
 

JSCA 九州支部 令和元年度 第 1 回役員会議・議事録（2019・726） 

        

日  時 2019 年 7 月 26 日（金）役員会 15:00～16:30    

場 所 

西日本工業倶楽部  

住所：北九州市戸畑区一枝 1 丁目 4-33 

問い合わせ先  TEL 093-871-1031 

 

 

出席者 

今林支部長、重松副支部長、松下副支部長                         3 名 

吉村、尾宮、宮田、原 浅田 各幹事・顧問                         5 名 

都筑、上野、小林、木村、石井、奥野、安達、松田、大塚、福田 

                                     各委員長・部会長    10 名 

牛尾、金子、岡﨑、甲斐、山本、和田、中村、小波津 各地区幹事           8 名 

松岡、向井、平川、谷口、岡本、本坊 各地区会事務局                 6 名 

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

計 36 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．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. その他 

  デザイン発表会ワーキングチーム（重松） 

構造デザイン発表会2020in沖縄 に向けたスタッフ研修について（重松） 

法人化30周年イベント（安達・大塚） 

支部長会議（6/5）、本部理事会・総会（6/18）の報告（支部長） 

財務について（支部長） 

地区会開催行事への支部予算補助（支部長） 

持ち回り役員会（支部長） 

九州沖縄ブロック協議会（支部長） 

  拡大役員会（事務局） 

  役員会スケジュール（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・新井） 
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1. 支部長挨拶 ---------------------------------------------------------------今林支部長 

・令和となり新体制となって初めての役員会になります。役員の皆様、宜しくお願い致します。

北九州地区会員の皆様、開催準備ありがとうございます。去年より始まりました、地区開催役員

会における地元の建築関連の先生・行政の方よりのご講演、今日は公益社団法人文化財建造物保

存技術協会の今岡武久様より、門司港駅や宗像大社などの改修に関するお話をお聞きします。楽

しみにしています。 

・5月24日の総会でも申し上げましたが、支部長就任にあたり一つのテーマとして「かかわり 

を強くする」を挙げさせて頂きました。講習会や講演会にてこれまで以上に活発に議論するこ

とで、元気なJSCA九州として行きたいと思っています。今日の役員会においても、皆様からの

報告に対して時間の許す限り私もコメントしたいと思っています。 

・今年度の大きな行事として「JSCA法人化30周年記念事業イベント」を九州支部においては 

11月 22日と23日に行います。本イベント実行委員の大塚さんと安達さんを中心に準備が 

着々と進められており、11月22日には拡大役員会後に支部功労者表彰を行います。 

そして翌23日には目玉イベントとして、九州構造デザイン発表会および九州建築家とのパネル

ディスカッションを行います。パネルディスカッションはJSCA以外とも「かかわりを強くす

る」目的に行い、建築士会・建築士事務所協会・建築家協会の3団体にパネラーの推薦を依頼

中です。建築家と構造家の活発な議論の場としたいと思います。この23日はJSCA会員だけで

なく広く関連建築団体や行政や大学などにもお声をかけて、JSCA九州をアピールする場ともし

たいと思っています。 

・支部の財務状況については、皆様のご尽力のお陰で賛助会員および講習会収入の増加により少

しずつ健全化して来ていますが、今年度は30周年イベントもあり、引き続き皆様の協力をよろ

しくお願いいたします。正会員・賛助会員の増強と講習会等事業収益の確保です。 

・JSCA九州の活動は事務局の皆さんのご尽力で成り立っていることを忘れてはいけません。 

役員会原稿の速やかな送付など、事務局への皆さんの協力を何卒宜しくお願いいたします。定

期的に支部長・副支部長・事務局でのランチミーティングなども行い、情報の共有なども図っ

ていきたいと思っています。 

 

 それでは、役員会での活発な議論を宜しくお願い致します。 

  

 

2. 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）講習会費に関して、九州支部の賛助会員は、会費を別途徴収させて頂いて

いるのでJSCA会員と同額とする。 

   ・（技術委員会より）WEB講習会の開催が8月の最初の土曜日になる予定。（正式な内容に関しては、こ

の後報告予定） 

   ・（設計部会より）「建築構造材料としての鉄骨製品についての勉強会」開催で、JSCA会員以外で4割程

度の参加者があった。大分地区の河野様より、大分でも開催したいとのことで勉強会資料を渡す。 

   ・（鉄筋コンクリート系部会より）9月に西日本圧接業協同組合に協力してもらい圧接の講習会を行う予

定。 

   ・（沖縄地区会より）適判の物件数が3月において通常の倍近くの数になっており、消費税増税の影響で

はないか。 

   ・（鋼構造サブネットワークより）プロモーションビデオが出来上がったので、どこかで視聴会を開催予

定。来年度の予算をとって、若手の人向けへの構造展の様なものを開催予定しており、シニア部会や青

年部会へ参加メンバーを募りたい。 

   ・デザイン発表会in沖縄に関して、収益を上げるための施策が必要（広告費・参加者の増加）。各地区

会にどの程度の参加者が見込まれるか知らせてもらいたい。 

 
2



   ・JSCA法人化30周年記念事業（九州）に関して、11月上旬に本部の30周年イベントが開催され、その1

～2週間後に九州で開催の流れとなる。懇親会には賛助会員にも参加してもらう。構造デザイン発表会

には、構造だけでなく、意匠・設備・学生等関係者全般に参加を募集する。（この後、詳細を報告予

定） 

   ・改訂業務報酬基準説明会DVD及びテキストが本部より各支部へ配布されており、DVDの貸し出し希望が

あれば事務局に連絡下さい。 

   ・九州沖縄ブロック協議会が秋少し前に声がかかります。福岡開催になりますので、地区会のご担当者に

はご用意お願いします。 

 

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)  

     0419 日本建築積算協会九州支部2019年度九州支部定時総会 1名 

     0420 日本建築家協会九州支部・福岡地域会2019年度通常総会・懇親会 1名 

     0517 福岡県建設業協会2019年度定時総会・懇親会 1名 

     0520 福岡市建設業協会2019年度定時総会・懇親会 1名 

     0525 日本建築学会九州支部2019年度通常総会 1名 

     0528 福岡県鉄構工業会第42回通常総会懇親会 7名 

     0530 福岡県建築士事務所協会平成31年度通常総会懇親会 1名 

     0605 令和元年度全国鐵構工業協会九州支部通常総会懇親会 5名 

0607 福岡県建築士会 平成31年度元年度定時総会・懇親会 1名 

0608 2019年度日本建築学会九州支部構造委員会「鋼構造部会」第18回定例会 3名 

0614 福岡県建築士会福岡地域会 平成31年度懇親会 1名 

 

.九州支部 

0412 九州支部合同部会   29名 

0422 九州支部事務局会議  5名 

0508 九州支部三役・事務局会議  12名 

0524 九州支部総会 

0525 JSCA会ゴルフコンペ 

 

.技術委員会活動 

 (応答制御設計部会)  0419   現場見学会 

           0523 免震・制振建物普及イベント 

           0629 免震建物想定地盤調査及び入力地震動講習会（基礎地盤系部会共催） 

（鉄筋コンクリート系部会） 0419 現場見学会 

（鉄骨系部会）    0418 講習会 

（木質系部会）    0705 山田憲明氏講演会 

（青年部会）     0530 見学会 

（なでしこ会）    0615 中規模木造建築物見学会 

（広報委員会） 4月 Structure4月号「支部だより」 

5月 ﾒｰﾙ版 42号（総会号） 

  

.地区会活動 

（沖縄） 0410 張弦梁の勉強会 

        0628 奥野親正氏講演会＆パネルディスカッション 

（長崎） 0605 増田一眞氏講演会 

（佐賀） 0706 講演会 
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4.事務局・委員会報告 

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

・（一財）福岡県住宅センター、九州住宅保証（株） 様から補助金をいただき、講習会を開催しました。

詳細は木質系部会から報告があると思います。 

・8月3日に本部の定期講習会のWeb（配信）講習会を福岡で開催します。詳細は後程、設計部会から

報告があると思います。 

・講習会が今後多く開催予定です。詳細は各部会にて報告して頂きます。 

    ・地区会の領収書の但し書きに関して、「飲食代」や「食事代」という表現は避けて頂きます様、

お願いします。 

 

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

 

・ 九州支部会員について 

現在（2019/6）、395名（正会員：374名 学術会員：11名 一般会員：9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。 

新規入会は 2 社（㈲テクニカル九州、隆テック㈱）。 
JSCA 九州支部HP の「企業 PR コーナー」には、現在 2 社掲載中。 
 

    ・ 11 月 22 日 第 2 回拡大役員会後に賛助会員との交流促進を目的とした懇親会を開催予定。 
 

・ JSCA会ゴルフコンペについて 

11月初旬の土曜日に第78回JSCA会ゴルフコンペを開催予定です。 

 
・ JSCA年間日程表について （P.14 巻末資料.1 参照） 

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 

 

今後の予定 

・８月 ３日・・・2019年度JSCA建築構造士講習会(WEB講習会)(個別で申込必要：受講料6,000円） 

         会場：アクロス福岡608会議室（定員57名） 

         「東京オリンピック、パラリンピック施設の構造設計」 

         １）(仮称)オリンピックアクアティスセンター<水泳>設計 

         ２）(仮)有明アリーナ（バレーボール）設計 

         ３）(仮)新国立競技場設計 

         ４）(仮)有明体操競技場設計と1964年東京オリンピック、パラリンピック施設設計 

        ・基本的には、本部技術委員会が取り仕切る 

        ・九州支部は、会場選定・運営、受講者募集を行う。 

・２月１４日・・・本部と九州支部合同技術委員会…調整中 

         本部参加者15名程度 

         午後：現場見学 

         16:00～：技術委員会 

         18:30～：懇親会 

        ・九州支部役員と技術委員会各委員長・部会長の参加者を募る（人数確定） 

        ・現場見学、技術委員会会場、懇親会会場の選定 
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・２月１５日・・・本部技術委員会員と合同ゴルフコンペ（毎年色々な地域を回って開催されている） 

        ・場所の選定 

        ・九州支部参加者を募る 

        ・誰か企画を手伝ってください。（吉村はゴルフしないので…） 

 

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

 

・３／４「建築構造材料としての鉄骨製品についての勉強会」開催以降、活動無し 

・今後の予定 秋頃の講習会開催に向けて内容を検討中。 

 

 

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

１．講演会 

＜実施済＞ 

・免震構造を想定した地盤調査計画と設計用入力地震動について：基礎地盤系部会と合同開催 

2019年６月29日 

参加費：2,000円/人（非会員3,000円/人） 参加者47名  開催場所：エイムアテイン博多駅東 

 

２．勉強会 

＜計画中＞ 

・告示免震設計勉強会（第一回） 

2020年２月頃 

参加費：1,000円/人 人数25名程度 開催場所：福岡市内 

 

３．見学会、技術交流会 

＜実施済＞ 

・ザ・パークハウス福岡タワーズ現場見学会：鉄筋コンクリート系部会と合同開催 

1.日程 4月19日 15:00～17:00  

2.場所 福岡市シーサイドももち 

3.人数 参加人数30名 1,000円/人 

4.概要 WEST棟：地上25階を施工中、高強度PCa、コア壁など 

     EAST棟：免震装置を設置中 

・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23日 10:00～17:00  

2.場所 福岡市イムズスクエア 

3.人数 参加人数約120名 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)ブリヂストン免震体験車試乗会 

＜計画中＞ 

・免震建物の普及イベント共催  主催：住宅情報プラザ福岡（住まいるフェア福岡2019） 

1.日程 10月予定（見送りで10月以降） 

2.場所 福岡市キャナルシティ博多前 清流公園 

3.人数 参加人数約200名予定 無料 

4.概要 a)ＴＨＫ株式会社免震体験車試乗会 
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   基礎地盤系部会 ------------------------------------------------------小林部会長 

 

  6 月 29 日・・・「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」 

参加人数 42 名（JSCA 会員 35 名+会員外 12 名）、欠席 5 名 

講師：東京ソイルリサーチより 3 名（東京本社より 2 名、九州支店より 1 名）の他、 

九州支店と広島支店より 9 名の応援あり。 

             （5 名のキャンセルが出たことにより、収支がギリギリになった。事前振込等何らかの

予防策が必要では？ → 事務局の方で今後対応策について検討する。） 

 ・今後の予定 

昨年と同様、「2019 年度 建築基礎設計の実技講習会」（主催：基礎構造研究会、共催：

JSCA）を計画中。 

昨年までは土曜日で開催しているが平日でも可（その方が参加しやすいとの声有り）。 

本年度は講師 1 名で対応するため上限を 15 名とする。 

過去３年は福岡にて開催しているので、地区会での開催の希望があれば検討したい。 

（参考：JSCA 中国支部共催で 7/13 に松江にて開催） 

参考資料：昨年の開催案内（ P.15 巻末資料.2 参照） 

→地区会で開催希望があれば連絡下さい。 

 

 

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

                                                       

・ ９月２８日・・・「鉄筋継手勉強会」開催予定（共催：西日本圧接業協同組合） 

講師：（元）ムサシ設計取締役技術部長 吉野次彦 

募集人員：４０名程度 

内容：継手デモンストレーション（体験会：ガス圧接継手、溶接継手、機械式継手） 

・ ２月予定 ・・・ＲＣ構造の工事監理に関する勉強会（計画中） 

 

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

                                                       

  ４月18日 講習会「 今、役に立つ鉄骨最新技術 」  

15：00～17：00 総合資格学院 天神校 36名の参加 

 

    ・今後の予定 現場見学会 （候補があればお知らせ下さい） 

 

 ・副部会長 

古賀威信（大成建設九州支店） 井手文雄（鹿島九州支店） 

補助 山本能之（鹿島九州支店） 

 

 

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

                                                  (代理向井副部会長) 

 

・７月５日に講演会「木造建築物の構造計画と事例」を開催 

講師は山田憲明構造設計事務所  代表取締役 山田憲明 氏 

 出席者：１１４名 講演会後に懇親会を実施 

    （最終参加人数→43名：JSCA会員、54名：JSCA会員他、7名欠席） 

・今後、勉強会や講演会を行う予定。 
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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） 

今後の予定 

・ ８月２８日・・・ＰＣａ工場（ピーエス三菱 久留米工場）見学 （8月初めに案内配布） 

・ 日時未定・・・・ＰＣａ現場見学（9月10日で調整中） 

 

 

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

 

・ 6月25日・・・第１回耐震改修部会を開催 

・今後の予定として、耐震改修部会での木造五重塔に関する講習会を1月～３月に予定している。 

 

 

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

 

・ ５月１７日・・・第１回 定例部会＆懇親会 久米設計 九州支社にて、出席10名 

         本年度の体制・活動計画、Structure152号編集に関する協議 

（盆明けを目途に本部に原稿送付→構成→再度修正～の流れになる予定） 

・ ７月１９日・・・Structure152号編集会議＆暑気払い ビアガーデンにて、出席15名 

 

今後の予定 

・  ８～１０月頃・・・３０周年記念イベントの実行委員会を立上げ、企画を進める 

 

 

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

 

・ ４月１６日・・・ミーティング（2019年度活動計画） 

・ ５月１４日・・・ミーティング（サミット準備） 

・ ６月１５日・・・サミット 

        中規模木造建物見学会 

        場所：工芸社・ハヤタ（BP材、TKS構法）、三加和小学校 

        参加者：16名（木質系部会や青年部会も参加） 

・ ７月１７日・・・ミーティング（サミット反省会 等） 

 

 今後の予定 

・ ８月２４日頃・・・暑気払い（福岡大学の先生を招く予定） 

・ ９月１４日頃・・・サミット（今林支部長を招いて） 

・ １０月１６日頃・・ミーティング 

・ １１月１２日頃・・ミーティング 
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シニアアドバイザー部会----------------------------------------------大塚部会長 

 

・実験結果報告会の予定について 

格子梁母屋を用いた構造システム（九州第一工業㈱により提案:軽量角形鋼管を斜め格子状に溶接組み

立てし、鉄骨梁へプレートを介して溶接結合した格子梁母屋架構）の台湾国立地震研究所における鉄骨

構造座屈実験報告会については、評定が完了したとのことで本年2019年秋頃の開催にむけて調整中で

す。 

 

・体験学習(出前講座)について 

また、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

計の楽しさを体験させて将来の仲間を育成するための体験学習(出前講座)を計画中です。現在、福岡市

内、北九州市の小・中学校へアプローチ中で、何を教えるか、何を体験させるか、どのような手段で分

かり易く、誰が教えるか等について議論・検討中です。興味のある方のご参加をお待ちしております。 

       出前講関連係報告（尾宮氏より） 

テーマ「力のしくみ発見」：日田市南部中学校（来年開催）,福岡市老司中学校来年1月30日開催 

       出前講座関連報告（沖縄地区会小波津氏より） 

例として建築士会が音頭をとって、折り紙建築（構造クラフト）の授業を子供対象として開催 

 

 

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

                                                       (代理 恵藤) 

・４月１２日・・・技術委員会部会合同会議に出席。 

・５月 ８日・・・総会準備打合せに出席。 

・５月２４日・・・総会前に第１回委員会を開催。総会時の役割分担、メール版の役割分担の確認。 

・６月１９日・・・メール版42号（総会号）JSCA九州のHPアップ 

 

 ・今後の予定として９月にメール版43号（役員会in北九州、構造作品展（長崎）など） 

 

Structure7月号よりstructure紙面の見直し（構造家アラカルト、弁護士だよりなどの連載記事の終了

に加え、委員会だより、支部だよりの毎号の掲載も終了）が行われた。 

催し等の委員会および支部の活動報告は、従来の通り「TOPICS」という頁が用意されており、各号発行

の 3 ヶ月前までに本部事務局を通して編集委員会に連絡とのこと（本部編集委員会の丸川委員長より）。 

 

 

 

部会長他への連絡（今林支部長より） 

   今年の協賛金10万円（福岡県建築住宅センター＆九州住宅保証より）は、木質系部会の講演会に

充てたが、もう1回分協賛することも可能とのこと。但しスキルアップのための関連行事に限る。 
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5．地区会報告と事業計画 

 

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

 

2019年 

・6 月 28 日 琉球大学にて学生向け勉強会「奥野親正（ちかまさ）講演会＆パネルディスカッション」開催 
         講師は構造デザイン委員会 委員長の奥野親正氏 
         所属：㈱久米設計 環境技術本部・構造設計部 副部長 
  ・6 月 28 日 奥野さんを囲んでの懇親会 
  ・6 月 29 日 コンベンションセンター裏トロピカルビーチにてビーチパーティー開催 

・8 月 14 日 沖縄地区会定例会予定 
・10 月 講習会予定 

 
・診断については、……３件 
・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 

 

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

 

・ 6 月 17 日・・・役員会を開催した。 

・ 鹿児島市から耐震アドバイザーの依頼があり、地区会より 5 名選出した。 

 

・ 8 月 7 日・・・例会を開催予定。 

・ 10 月・・・かごしま住まいと建築展に出展予定。(資料展示、耐震相談) 

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

・ 2020 年 2 月・・・審査機関と勉強会を開催予定。 

 

 

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

                                   

・8月初旬予定・・・第1回例会及び暑気払い会 

・10月初旬予定・・・第1回研修会  

・12月初旬予定・・・第2回研修会（鉄鋼工業会との合同研修会） 

 

会員の増減  

昨年度に2名の退会者がありましたが,6月に正会員1名が加わり 

宮崎地区会の現在の総会員数は20名です。 

 又,7月中旬現在において,後2名が会員登録の申請をすると聞いております。 

（JSCA地区会会員の高齢化が進み、若者の入会が急がれる。若い建築士の人数を確保すべく、

建築士試験の受験条件や試験レベル等について、本部の方への働きかけが出来ないか。） 

 

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

 

     ・9 月 20 日に「日本製鉄グループ技術説明会」の講習会を計画しています。 
・11 月 15 日から 11 月 17 日にかけて東京オリンピック関係施設の見学会を計画しています。当初はオ

リンピック関連施設の工事中の現場見学が出来ないか多方面の方にお願いしたのですが難しいという

ことで、関係施設を外部から見て回る東京見学会みたいな感じになりました。 
 

・会員について総会後に１名新入会があり今年は２名の会員増となりました。 
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大 分 ---------------------------------------------------------------山本幹事 

 

・各委員会報告と要望 

  支部に各委員会があるが大分地区会内にも同様の委員会を設置した。 

支部と地区会の委員会の関係を次の様に考える。 

支部委員会に参加し情報を地区に持ち帰り会員に報告をする。 

 

6 月 19 日 大分地区総会「J:COM ホルトホール大分」 午後 17 時 19 時  

出席者 10 名、委任者 9 名、オブザーバー8 名 

7 月 10 日 大分地区役員・理事会「J:COM ホルトホール大分」 午後 18 時 20 時  

出席者 9 名、委任者 2 名、欠席 1 名 

別紙  （P.16 巻末資料.3 参照） 

 

 

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

 

・ 4月11日（木）：第22回長崎地区 総会および懇親会を開催しました。 

          議題：活動および収支報告、今年度の活動計画 

          場所：ホテルモントレ長崎 

          時間：16：30～ 

・4月22日（月）：講演会開催の第1回準備会を開催しました。 

・5月10日（金）：準備会開催 

・5月21日（火）：準備会開催 

・5月31日（金）：準備会開催、展示用パネル等を作成しました。 

          

・6月4日（火）～6月6日（木）：増田一眞氏講演会・作品展を開催しました。 

名   称：建築工法の変革－構造から現代建築への提案－ 
講 演 者：増田一眞氏；増田建築構造事務所 代表取締役 
講演会日時：2019 年 6 月 5 日（水）14：00～16：30 
作品展日時：2019 年 6 月 4 日（火）13：00～19：00 

         2019 年 6 月 5 日（水） 9：00～19：00  18：00～懇親会 
      2019 年 6 月 6 日（木） 9：00～15：00 

会  場：NBC 別館ソシア 3F メディア・スリー 

       来 場 者：102名、懇 親 会：33名 

 

今後の予定（計画中） 

・第2回例会 

日本製鉄グル－プによる技術勉強会 

  9月 5日(木) 

 

 ・第3回例会 

  ㈱建築構造センタ－判定本部長 加藤重信 様による講習会（適合性判定の内容に関して） 
  11月中 

 

・会員が2名増えました。 
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佐 賀 ---------------------------------------------------------------金子幹事 

 

・5月16日・・・ 地区総会を開催した。 

・ 7月6日・・・ 山田憲明氏講演会を開催した。47名参加 （7割が意匠系の参加者） 

・10月    ・・・ 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） 

・12月     ・・・ 地区例会（忘年会） 

・日程未定・・・ 格子母屋工法（九州第一工業㈱）技術勉強会・工場見学会・現場見学会 

  ・診断については、……  0棟 6月末 

  ・適判については、……39棟 （建設技術支援機構9棟、建築構造ｾﾝﾀｰ 30棟）4/１～6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 

                        （木造、レンガ造など） 

                 懇親会（西日本工業倶楽部のビヤガーデンを予定） 

 

   地区  R 1年 8月6日（火） 北九州市行政連絡会議(北九州建築六団体で参加) 

                 場所 ： 市役所内  

                 参加 ： JSCA 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(北九州建築六団体で参加)：ERIが音頭 

                  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 

                       時間  13:00から17:30  

                       内容   内容未定 

                  懇親会： 未定 

 

   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 

    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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６．その他 

■ デザイン発表会ワーキングチーム （重松副支部長より）  

 

沖縄開催の構造デザイン発表会 2020 について 

・４月２６日・・・本部構造デザイン WG 会議に「３会場比較」「収支黒字ライン」等の資料を改めて提出。 

・６月２５日・・・本部構造デザイン WG 会議に「沖縄コンベンションセンター」を会場候補として絞り予算書を再度提

出。 

・７月１０日・・・会長会議にて協議 

・７月２６日・・・運営会議にて協議予定 

 

・参加者を増やすための企画（発表会翌日に沖縄建築ツアーを実施するなど） 

・参加人数の把握をしたい、各地区から何名参加予定か重松まで連絡いただきたい。（週明け 29 日頃までに会員、

非会員で分けた人数を連絡して下さい。収支の確認のため） 

 

JSCA30 周年の構造デザイン発表会について 

・発表者を募集開始。詳細は、今後調整していく予定。 

  

■ 構造デザイン発表会2020in沖縄 に向けたスタッフ研修について   （重松副支部長より） 

・沖縄で開催の構造デザイン発表会に向けて、スタッフの経験値を上げるため、本年度開催の構造デザイン発

表会の見学を計画してはどうか。どの位の人数で誰が行くか。交通費補助の程度（九州デザイン発表会の補助

金の余りを充てる予定）。 

 

■ 法人化30周年イベント  （大塚部会長、安達部会長より） （P.17～21 巻末資料.4、5 参照） 

 

■ 支部長会議（6/5）、本部理事会・総会（6/18）の報告 （今林支部長より） 

（P.22～36 巻末資料.6、7、8、9 参照） 

 ・2019年法人化30周年記念事業のフライヤーとパネルデータが提示された。 

 ・JSCAの新組織が総会で承認された。（JSCA新会長 常木康弘さん） 

 ・JSCA勧誘パンフレット  （P.37 巻末資料.9 参照） 

 

■ 財務について   （今林支部長より） 

・講習会および講演会の会費は、会員2,000円 非会員3,000円を基準ラインとし、収益を 

確保できる計画とする。収益確保には参加者を増やすことがポイントとなる。募集案内チラシを写真入りの

興味が湧きそうなものにするなど、各部会・委員会で工夫して頂きたい。また、引き続き賛助会の勧誘をよ

ろしくお願いします。 

 

■ 地区会開催行事への支部予算補助   （今林支部長より） 

・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・市民および他団体との交流促進に有益な行事であること。 

・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。（今年は北九州に配分決定済） 

 

■ 持ち回り役員会   （今林支部長より） 

・来年はJSCA構造デザイン発表会2020の前日に沖縄で持ち回り役員会を開催したい。 

 役員の皆様には翌日の発表会でコメンテーターをお願いすることになると思います。 

 構造デザイン発表会は11月前半頃の予定であり、来年度は第1回役員会を福岡で7月に 

行い、それを拡大役員会（賛助会との懇親も）としたい。 

  →来年度も第2回を拡大役員会として賛助会との懇親を図るという考えもあるのでは？但し交通費の補

助の問題もあるので、熟考して頂きたい（原顧問より） 
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■ 九州沖縄ブロック協議会（九州設計4団体懇談会）   （今林支部長より） 

・昨年度までは3団体懇談会にオブザーバーとして参加していたが、今年度からJSCA九州も 

正式参加して4団体懇談会となる。10月末頃に福岡で行われる予定で、支部長・副支部長 

および各地区会幹事にも参加をお願いしたい。 

■ 拡大役員会   （事務局より） 

・今年度も拡大役員会を11月の第2回役員会とする。 

・拡大役員会終了後、賛助会にも参加を要請してより多くの参加者で懇親会にて親睦を図る。 

 

■ 役員会スケジュール   （事務局より） 

・第2回拡大役員会（福岡） 2019年 11月22日（金）予定 

・第3回役員会（福岡）   2020年 3月 13日（金）予定 

・総会（タカクラホテル）  2020年 5月 22日（金）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 新井より） 

（P.38～45 巻末資料.10 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のサンプルを巻末に添付。記載

内容で間違いの多い部分に関して再度説明。 

・事前議事録作成依頼、メール配信BCCについて。 
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