
 

JSCA 九州支部 令和３年度 第 1 回拡大役員会議・議事録（2021・0921） 

          

日  時 2021 年 9 月 21 日（火）拡大役員会 15:30～18:00   

場 所 

 

Web 会議 

（三役・事務局長のみ 貸し会議室 SPACE on the Station - ソラリアステージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席者予定者 

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

吉村、大塚、石井（孝）、川崎、浅田                            各幹事    5 名 

都筑、上野、蓜島、木村、井手、宮﨑、香月、安達、松田、福田（顕） 

       各委員長・部会長   10 名 

福田（光）、平嶋、西村、高尾、小車、平田（哲）、和泉、荒木、石井（幹） 

                                          各副委員長、副部会長  9 名 

 

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

向井、池田（宣）、谷口、平田（豊）、岡崎、片平、山城             各地区会事務局  7 名 

 

尾宮、原                                               各顧問   2 名 

九州支部事務局 恵藤、久保田、江口                                      3 名 

計 46 名  

 

 

 

 

 

予定議題 

 

1. 支部長挨拶（支部長） 

2. 第3回役員会議事録の確認(事務局) 

3．今年度役員会について[事業報告、沖縄旅費等]（事務局他） 

4．事務局・委員会報告[住宅センター・九州住宅保証からの補助] 

5．地区会報告と事業計画[地区会補助] 

6. その他 

  福岡建築倶楽部ゴルフコンペ開催、構造デザイン発表会2021in沖縄延期、福岡県や 

熊本市からの依頼報告、九州・沖縄設計4団体懇親会、第2回構造展（賛助会ｱﾋﾟｰﾙ）、 

JSCA西日本地区の支部間WEB懇談会 等 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(議事予定) 

     

    

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

 

・九州支部役員の皆様、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。 

コロナ禍の状況が未だ治まらず、残念ながら令和3年度第1回役員会は沖縄開催ではなくWeb会議となりま

した。 

JSCA構造デザイン発表会沖縄開催に向けて2年以上にわたり尽力し続けて来て頂いたWGおよび沖縄地区会

の皆様に心より感謝の意を表すると共に、大変とは思いますが延期開催実現に向けて引き続きご活躍を期待

するものです。 

JSCA構造デザイン発表会の延期開催に合わせて（第2回または第3回）支部役員会を発表会の前日に沖縄に

て開催したく考えております。支部役員の皆様にもご協力のほど改めてお願い申し上げます。 

 

・令和3年度の新しいJSCA九州支部体制がスタートしています。この新体制は、これからのJSCA九州支部の

将来を見据えた体制構築を目指しており、ベテラン・若手を問わず役員皆さんが主役としてご活躍頂くもの

です。 

依然コロナ禍の難しい状況にはありますが、素晴らしいことに昨年度後半より少しずつ前向きな活動が動き

出しています。困難な時だからこそ皆で協力し合う良き仲間としてのJSCA九州支部の存在意義が発揮されて

います。部会・地区会を横断したコラボレーションも進んできており、「かかわりを強く」皆で前に進めれ

ると信じます。 

 

・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３回役員会議事録の確認-------------------------------------------------------事務局 

   ・（技術委員会より）BIMWGの活動について、将来的に会員専門ページでの情報発信、相談コーナーを

作成したい。 

→（今林支部長より）若者を含めて声をだしてほしいと思います。 

   ・（技術委員会より）「本部技術委員会のサーバー【JSCA2】の利用」については、引き続き調査中。 

   ・（技術委員会より）技術委員会合同部会（顔合わせ）は4月の連休前に行う予定。 

      →2021年4月23日 アクロス福岡 会議室606 で開催 

   ・（応答制御設計部会より）「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」に

ついては、基礎地盤系部会とコラボで行いたい。また東京ソイルリサーチに協力してもらう。 

   ・（応答制御設計部会より）「免震構造を想定した解析勉強会」については、設計部会とコラボで行い

たい。またテクノユニオンに協力してもらう。 

   ・（鋼構造サブネットワークより）出前講座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） 

   ・（沖縄地区会より）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。 

   ・（沖縄地区会より）かりゆしウエアの事前申し込みは、6～7月頃を予定（在庫の関係で、全て同一の

デザインは出来ないかも）。 

   ・（沖縄地区会小波津氏より）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円は自己負担で、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。 

→ 終的に九州支部でウエア購入費用の一部を補助することで決定。 

   ・（宮崎地区会より）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

しそうである。 

   ・（大分地区会より）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の無料版有り。 

   ・（長崎地区会より）構造展開催に向けて計画中。 

   ・（佐賀地区会より）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。 

   ・（北九州地区会より）R2年11月6日Ｋ開催予定だった「北九州の産学官が連携した第11回建築構造

系講演会」はWEBでの開催も検討していたが、学校側の都合で中止となった。 

   ・（令和3年度 支部予算（案）に関して） 

     （大分地区会山本氏より）旅費交通費として、地区会交付金の余りを「地区補助」という名目

で使用すれば、若者を含め活動に参加し易くなるのではないか。 

（今林支部長より）今後議論していく必要あり。 

   ・（令和3年度総会に関して）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。会場は2名掛けで122名収容可能。 

   ・（構造デザイン発表会2021沖縄に関して）去年応募の約120名に加え追加募集を行う。 

   ・（九州構造デザイン発表会2021に関して）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。 

   ・（WITHコロナにおける活動（自由討論）に関して） 

（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、高性能のマイクを発注済み。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。 

（川崎氏より）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. 今年度役員会について------------------------------------------------------事務局 

 [事業報告] 

・支部交流 (他団体との交流会)  

    0405 設計4団体代表者会議（オンライン）   1名 

    0524 第 1回福岡県鉄骨協議会         中止 

    0710 建築構造技術研究会           4名 

 

.九州支部 

0409 九州支部三役・事務局会議（Web会議）  6名 

0705 九州支部三役・事務局会議（Web会議）   6名 

0726 九州支部三役・事務局長会議（Web会議） 4名 

0824 九州支部三役・事務局長会議（Web会議） 4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 

 

 

 [沖縄旅費等に関して] 

 9月21日～22日に沖縄で開催予定であった役員会、構造デザイン発表会の中止により、皆様には航空

＆ホテル予約をキャンセルして頂き、大変ご迷惑をおかけいたしました。また早急の対応をして頂きまし

て、ご協力ありがとうございました。この件に関しましては、キャンセル料のお支払いに加えて、かりゆ

しウエアを購入された方の自己負担額分の徴収もお願いしなければなりません。このJSCA九州支部から

のキャンセル料のお支払いと、皆様からのウエア代の徴収の方法に関しましては、この役員会でご意見を

頂いて方針を決定したいと思います。添付資料として、この徴収代金及びキャンセル料の一覧表を付けて

おりますので、該当される方はご確認をお願いいたします。（添付資料.1） 

  →（恵藤事務局長より）キャンセル料の支払いやウエア代の徴収は、第二回役員会（沖縄）の際に当日の

旅費の補助等と合わせて行う様にさせてもらいたい。（参加者に同意確認済） 

 

4. 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。残念ながらWEB開催となり、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。 

・4か月前にはなりますが、今年度のJSCA九州支部総会につきましても、ZOOMウェビナ－を駆使し、多くの

皆様のご協力により、WEB参加型での開催が無事に成功いたしました。改めてご協力感謝いたします。 

・本年度は「JSCA建築構造士試験」が九州支部で開催される予定です。1名の受験者で、10月9日（土）に開

催を予定していましたが、緊急事態宣言の延長等により本部から開催延期の連絡がありました。来年1月に

延期して開催予定です。また「2021年福岡県建築倶楽部 新年の集い」に関しても、開催をするかどうかの

話し合い（アンケート）がされている段階です。 

・昨年は中止となりました「第28回福岡建築倶楽部ゴルフコンペ」を10月22日（金）に開催予定です。開催日が

緊急事態宣言の期間中にかかれば中止という案内をしていますが、とにかく開催に向けて準備をしている

段階です。 

・講習会に対する住宅センター及び九州住宅保証からの補助の件で、3部会から補助希望の連絡がありまし

た。現在木質系部会の講習会につきまして、具体的に話が進んでいます。 

 

 



 

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

・ 九州支部会員について 

現在 379名（正会員：359名 学術会員：11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。 

  賛助会の増強について、今後も推薦をお願いします。 
 
・ 全体工程表について 

添付資料.２を参照下さい。 
 

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

 

① 活動報告活動報告（2021年3月～2021年8月） 

4月 14日 JSCA本部技術委員会第１回会議（Webにて参加） 

4月 23日 技術委員合同部会（アクロス福岡会議室・対面+WEB） 

6月  2日 JSCA本部技術委員会第２回会議 

8月  4日 JSCA本部技術委員会第３回会議 

  

② 本部技術委員会予定 →資料送付を近日中に行う予定 

10月  6日 JSCA本部技術委員会第５回会議（Webにて参加） 

12月  1日 JSCA本部技術委員会第５回会議 

2月  2日 JSCA本部技術委員会第５回会議 

 

・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ています。 

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 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。 

・「JSCA九州ＨＰ」から質問メールを自動送信する仕組みを福田広報委員長に設定してもらった。 

・誰がどのように対応していくのか難しいものがある。 

・継続して検討していく。 

 

④ 各部会の会議など要請があれば吉村も参加・協力します。 

 

 

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

 

① 委員・会員（21名） 

委員長：吉村 副委員長：上野、奥野 

委員 ：森山（実務部会長）、今井(渉外担当) 

会員（青年部会） ：都市（実務副部会長）、福田、白樫、久保田、大野 

  （なでしこ会）：小林（実務副部会長）、高柳、安部、栗田、大坪、藤澤、三根、金子、 

川久保、江嵜、重岡 

 

 



 

② 活動報告（2021年3月～2021年8月） 

4月より5回の委員会、2回の実務部会、3回の講習会を実施した。 

 

4月 14日 第２回委員会 

5月 11日 建築倶楽部ＢＩＭ推進協議会 

5月 19日 第3回委員会 

5月 26日 WEB講習会Revit 

6月  2日 第1回実務部会 

7月  7日 第4回委員会 

7月  8日 WEB講習会archiCAD 

8月 11日 第5回委員会 

8月 11日 第2回実務部会 

10月 20日 第6回委員会（開催予定） 

10月 20日 第3回実務部会（開催予定） 

 

③ 今後の予定 

■委員会の活動 

・BIM推進協議会対応 

 ・上野副技術委員長が対応する。 

・実務部会運営 

・実務部会長、実務副部会長を中心に進める。 

・OneDriveをサーバーとして資料等情報共有する。 

・BIMメーカーへの要望・質疑 

・実務部会長が項目を上げ、今井委員が対応する。 

・一貫計算ソフトメーカーのBIM対応の確認、整理 

・今井委員を中心に会員(計算担当)の協力の元で進める。 

・大塚商会さんが4月にJSCA九州支部賛助会員に入会 済 

 ・応用技術は未定 

・大塚商会さんと講習会の企画を調整中「実務的な講習会」 

 

■実務部会の活動 

・「会員のBIM習熟度の向上」を第1目的とする。 

・情報・意見交換として議事・質疑応答記録を会員に配布する。（サーバーにDL） 

 メーカーへの要望などを実務部会長がピックアップし、今井委員が対応する。 

・BIMソフトを利用した実務・実技講習会を企画・実施する。 

 委員、実務部会員が企画・実施する。大塚商会（REVIT）と実も講習会を企画中 

 

       →（今林支部長より）ホームページに活動報告を載せることは出来ないでしょうか。 

BIM-WGについても会員への配信が出来れば！ 

       →（重松副支部長より）アンケートの回答という方法は良いアイデアだと思います。 

       →（吉村委員長より）配信用資料作成は可能です。3回目の分が来月まとめ終わるので、その

後進めます。 

 

 

 

 

 

 



設計部会（設計規準・構造関連法規・品質管理・プログラム）  ------------------  都筑部会長 

 

・ 前回報告から具体的な活動はなし。 

 

・ ４月の技術委員会時に議題にあがった適判事例集の更新依頼については、以前にもあった適判意見

交換会を再度開催し盛り込んでもらうカタチで協議中。年内の開催を目指し、近日に意見募集を行

う予定。 

福岡県建築士事務所協会・福岡構造事務所協会・JSCA九州支部の3団体が参加し、事前に意見募

集を行ってから開催を行う予定（福岡県建築住宅センターに相談中）。 

 →（今林支部長より）前回も 3 団体でしたが、住宅センターの意向に合わせるのが良いと思う。 

 →（都筑部会長より）住宅センターよりこの3団体に意見を聞いてほしいとの要望があった。 

 

・ JSCA本部プログラム部会による構造計算プログラム特性比較講演も引き続き今後計画予定。 

会場での開催という内容までで、それから先の内容は今から詰める予定。年度内に開催の方向で、

住宅センター・九州住宅保証からの補助をお願い出来る様にしたい。 

 

 

   応答制御設計（免振・制振）  ---------------------------------------------  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 

・未定 →9/28に決定 

 

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年度中開催目標 

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？ 

 

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 2021年度中開催目標 

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？ 

＜実施中＞ 

・免震設計勉強会（主催：熊本地区会、協力：応答制御設計部会） 

1.日 程 実施済（7/9、7/29、8/20、9/10）、予定（10/8、10/22、11/12、11/26） 

2.場 所 WEB 

3.参加費 無料（各回10数名参加） 

  4.内 容 免震の概要と基本計画その１～その４、告示免震用PGデモ、告示による試設計、 

免震の建築計画・維持管理・施工標準、構造図と計算書まとめ など 

 

 

 

 

 



3. 見学会、技術交流会  

＜実施済＞ 

・博多区役所建て替え工事 見学会（企画・主催：鉄骨系部会、共催：応答制御設計部会）   

1.日 程 2021年 7月30日（金）15：00～17：00 

2.場 所 博多区役所建設工事現場および工事事務所会議室 

3.参加費 無料（約20名参加）  

4.概 要 a) 鉄骨造・地上10階建、2階柱頭の中間層免震構造 

     b) 福岡市様（施主）、大成建設様（設計施工） 

＜計画中＞ 

・住生活月間イベント（免震建物の普及イベント） 

 1.主 催 福岡県建築住宅センター、共催 九州免震普及協会、JSCA 九州支部 

2.日 程 11月 13日（土）  

3.場 所 福岡市 警固公園 

4.参加費 無料 

5.概 要 a)ＴＨＫ株式会社免震体験車試乗会 

 

→（今林支部長より）他団体（他部会）とのコラボ企画でも良いと思います。 

 

 

基礎地盤系部会  ------------------------------------------------------  蓜島部会長 

 

・ 地盤調査ハンドブック勉強会を企画 

23名の応募あり。長崎、沖縄等からも参加希望があるので、Webを併用して行う。 

→（尾宮顧問より）この資料は配布予定でしょうか？ 

→（蓜島部会長より）まとめた段階で考えたいと思います。 

・ 9月 17日 第１回 地盤調査ハンドブックの勉強会（Webを併用） 

講師：東京ソイルリサーチ 内藤様 

以後、毎月第３金曜に行う予定（全１０回程度） 

 

今後の講習会の形式に関しては、・・・（17日に１回目の勉強会を行うので、その状況を報告する） 

 

 

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 

・ 今年度開催予定・・・配筋標準図勉強会を開催（3回程度）（12月に一部改正） 

 （オンライン会議を活用した勉強会を検討） 

進行  ：ＲＣ系部会：木村、前田、小林 

参加人員：２０名程度 

内容  ：2020年6月に公開された⽇建連・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⾏います。 

→（重松副支部長より）今年の9月に再度改訂した資料（データ）がJSCAからメールで配信され

ています。 

 

・ 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ます。 

 



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

 

・ 7月 30日 「博多区役所建て替え工事・現場見学会」を開催。 

柱頭免震のため応答制御設計部会と共催。出席者14名（＋主催者） 

→（今林支部長）写真等活動報告をHPにアップして頂けると良いと思います。 

 

・ 計画予定の講習会等。 

・ 鉄骨の 新情報に関する講習会 

・ 講習会「外観検査・超音波探傷検査講習会 (案)」 

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。 

 

 

木質系部会  ----------------------------------------------------------  宮崎部会長 

 

・ 10月講演会「伝統工法による五重塔の構造設計」を耐震改修部会と共催予定 

・ 11月講演会「木質構造の継手・仕口について」講師：井上正文氏(大分大学名誉教授)を開催予定 

・ 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（PC・ハイブリッド・空間構造）  --------------------------------  石井部会長 

 

・ 9月 3日・・・第１回部会（WEB開催） 

 

・ 工場見学会 や 過去に開催した講習会 をWEB活用で立案中 

 

・ PCa工場検査にWEB活用は増えている。 

→（石井部会長より）WEBのみだと画質の問題もあって、色合い・風合いなど伝わりにくい部

分もあります。 

→（今林支部長より）現地で見ないと分からないという内容もあると思うので、Web活用のみ

での工場検査は難しいこともあるかと思います。Web活用のメリットと

リアルの必要性など、参考になることがあればまた教えてください。 

 

 

耐震改修部会  --------------------------------------------------------  香月部会長 

 

・ 木質系部会と共同開催である「伝統工法による五重塔の構造設計」の講習会を10月20日にWeb形

式で開催予定。現在調整中。 

会費徴収にパスマーケットを利用することで進めている。会費は前払いになるので、ドタキャンで

未回収ということが防げるのがメリットの1つ。 

・ 「木造戸建て住宅に関する耐震改修」について講習会又は勉強会を検討中。 

・ 「既存特定天井の耐震改修」について勉強会を企画中。 

・ 「既存ブロック塀等の耐震診断、耐震改修」について講習会又は勉強会を希望。 
 

 

 

 

 



青年部会  ------------------------------------------------------------  安達部会長 

 

・ 活動報告 

７月１日・・・・第一回座談会【木造編】をWEB（Teams）にて開催。出席者は9名。 

参加者に木造設計において興味があるキーワードを事前に投票してもらい、関心が高かった内容に

ついて意見交換や、木質系部会の宮崎部会長に解説していただいた。 

 →（重松副支部長より）この会の参加者は福岡の人のみでしょうか？今後福岡県外の方にも参

加して頂く様にしてみてはいかがでしょうか。 

 →（安達部会長より）今回は福岡のみの参加です。 

 

・ 今後の予定 

BIM-WG活動への参加（５名） 

地盤系部会の地盤調査ハンドブックの改訂への参加（若干名） 

10月くらいに第二回座談会の開催（テーマ思案中） 

 →（今林支部長）鉄骨系部会・鉄構工業会とのコラボ企画なども出来れば良いと思います。 

 

 

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

                                                   

・ 4月～9月 月例ミーティング（Web形式）を実施（県外からの参加もあり） 

・ 6月 27日 木造住宅のリノベーション見学会を実施 

・ 会員名簿の整理 現在会員数36名（うち9名がBIM-WGからの新規） 

 

12月まで月例のミーティングを実施予定 

10月か11月頃にWeb形式にて勉強会を予定している（内容検討中） 

アイス棒タワー大会参加の福岡大学学生による報告会予定。11月が 終選考。 

 →（今林支部長より）Webで行ったらどうでしょうか。出来たらその方向で計画して頂ければ！ 

 →（松田部会長より）なでしこに関わらず開催する方向で考えています。 

 

 

シニアアドバイザー部会  -----------------------------------------------  吉原部会長 

                                                      （代読：事務局） 

特に予定等はありません。 

 

 

構造デザイン部会  ----------------------------------------------------  伊藤部会長 

                                                     （代読：福田副部会長） 

現場見学会とセットにした構造デザイン勉強会を検討中 

・ 斜め柱による構造デザイン（大名小跡地再開発プロジェクト）（来年竣工） 

・・・１２月実施で調整中 

・ 膜屋根の構造デザイン（マリンメッセ福岡B館）・・・年度内実施検討中 

 

・ 意匠、設備と融合した構造デザイン（嘉麻市庁舎）・・・２０２２年度実施予定 

・ CLT壁+フラットスラブの構造デザイン（某社社宅）・・・２０２２年度実施予定 

（動画になるかもしれません） 

 

 

 

 



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

                                                       

・ ５月２１日・・・令和3年度総会議事録作成 

・ ６月１５日・・・メール版47号（総会号）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） 

・ メール版48号（九州支部役員会とデザイン発表会in沖縄のレポート） 

（来年2月位に投函予定） 

    →（今林支部長より）委員会・部会および地区会の活動をA4版1,2枚程度にまとめてHPにて 

              紹介することが会員への情報発信として有意義と思います。 

              皆様からの情報投稿を福田さんへぜひお願いいたします。 

 

 

 

 

 



6．地区会報告と事業計画 

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

 

・ 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 

・ ＪＳＣＡ構造デザイン発表会ｉｎ沖縄開催にむけ、Ｗｅｂ会議にて調整中 

本部ＷＧ及び九州支部ＷＧでおのおの毎月1回開催 

・ 上記に関連でＪＳＣＡ九州支部 令和3年度第1回拡大役員会（沖縄）準備中 

・ しばらくは、講習会・見学会の予定など無し。 

・ 1月 28日（金）がJSCA構造デザイン発表会ですので、1月27日（木）役員会を会場のWEB等の通

信状況の確認を兼ねて、同じ会場のコンベンションセンターで行いたい。懸念材料としては、会場

費が高いということと、市内からの移動費が高くなること。現在ワクチン会場として使用されてい

るので、会場事前確認は予約が必要となり代金も発生する。であれば前日に借りるのがベターと考

えている（前日の会場費は￥39,800-）。 

→（今林支部長より）早い時期にテストは行うのが良いと思いますので、テストは年内に行う方

向で調整をお願いします。1月27日の役員会の会場は那覇市内（当初より

の「沖縄県体育協会会館」）で探して下さい。 

→（後日 小波津幹事より）9月27日に「沖縄県体育協会会館」の会議室予約済の連絡有。 

 

 

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

 

・ 5月 28日・・・第1回役員会(web開催) 

・ 7月 7日・・・第2回役員会(web開催) 

・ 8月 26日・・・第1回定例会（本間俊雄鹿児島大学名誉教授をお招きしての講演）をweb開催し 

ました。 

・ 10月中旬・・・鹿児島鉄構工業会との意見交換会・勉強会（澤田樹一郎島根大学教授をお招きし 

ての勉強会）をweb開催予定。→11/21開催に決定 

・ 会員数の増減はありません。 

→（今林支部長より）先生への謝礼はどの様に考えていますか？ 
→（白坂幹事より）地区会から支払う様に考えています。 
→（今林支部長より）地区会への補助金が活用出来ればと思いました。昨年度も地区会活動補助金 

を活用していないので、三役にて考えてみます。 

 

 

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

                                                       （代読：岡崎事務局） 

1）宮崎地区報告 

・ 7月 14日・・・第3回宮崎設計4団体セミナー実行委員会に幹事,事務局参加 

(宮崎設計4団体セミナー講師及び日程について協議)  出席者 7名 

・ 8月 11日・・・第3回宮崎設計4団体セミナー実行委員会に幹事,事務局参加 

WEB会議(宮崎設計4団体セミナー実施内容について協議) 出席者 7名 

・ 9月  8日・・・第4回宮崎設計4団体セミナー実行委員会 の予定 

→（岡崎事務局より）1/15に JIA新人賞受賞の方を招いて対面の講習会を行う予定です。Web併

用も思案中です。 

 

2） 会員の増減 

8月現在の地区会員数は20名 

 

 



3） その他 

耐震診断の判定会は年度内に1回実施される予定(件数不明)。 

→（岡崎事務局より）JSCA の旗などはありますか？ 
→（恵藤事務局長より）支部にはありません。本部にも問い合わせましたが無いそうです。 
 

 

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

 

〇総会後の事業について 

1）6月26日ｗｅｂにより地区総会を行いました。 

2）総会時にお知らせしたように今年度の年間事業として免震設計勉強会を行っています。 

応答制御設計部会の上野部会長には忙しい中、勉強会の内容及びメーカーさんの日程調整等大変尽 

力いただき以下の日程で勉強会を進めている状況です。 

・ 7月 9日「免震の概要と基本計画－その1－」講師：(株)ブリジストン様、上野部会長 

・ 7月 29日「免震の概要と基本計画－その2－」講師：オイレス工業(株)様、上野部会長 

・ 8月 20日「免震の概要と基本計画－その3－」講師：昭和電線ｹｰﾌﾞﾙｼｽﾃﾑ(株)様、上野部会長 

・ 9月 10日「免震の概要と基本計画－その4－」講師：日鉄エンジ(株)様、ユニオンシステム(株)様 

以上４回実施済です。 

 

〇今後の予定としては 

3）免震設計勉強会について 

・ 9月 24日「免震試設計－その1－」 

・ 10月 8日「免震試設計－その2－」 

・ 10月 22日「免震建物の建築計画・設備計画、維持管理計画・施工標準」 

・ 11月 12日「免震建物の構造図と構造計算書」 

以上今後計４回の勉強会を予定しています。 

後に参加者全員で試設計の成果品等共有できればと考えています。 

また、勉強会の成果は、ご希望される他の地区会にも展開出来ればと思っていますので、私か、応答 

制御設計部会の上野部会長に相談いただければ、計画概要及び資料等提供できるようにまとめていき 

たいと考えています。（地震に対する意識が高まっており、会員からの提案で実施したものです。内

容は告示免震になります。） 

4）まだまだ難しいようですが、年末忘年会か年始に新年会を今年こそ実施できればと思います。 

 

 

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

 

【令和３年度行事】 

コロナの影響で計画の会議等は遅延・中止等がありましたが実施のみ記載 

□令和３年６月 ９日 木造部会ＺＯＯＭによる講習会 

「木造の構造設計を始めてみよう」出席者会員８名 

（この経験を元にWwbの交流会を企画していきたい） 

□令和３年７月２１日 大分地区会役員会・理事会（ＺＯＯＭ利用） 

 

【今後の計画】 

□令和３年１０月１３日（水） 大分地区 役員・理事会 

□令和３年１０月       大分地区協力会による講演（ＺＯＯＭ利用） 

□令和３年１２月 ８日（水） 大分地区 定例会  



 

延期 

□令和３年９月２１日（火） 支部第２回拡大役員会２０２１沖縄 

□令和３年９月２２日（水） 構造デザイン発表会 

 

     →（山本幹事より）青年部会・なでしこ会の活動に、大分地区会（年配の方）のメンバーもオブザ

ーバーとして参加させて貰えないでしょうか？ 

     →（松田部会長より）なでしこ会メンバーで大分地区会のJSCA会員の方から、山本幹事の方に連絡

して貰う様にします。 

     →（安達部会長）案内の配信については、青年部会の地区出身者からメールで配信してもらう様に

します。 

 

 

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

 

・ ５月２６日  第１回 例会 ｗｅｂにて開催 

・ ６月２４日、７月２８日、８月２５日    

月１回 ｗｅｂ会議を開催  講演会等について会議を行った。 

 

今後予定 

・ １１月上旬  長崎大学 修行名誉教授 講演会 

・ １２月上旬  長崎大学 中原教授 講演会 

・ ２月上旬   長崎総合科学大学 藤田准教授 講演会 

     他団体、他県へWebを利用して参加範囲を広げていきたいです。 

 

 

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

 

・ 5 月 13日・・・ 地区総会（書面による報告） 

・ 11月  ・・・ 佐賀県鉄鋼鋼業会青年部合同勉強会 

→（今林支部長より）どの様な内容の勉強会でしょうか？ 

→（金子幹事より）意見交換、情報交換の場といったところです。 

・ 12月  ・・・ ＳＡＧＡサンライズパーク現場見学会（国体が開催される新築建物） 

・ 12月  ・・・ 地区例会 

 

・ 診断については、…… 0棟 （6月末9月中旬） 11月、1月、3月に3回の評定委員会開催 

・ 適判については、…… 32棟 （建設技術支援機構10棟、建築構造ｾﾝﾀｰ 22棟）（4月～7月末） 

 

 

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

 

・ ８月２４日・・・北九州市行政連絡会議（北九州建築六団体で参加）開催済み（Web開催） 

・ １１月上旬・・・北九州市の産学官が連携した建築構造系講演会 開催中止 

・ １月初旬 ・・・北九州市建築六団体新年賀詞交歓会 開催予定 

・ 上記の他、例会を行う予定。また、その他の団体と共同の講習会などのイベントを計画予定。 

・ 昨年実施したアンケートの結果、web対応が、まだ難しい会員もいました。また、コロナの状況が

落ち着いたら対面でのイベントに参加という回答もありました。 



・ 会員について、福岡市より引っ越してきたアライ設計の新井さんが、北九州地区会よりの連絡など

を受け取ることを了承してくださいました。 

 

 

  地区会補助に関する三役・事務局会議での話について 

各地区会の活動の報告に対して、地区会補助の活用法について、10月12日の三役・事務局WEB会議で

議題に上げて話し合いました。昨年度の繰越分を合わせて本年度20万円の予算を組んでいます。昨年か

ら構造デザイン発表会で色々と自費で活動して頂いている沖縄地区会（のWGメンバー）に対する補助に

加えて、残り分をその他の地区会の講演会等の費用に充てて頂く等、色々と意見が出ました。ただ、こ

の会議だけで結論を出さずに、11月に行う予定の三役・事務局会議でも再度話し合いを行った上で、第

2回役員会に向けて何らかの提案を行う様にし、皆様の意見を伺って 終決定を下したいと思います。 

 

    



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） 

 

・ ５月２１日（金）・・・「JSCA 九州 構造デザイン発表会2021」は今年度発足した構造デザイン

部会と企画運営。来年度より、構造デザイン部会主体で実施する。デザイン発表会ワーキングチー

ムは、構造デザイン部会の発足に伴い沖縄開催までの活動とし、以後その役割を構造デザイン部会

に移行する。 

 

・ ９月２２日（水）延期 ⇒ ２０２２年 １月 ２８日（金） 

・・・「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 

（緊急事態宣言下でないことが条件） 

 

８/５JSCA本部にて会長会議が行われ、感染状況を鑑み９/２２の発表会は延期し、年内もし

くは年度内に開催延期（緊急事態宣言中でない日程とする）となりました。 

８/２４の本部WGにて日時を選定、 ９/８の会長会議にて延期日程決定。 

 

・ ３月９日、４月８日、５月７日、６月１０日、７月８日、８月３日、８月２４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 

 

・ ６月１７日、６月２９日、７月２９日、８月  日、９月  日、 

 ・・・支部ワーキングチーム会議（福岡⇔沖縄Ｗｅｂ） 

 

・ 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２７社（内、九州支部２２社）、広告掲載３８社（内、九州支部３０社）申し込

みあり。 

 

・ 発表申込者数は、昨年の発表予定者約１１０名に加えが過去 多の１４０名弱となっている。 

 

・ 発表会場数５室から６室に増やして対応 

 

・ コメンテーター、司会、タームキーパーなど発表会運営、および、受付、設営、撤収など全体運営

も役員のみなさんにご協力をお願いします。 

 

・ 沖縄地区会のみなさま、支部ワーキングチームのみなさま、延期に伴い準備が続きますが、引き続

きご協力をお願いします。 

 

② 福岡建築倶楽部ゴルフコンペ開催（事務局より） 

    昨年中止された福岡建築倶楽部ゴルフコンペを今年の10月に開催予定です。幹事は昨年から引き続き

JSCA九州支部で、事務局の方で対応しています。 

      開催日：令和3年10月22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 

   例年通り会費（￥1,000）＋参加料（￥19,500）で計画していますが、プレー終了後の表彰式は中止とし

ました。ただし、順位や各賞は決めて、後日賞品を雷山ゴルフ倶楽部から郵送する様にしました（パー

ティー費用を郵送費に振り替えました）。なお、開催日時点が福岡県の緊急事態宣言発令期間にかかっ

た場合は、ゴルフコンペを中止することとしました。 

 

 

 



③ 他団体からの依頼関係の報告（今林支部長より） 

    

④  九州・沖縄設計4団体懇親会について 

   10月 4日（月）14：00～17：00 WEBで開催予定。 

各地区会担当者の参加をお願いいたします。 

 

⑤  JSCA構造士試験日程について（今林支部長より） 

   当初予定は、2021年 10月9日（土）でしたが、本部より延期の連絡が入りました。各支部（九州支部

を含む）も本部に合わせて開催延期となり、来年1月22日（土）に延期する予定です。 

 

⑥  次回以降スケジュール 

   令和3年12月17日（金） WEB会議（構造デザイン発表会in沖縄にむけての準備会議） 

                開催時間：16：00～17：30 

   令和4年1月27日（木）第2回役員会（沖縄） 

   令和4年1月28日（金）「JSCA構造デザイン発表会2021in沖縄」 

   令和4年3月11日（金）第3回役員会（福岡） 

   令和4年5月20日（金）？ 令和3年度総会→会場の予約等、確定次第各団体へ連絡（今月中目標） 

 

⑦  その他 

（白坂幹事より）構造判定の資格者リストなどが支部にありますか？ 

→（今林支部長より）特にまとめたものなどはないです。 

 

（山本幹事より） 

・九州支部で講演した場合の謝礼等の決まり事はありますか？ 

 →（重松副支部長より）平成29年第1回議事録の資料にあります。 

 →（恵藤事務局長より）本議事録の添付資料として、平成29年第1回議事録の該当部分の関連資料を載せ

る様にします。 

・九州支部を法人化することを考えていたりしますか？ 

 →（今林支部長より）個人的に現時点では考えていません。問題提起の一つとすることは良いかなと思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 


