する予定です。 

 

 

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

                                   

1）宮崎地区報告 

・ 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) 

・ 12月 2日・・・第4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) 

・ 1月16日・・・宮崎県設計4団体による建築セミナー 

(コロナ対策のため延期し時期は未定) 

・ 2月18日・・・JSCA鹿児島・宮崎WEB講習会 

(鹿児島地区・宮崎地区会会員参加) 

・ 予定している鉄鋼工業会との共催事業は中止。 
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・ 予定している日向灘のスロー地震について、観測所見学、講習会は中止。 

（コロナワクチンの接種時期が8月頃に延びるので、秋頃までは対面の講習会は厳しそう。） 

 

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。 

 

 

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

                                

・ 12月 2日に九州設計４団体懇談会での「防災ネットワーク」設立に関する熊本県委員会の設置につ

いて、地区４団体での話し合いがありました。 

・ １月予定の新年会は中止となりました。 

・ １月2日メール配信により今年度の活動状況及び役員会の報告等を行いました。 

・ 来年度の活動について地区会員に要望等を上げてもらったところ、「免震構造についての講習会及

び勉強会を実施したい」との要望がありましたので来年度実施の方向で考えたいと思います。つい

ては応答制御設計部会の上野部会長にもご協力願えればありがたいです。よろしくお願いします。 

 

 

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

 

【完了行事】 

□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 (第 1回)大分県避難路沿道建築物検討委員会 （幹事出席） 

第2回：令和2年12月18日、第3回：令和2年2月25日 

議題：避難路沿道建築物に対する検討会議 

□令和2年12月9日（水） 地区役員会第３回定例会 18：00～19：00 

     ZOOMによるWEB会議：出席者5名 

WEB会議について以下の意見があった。 

移動時間、交通費が不要で手軽 ②遠距離の場合、特に好都合③WEBに不慣れなせいもあり、デジタ

ル化対応が煩雑 

 

【今後の予定】 

□令和3年3月10日（水） 地区役員会第４回定例会 

     ZOOMによるWEB会議：次年度事業計画等について 

 

【意見】 

□WEB会議の手法は新型コロナ終息後も継続して行われると思われる。 

□WEB会議アプリケーションで、少人数にも、大人数にも対応し、必要な時に必要なだけ使用できる 

（1回ポッキリでもOKという）気ままなものはないでしょうか？ 

     →（吉村委員長より）40分限定なら、Zoomの無料版有。 

 

 

 

12



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

 

・ ３月 理事会開催予定。 

・ ４月 総会開催予定。 

 

・ 会員が２名 減りました。（転勤の為） 

 

今後、今年度はＷｅｂを活用して、例会・講習会など開催したいと思います。（構造展開催に向け

て計画中） 

 

 

                                                               

佐 賀 ---------------------------------------------------------------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（リモート形式） 

 

  ・診断については、…… 14棟 （3月末） 

  ・適判については、…… 92棟 （建設技術支援機構32棟、建築構造ｾﾝﾀｰ 60棟）（4月～2月末） 

    予定（意見交換会、九州第一工業との現場見学会の開催を思案中） 

 

 

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 

                    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 

  （Webでの開催も検討していたが、学校側の都合で中止） 

  支部  R 2年 11月 13日(金)  第2回役員会 

  地区  R 2年 12月 18日（金） 第2回例会 

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

                   内容 ： 今年度の活動状況の報告､ｺﾛﾅ渦での活動のあり方について 

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 中止 

  支部  R 3年 3月19日(金)  第 3回役員会 

 

    今後の予定 

地区  R 3年 3月末     第 3回例会 を予定 
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７． その他 

③ 4月の技術委員会の開催方法について 

   4月の連休前あたりで開催予定（開催方法は未定）。 

 

 

④ 令和3年度総会について 

   開催日：5月21日（金）13：00～17：00 

   開催スケジュール：総会 13：00～15：00 

            九州デザイン発表会 15：00～17：00 

            （記念講演会、懇親会は行わない） 

            発表会は Zoom で計画中。ウェビナーでの費用：￥20,000/月、￥200,000/年。 

            予算で確保したい。 

   開催場所：TKPガーデンシティ博多 阿蘇（全） （2名掛けで122名） 

        福岡市博多区博多駅前3-4-8 

 

 

⑤ 構造デザイン発表会2021沖縄について（重松副支部長） 

・ ９月２２日（水）・・・「JSCA構造デザイン発表会2021 in沖縄」 

会 場：沖縄コンベンションセンター 

 

・ １２月８日、１月１２日、２月１０日、３月９日、４月８日(予定)、 

 ・・・本部ＷＧとＷｅｂ会議（重松、安達、沖縄地区で参加）月1回開催 

 

・ 昨年の発表応募者が想定より多く、発表会場数を当初予定５室から６室に増。 

 去年応募の約120名に加え追加募集を行う。 

 

・ 昨年の発表応募者は据え置き、発表会場数６室でのキャパ内で発表者の追加募集をかける予定。 

 

 

⑥ 九州構造デザイン発表会2021について（重松副支部長・安達WG副委員長） 

 

・ ５月２１日（金）・・・「JSCA 九州 構造デザイン発表会2021」を開催予定 

               現地＋Web（Zoomウェビナーの予定）の併用型 

               発表者を含めWeb参加OK 

               現時点（3/18締切）で4作品。7～8作品の発表が可能なため、引き続

き募集。 

               Zoomウェビナーによって生じる費用について、予算の確保を要望した

い。 
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⑧ 九州設計４団体災害ネットワークについて（松下副支部長） 

    九州設計4団体 災害ネットワーク 

（事：事務所協会、士：建築士会、家：日本建築家協会、構：ＪＳＣＡ） 

・2月8日 1回目ＷＧ開催（福岡県ＪＳＣＡとして松下参加） 

主旨：九州において熊本地震をはじめ、水害その他頻繁に起きている。ここまで5年間議論してき

たがどのように連携できるかＷＧで今年10月を目標に提言することを目指す。 

ＷＧ：福岡（事、士、家、構）、佐賀参加なし、長崎（士、家）、熊本（事、家）、大分（家）、 

宮崎（士）、鹿児島（事、家）、沖縄（士、家）   グループ長：熊本ＪＩＡの原田さん 

作業：行政との災害時協定の有無を調べる。 

災害時フロー図のようなものを作成していく。 

4団体が連結し団結していることを示す。 

・3月15日 2回目ＷＧ 開催予定 

 

 

⑪ Microsoft 365 Business Standard で何が出来る？ （事務局） 

 

 Microsoft 365 Business Standard →300名以下で利用するお客様向けプラン 

  （以下のアプリケーション、オンラインサービスを含む） 

   ・デスクトップ版のOfficeアプリ：Outlook、Word、Excel、PowerPoint、OneNote。 

   ・メールボックス50GB、独自のメールドメインアドレスを使用出来る。 

   ・ビデオ会議、コラボレーション、リモートワークを実現するMicrosoft Teamsが利用出来る。 

   ・Exchange、SharePoint、Microsoft TeamsなどのOfficeオンラインサービスが使用出来る。 

   ・ファイルを保存して共有するためのOneDriveオンラインストレージ 1TB。 

 

 OneDriveとは？ 

OneDriveとは、写真や動画などのデータ、ファイルをインターネット上に保存が出来るオンラインストレー

ジサービス。 

 

 OneDriveで出来ること 

① 写真や動画、ファイルなどを保存出来る。 

OneDriveは、写真や動画などを保存することがメインで使われる。1TBまで保存できるプランを利用

すると、多くの写真や動画、資料を保存することが出来る。 

 

② 他のデバイス・他人への共有が簡単に出来る。 

クラウドサービスのため、OneDriveに保存されたデータはネット上に保存される。そのため、インタ

ーネットがつながれば他のデバイスからもアクセスが可能。例えば業務で利用する資料やデータの修

正を、外出先や自宅でも行いたい場合、OneDriveに保存してあれば、ネットをつなぎログインするこ

とで利用出来る。また、共有を許可することで、他の社員とファイルを共有することが可能。他の方

が修正したいときや、資料をチェックするときに、OneDriveを通じて簡単に共有することが出来る。 

 

③ ファイルのバックアップが出来る。 

OneDriveに資料やデータなどファイルを保存しておくと、パソコンが壊れてもファイルを復活させる

ことが出来る。 

 

④ Officeアプリと連携出来る。 

OneDriveの一番のメリットとも言えるのが、Microsoft製品との連携が可能なこと。特にOfficeアプ

リは、保存先をOneDriveに出来るため、作成した文章をすぐに共有することも出来る。 
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⑫ 令和3年度 役員会スケジュール 

      総会：5月21日（金）13：00～17：00  TKPガーデンシティ博多 阿蘇（全） 

      第 1回役員会（沖縄）：9月21日（火）、拡大役員会（直前に臨時Web会議を開催） 

      第 2回役員会（福岡）：12月 

      第 3回役員会（福岡）：令和4年3月 

 

 

⑬ 地区会交付金の件（事務局） 

全地区会の申請を確認次第、交付金の振込を行いますので、地区会交付金の申請をされていない地

区（宮崎地区会、鹿児島地区会）は、早急に申請をお願いします。急ぎではありませんが、申請書のデー

タと領収書の原本を、事務局の恵藤の方まで郵送して下さい。 

 

 

⑭ WITHコロナにおける活動（自由討論） 

   （大分地区会 山本氏より） 

     本日の役員会でWebでの音声が聞き取りにくい時間があった。マイクの性能を改善する様な

処置をお願いしたい。→（事務局より）デザイン発表会等もあるので、高性能のマイクを受

注済み。プロジェクターも 

   

   （川崎氏より） 

     ・九州経済連合会（九経連）の活動で、去年の9月～今年の2月までに都市に木造のビルを

設計するという勉強会を行ってきた。各県毎に4～5名でチームを組んで設計を行っている

（山口県も含む）。各企業の本社ビルや支店ビルを木造で計画する様に営業をかけている

（木造7～8階で）。今後、各県で4階以下の木造の相談が増えるかもしれません。 

     ・去年10月からスウェーデン式サウンディング試験という名称から、スクリューウエイト貫

入試験へと名称変更。 
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