
 

JSCA 九州支部 令和３年度 第 2 回役員会議・議事録（2022・0127） 

          

日  時 2022 年 1 月 27 日（木）役員会 15:30～17:40   

場 所 

 

Web 会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席者予定者 

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

吉村、石井（孝）、川崎、浅田                                各幹事    4 名 

都筑、上野、蓜島、木村、宮﨑、香月、安達、松田、伊藤（淳）、福田（顕） 

       各委員長・部会長   10 名 

平嶋、西村、髙山、小林（弘）、前田、毛利、和泉、田原、荒木、石井（幹） 

                                          各副委員長、副部会長  10 名 

 

牛尾、金子、平川、甲斐、山本、和田（哲）、白坂、小波津            各地区幹事   8 名 

松岡、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 47 名 

 

 

 

 

 

予定議題 

 

1. 支部長挨拶（支部長） 

2. JSCA構造デザイン発表会in沖縄 今後の予定（重松副支部長） 

3. キャンセル料の支払い（事務局） 

4. 地区会補助10万円の扱い（支部長） 

5. 発表会延期に伴う今後の行事予定（支部長） 

6.  第 1回役員会議事録の確認(事務局) 

7． 前回役員会以降の事業報告 

8． 事務局・委員会報告（状況報告・意見他） 

9． 地区会報告と事業計画（状況報告・意見他） 

10. その他 

  JSCA 西日本地区の支部間WEB懇談会 

   
 

 

 

 

(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九州支部の活動にご尽力いただき誠にありがとうございます。 

久しぶりに役員皆様とお会いできるはずの令和3年度第２回役員会がまたもやWEB会議となってしまいまし

た。これまで本当に長い間に渡り開催に向けて尽力し続けて来て頂いたWGおよび沖縄地区会の皆様にとりま

しても3回目の延期は断腸の思いと存じます。必ずや今年実施できるよう、もう少し頑張っていきたいと思

います。 

・今日の役員会は進行を少し変えます。 

先ず、構造デザイン発表会延期に伴う諸問題（総会/役員会、キャンセル費用etc）から報告/協議を行いま

す。その後に、いつものように各委員会・部会・地区会からの報告を頂きます。  

・それでは、皆様からの自由な忌憚ない意見や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. JSCA 構造デザイン発表会 in 沖縄 今後の予定 ---------------------------------重松副支部長 

 

デザイン発表会ワーキングチームより 

 

・ 「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 

２０２０年１１月１３日（金）1回目延期 ⇒ 

２０２１年 ９月２２日（水）2回目延期 ⇒ 

２０２２年 １月２８日（金）3回目延期 ⇒ ２０２２年 ６月末日までの間で日程調整 

 

・ 新型コロナウイルスの感染拡大による度重なる延期で3回目の延期となりました。沖縄での感染拡

大ということもあり沖縄コンベンションセンター様から特例で６月末日までの延期調整を提案いた

だきました。 

・ 第６波といわれている全国の感染状況をみながら日程を調整する予定です。 

 

＜これまでの活動記録＞ 

・ ２０１７年１０月 東京開催のデザイン発表会懇親会で九州で開催したい旨を宣言 

・ ２０１７年１１月 福岡・沖縄の２地区で会場候補を選定、支部として沖縄開催を希望 

・ ２０１７年１２月 今林副支部長（当時）と青年部会部会長 重松・副部会長 新井・安達（当時）

で会場比較資料を作成 

・ ２０１８年２月２０日・・・2020 沖縄開催についてデザイン発表ワーキングチーム（今林、重松、

新井、安達、高山、福田）で初打合せ。 

・ ２０１８年４月〜２０１９年８月・・・本部構造デザインWG会議向け資料を毎月作成（「会場比

較」「収支黒字ライン」等の資料など） 

・ ２０１８年１０月１２日（金）・・・名古屋開催のデザイン発表会を視察 

・ ２０１９年９月・・・本部運営会議にて会場選定 

・ ２０１９年１０月１８日（金）・・・東京開催のデザイン発表会を視察、沖縄開催をＰＲ 

・ 本部ＷＧ（東京⇔福岡・沖縄Ｗｅｂ）これまで２３回実施 

（主に重松、安達、沖縄地区(小波津、島袋、東江、比嘉、新川、安里)で参加） 

・２０２０/０１１０、０２２６、０３２４、０４２８、０５２８、０６３０、０７２８ 

・２０２０/１２０８、２０２１/０１１２、０２１０、０３０９、０４０８、０５０７、０６１０、

０７０８、０８０３、０８２４、０９０９、１００６、１１０４、１２０９ 

・２０２２/０１０６、０１１３、０１２７（予定） 

・ 支部ワーキングチーム会議（福岡⇔沖縄Ｗｅｂ）これまで１３回実施 

（福岡：重松、安逹、松田、高山、宮﨑、向井、新井、江口、福田、都筑、石井、堀 

沖縄：小波津、島袋、東江、比嘉、新川、安里＋今林支部長、松下副支部長、恵藤事務局長） 

・２０２０/０１１６、０２１２、０３２４、０４０２、０４３０、０６０４、０７０２ 

・２０２１/０６１７、０６２９、０７２９、１１１１、１１３０、１２１７（支部） 

・ ２０２１年１２月１７日（金）支部準備会議（Ｗｅｂ）にて実施（約60名参加） 

 

・ 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。 

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） 

・ 発表申込者数は、１３３名の予定であった。日程変更後の追加募集は行わない。 

・ 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引き続き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。 

 

 



 

3. キャンセル料の支払い -------------------------------------------------------事務局 

 

   [ 支払方法に関する意見 ] 

   （鹿児島地区会 白坂幹事より）構造デザイン発表会in沖縄が年内開催されるという条件で、どうして

も早めにキャンセル料の支払いが必要な方のみお支払い（振込）する様にして、それ以外の方には構造

デザイン発表会の際に手渡す方法としてはどうか。 

     →（結論として）事前支払いが必要な方は2月5日まで連絡を頂き、連絡のない場合は現地（沖

縄）で精算する。 

 

 

4. 地区会補助 10 万円の扱い ---------------------------------------------------今林支部長 

   デザイン発表会の準備等で色々と沖縄地区会の方に負担が生じているので、今年度の地区会補助金を沖

縄地区会へ補助してはどうか？ 

    →特に異議無しより、沖縄地区会へ10万円を補助する。 

 

 

5. 発表会延期に伴う今後の行事予定 ---------------------------------------------今林支部長 

    3/11：令和3年度第3回役員会（福岡） 

    4月後半：令和4年度合同技術委員会（福岡のみ） 

    5/20：支部総会（福岡ガーデンパレス）発表会/記念講演会/懇親会をどうするか？ 

    6/3：（仮）令和4年度第1回役員会（沖縄） 

    6/4：（仮）構造デザイン発表会 

 

    構造デザイン発表会の日程については、3月27日（日）と6月4日（土）を仮押さえしている。但し

時期的なものを考えると、3月27日（日）の実施は難しいだろうと考える。現実的なところで6月4

日（土）が最有力となると、6月3日（金）が役員会となるので、役員会メンバーは一応予定をしてお

いてほしい。本日の本部WGで開催日の方向性が決まる予定。 

    6月 3日をJSCA九州支部総会と兼ねることも考えたが、実施に向けての準備等を考えると難しそうで

ある。 

 

   （重松副支部長より）本部WGとのやり取りで、デザイン発表会を平日に開催してはどうかという意見が

出ている（日曜日は会社のパソコンが使えないといった状況もある様です）。月

曜日や木曜日にデザイン発表会を開催することに関して、皆様に意見を伺いたい。 

   （大分地区会 山本幹事より）平日開催については賛成。昨年の状況を思い出してみると、6～7月のコ

ロナ感染者数は少なかったが、5 月末は多い状況であったことを考えると、

役員会と総会をセットで行うのは（両方開催出来ないという状況も考えら

れ）避けた方が良いのではないか。 

   （沖縄地区会 小波津幹事より）出来たら6月に開催で進めて行きたい。6月だと梅雨時期だが、かりゆ

しウエアが十分に着れる温かさになる。 

   （今林支部長より）本部WGの情報を事務局の方から地区会メンバーに配信する様にしてもらう。 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

   ・（事務局より）9月21日～22日に開催予定であった沖縄旅費等の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） 

   ・（技術委員会BIM-WG委員会へ今林支部長より）BIM-WG委員会の活動について、実務部会の活動報告

をホームページに載せることは出来ないか？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う。 

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

行きたい。 

   ・（設計部会より）適判意見交換会を、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団体には意見を聞いてほしいとの要望があった。 

   ・（設計部会より）構造計算プログラム特性比較講演について、会場での開催という内容まで決めてい

るが、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ようにしたい。 

   ・（応答制御設計部会へ今林支部長より）見学会や技術交流会については、他団体（他部会）とのコラ

ボ企画でも良いと思う。 

   ・（基礎地盤系部会へ尾宮顧問より）地盤調査ハンドブック勉強会について、この勉強会に使用する資

料は配布予定？ 

     →（蓜島部会長より）資料をまとめた段階でどうするかを考えたい。 

   ・（鉄筋コンクリート系部会より）配筋標準図勉強会を開催予定で、12月に一部改正が行われた。 

     →（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

いる。 

   ・（鉄骨系部会へ今林支部長より）「博多区役所建て替え工事・現場見学会」について、写真等の活動

報告をHPにアップして頂きたい。 

   ・（特殊構法部会より）工場検査にWEB活用は増えてはいるが、WEBのみだと画質の問題もあって、色

合い・風合い等伝わりにくい部分もある。 

     →（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

工場検査は難しい面もあるかと思う。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ほしい。 

   ・（耐震改修部会より）講習会の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。 

   ・（青年部会へ重松副支部長より）第一回WEB座談会【木造編】の参加者は福岡の人のみか？今後福岡

県外の方にも参加して頂く様にしてみてはどうか。 

     →（安達部会長より）今回は福岡のみの参加です。 

   ・（青年部会へ今林支部長より）今後の活動予定に関して、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う。 

   ・（なでしこ会より）月例ミーティング（WEB形式）には、県外からの参加もあった。 

   ・（なでしこ会より）アイス棒タワー大会参加の福岡大学学生による報告会を予定。11月が最終選考。 

     →（今林支部長より）WEBで行ったらどうか？出来たらその方向で計画して頂きたい。 

     →（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る。 

   ・（構造デザイン部会より）2022年度実施予定の見学会等は、動画配信になるかも。 

   ・（広報委員会活動に関して今林支部長より）委員会・部会および地区会の活動をA4板1,2枚程度にま

とめてHPに紹介することが会員への情報発信として有意義と思う。皆様からの情報投稿を福田さん

へ是非お願いしたい。 

 

 



   ・（沖縄地区会小波津幹事より）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、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

で調整をお願いしたい。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」）で探して頂きたい。 

→（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。 

   ・（鹿児島地区会へ今林支部長より）11月 21日開催予定の意見交換会・勉強会について、先生への謝

礼はどの様に考えているか？ 

→（白坂幹事より）地区会から支払う様に考えている。 

→（今林支部長より）地区会への補助金が活用できればと思う。昨年度も地区会活動補助金を活用

していないので、三役にて考えたい。 

   ・（宮崎地区会岡崎事務局より）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。WEB併

用も思案中。 

   ・（宮崎地区会岡崎事務局より）JSCAの旗などはないか？ 

→（事務局より）支部にはない様である。 

   ・（熊本地区会甲斐幹事より）7月～9月に行われた免震勉強会は、熊本地区会で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ある。内容は告示免震である。 

   ・（大分地区会山本幹事より）6月9日に木造部会ZOOMによる講習会を行ったが、この経験を元にWEB

の交流会を企画していきたい。 

   ・（大分地区会山本幹事より）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

して貰う様にする。 

→（安達部会長より）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

様にする。 

   ・（長崎地区会平川幹事より）他団体、他県へWEBを利用して参加範囲を広げていきたい。 

   ・（佐賀地区会へ今林支部長より）佐賀県鉄構鋼業会青年部会合同勉強会とは、どの様な内容の勉強会

だったのか？ 

→（金子幹事より）意見交換、情報交換の場という内容のものです。 

   ・（佐賀地区会金子幹事より）診断については、11月・1月・3月に3回の評定委員会が開催予定。 

   ・（北九州地区会牛尾幹事より）8月24日に開催された北九州市行政連絡会議はWEBで開催された。 

 

 

7. 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)  

    1001 九州・沖縄設計4団体懇談会       3名＋各地区会より参加 

    1018 令和3年度第1回福岡県気候風土適用住宅の運用基準検討会議  2名 

    1022 第 28回福岡建築倶楽部ゴルフコンペ（今年度幹事）  1名 

    1115 第 1回福岡県建築鉄骨協議会       7名 

    1207 令和3年度第2回福岡県気候風土適用住宅の運用基準検討会議  2名 

    1218 建築構造技術研究会           6名 

    0113 令和3年度第3回福岡県気候風土適用住宅の運用基準検討会議  2名 

    0126 福岡設計協同組合 令和4年度新年会   （中止） 

 

 



.九州支部 

1012 九州支部三役・事務局会議（Web会議）  6名 

1116 九州支部三役・事務局会議（Web会議）   7名 

1209 九州支部事務局会議（Web会議）     3名 

1217 準備会議（対面＋Web会議）       68名 

0112 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 

 

 

8. 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。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。 

・コロナに対する予防や、ワクチン・経口薬の早期開発・使用も望まれるところではありますが、コロナの波の

周期をにらんで行事の開催計画を立てることも大事になってきているのかなと感じているこの頃です。 

・昨年の10月22日に1年延期となっていた福岡建築倶楽部ゴルフコンペが無事開催されました。例年並み

の70名近くの皆様に参加して頂きました。JSCA九州支部からの参加者のほとんどが賛助会様となっており

ますので、来年以降会員の皆様にもご参加頂ける様、お声掛け頂けますと助かります。 

・「2021年福岡県建築倶楽部 新年の集い」に関しては、各団体へのアンケートの結果、「中止」が決定され

ました。 

・もう1つ、昨年から延期されていました「JSCA建築構造士試験」が、1月22日（土）に福岡商工会議所で行わ

れました。受験者は1名でした。コロナ感染者が増加している時期ですので、感染対策を十分に採った上

で、試験を行いました。 

・講習会等の開催に際し、皆様からお問い合わせのある会費の徴収につきまして、パスマーケットを利用し

た場合のイベント作成・購入要領の資料を、添付資料.4として掲載しています。今までにも本部からの資料

や、講習会を開催して頂いた役員会の皆様からの紹介資料を添付してきましたが、参考データは多い程

良いと思いまして、後ほど紹介いたします。（耐震改修部会香月部会長、参考データを提供頂きましてあり

がとうございます。） 

 

 

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

・ 九州支部会員について 

現在 383名（正会員：363名 学術会員：11名 一般会員：9名） 

 

・ 賛助会について 

11 月 30 日付で新たに「共英加工販売（株）」様が賛助会に入会されました。 
これにより、賛助会員数は現在総会員数 87 社。皆様のご協力ありがとうございます。 

  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.３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 9月～2022年 1月） 

10月 6日 JSCA本部技術委員会第４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（Webにて参加） 

 

② 本部技術委員会予定 

2月 2日 JSCA本部技術委員会第６回会議（Webにて参加予定） 

 

③ 支部から本部の委員会への参加について内規が設けられた。支部から別支部への参加も同様とする。 

１，支部会員で本部の委員会へ参加希望者は、本部委員会委員長と所属支部長に申しでる。 

２，本部委員会委員長は、参加希望者の参加可否を、委員会の運営状況と所属支部長の助言をもと 

に判断する。その際、支部ごとの偏りがないように努める。 

３，原則として委員会参加の旅費は支給しない。（旅費規定による） 

（今林支部長より）本部への参加は、資料作成や活動参加といった積極的な参加が出来ることが条

件です。 

 

④ 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本部でも同様の動きがあるため、しばらくは動向を見ることとする。 

 

⑤ JSCA本部議事都委員会 「失敗事例・べからず集」の作成協力 

・フォーマットをメールするので事例を紹介して頂きたい。（資料１参照） 

 

 

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

 

① 委員・会員（23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（正会員）  ：高尾 

（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、山本 

 

② 活動報告（2021年 9月～2022年 1月） 

12月より2回の委員会、3回の実務部会を実施した。 

 

10月 20日 第 6回委員会 

10月 20日 第 3回実務部会 

11月 15日 建築倶楽部ＢＩＭ推進協議会総会・システム部会 

      建築倶楽部ＢＩＭ推進協議会技術部会 

      福岡建築倶楽部ＢＩＭ推進協議会 

      （参加者：今林、上野、都市） 

12月  8日 第 7回委員会 

12月  8日 第 4回実務部会 初級者BIM演習 

 1月 12日 第 5回実務部会 初級者BIM演習（RC造） 

 2月  9日 第 8回委員会  （開催予定） 

 2月  9日 第 6回実務部会（開催予定）初級者BIM演習（S造） 



 

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 

・森山実務部会長、都市実務副部会長、小林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 

・森山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（賛助会員）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） 

・初心者向け実務演習を行う。RC造、S造を実施中（上級者会員が指導する） 

 （Revit 講習 Archcad 講習） 

・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）の講習会を企画中 

 

④ 上級者向け講習会 

・賛助会員の大塚商会さんの協力の元、基本編から上級者向けの Revit 講習会を企画していますが、

有償になるため皆様のご意見を伺いたいと思っています。（講習会案は次頁参照） 

 

（Ｒｅｖｉｔ） 構造設計実務者に向けての基礎講習 (案) について 

 

 昨年開催しました BIM 導入セミナーに引続き今年は基礎講習として、実際に BIM ソフトを操作し、

基礎習得を目的とした講習を予定しています。 

主催はＪＳＣＡ九州支部とし、協力会社として株式会社大塚商会(2021年にＪＳＣＡ九州支部賛助

会員として入会)にお願いし開催予定としています。 

１．目的 

・BIMの普及および利用推進  

・福岡県建築倶楽部BIM推進協議会への協力体制の構築 

・新人育成 

 

２．開催日 

  令和4年 4月～5月 （予定） 

 

３．対象者 

・JSCA九州支部会員が所属する会社および設計事務所（必須） 

・BIM(Revit)を今後使用したいと考えている方 

・新人研修として 

 

４．会場（開催形式） 

  Zoom Meetings または Microsoft Teams によるWEBライブ講習 

  （録画および再配信は無し） 

 

 



５．講義内容  

  別紙サンプル参照（添付資料.2）。詳細は今後打合せにより決定する。 

  全行程を 2時間×8日 または 8時間×2日 の計16時間程度 

 

６．講師 

  株式会社大塚商会 

 

７．費用および参加可能人数  

  費用      ￥100,000-（税込）（1名当り） →参加人数が集まらないと金額が高くなる 

 参加可能人数   5～10名（1名で申し込んで何人かで観覧することは可能ではないか） 

  ・見積条件について 

   ※金額は大塚商会へのヒアリングより  

   ※部分受講は不可 

   ※金額の変更要素：講義日数(日数を減らす→安い)、参加人数(増やす→安い)  

   ※参加人数が10名近くなると質疑応答で長時間必要となるためJSCA内で数名経験者 

   をサポートとして配置が必要。 

   ※JSCA団体で受講するため1～2名の個人事務所でも受講可能がメリットとなる。 

   （1事務所単独で開催しようとすると数百万単位の費用が必要） 

        

（確認、協議事項）        

・株式会社大塚商会は講習会の契約について企業と交すことを原則としているためJSCA九州支部 

 とは結べない。一元管理する会社を準備するか個々の企業との契約にする必要がある。 

・Revitの使用バージョンが各社異なるが最新版での受講となる。 

・PCおよびRevitは受講者側で準備が必要である。 

・JSCA建築構造士登録更新評価点及び建築CPD制度の対象となるか確認が必要である。 

 

 

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 

 

・ 12月 13日開催の福岡県構造計算適合性判定に関する意見交換会に開催協力、及び出席 

（住宅センター・九州住宅保証・事務所協会・構造設計事務所協会・北九州構造設計事務所協会） 

意見交換会の議事録、及び判定事例集の改訂に関する講習会を適判機関主催で３月第三週に開催す

る。併せて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同時開催とする。

（会場＋オンライン予定）→プログラム比較講演の方で補助を貰う予定。 

 

 

   応答制御設計（免振・制振）  ---------------------------------------------  上野部会長 

 

2022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 

 

1. 講習会・講演会 

＜計画中＞（東京ソイルに協力してもらう予定。基礎地盤系部会と共催になるかも。） 

・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年実施内容と同じ） 

1.日 程 2022年度中開催目標 

2.場 所 福岡市内の会場、WEB併用 もしくは参加者はWEBのみ 

3.参加費 1000円/人予定 



 

2. 勉強会 

＜計画中＞（設計部会 都筑部会長と連絡をとりながら実施の準備を進める） 

・免震構造を想定した解析勉強会（ユニオンシステム㈱『3D・DynamicPRO』を用いた体験型勉強会） 

1.日 程 2022年度中開催目標 

2.場 所 福岡市内の会場、WEB併用 もしくは参加者はWEBのみ 

3.参加費 1000円/人予定 

＜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、10/8、10/22、11/12、11/26） 計8回 

2.場 所 WEB （対面と併用にするかの判断は、熊本地区会に任せる） 

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 

5.免震試設計報告会 

日 時：2022年 2月25日（金）  

会 場：くまもと県民交流館パレア 

      内 容：試設計Aチーム、試設計Bチーム、試設計Cチームによる成果報告会 

 

3. 見学会、技術交流会  

＜実施済＞ 

・住まいるフェア福岡2021（免震体験車試乗会） 

 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 2021年 11月13日（土）  

3.場 所 福岡市 警固公園 

4.参加費 無料 約230名参加 

5.概 要 a)ＴＨＫ株式会社免震体験車試乗会 

 

 

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 毎月第３金曜18:00～20:00（全第10回程度を予定） 

23名の応募あり。Webを併用して行っている。 

 

講師：東京ソイルリサーチ 内藤様 

 

第１回 事前調査 （ボーリング調査の場所・個所数、調査予定深度）（21/09/17） 22名出席 

第２回 基礎計画と関連地盤調査項目（直接基礎、杭基礎）         （21/10/15） 17名出席 

第３回 原位置試験１（孔内水平載荷重試験、透水試験）            (21/11/19)  19名出席 

第４回 原位置試験２（PS 検層、密度検層、常時微動測定）         (22/01/21) （20名程） 

      （あと4～5回開催予定） 

 

全会終了後、『地盤調査ハンドブック(改定)』をまとめた後、講習会を開催する予定。 

   （今林支部長より）講演会は年度内位でしょうか？ 

    →（蓜島部会長より）もう少し後になると思います。 

   （今林支部長より）地区会に出向いて講演会を開催するという方向もあっても良いかもし

れませんね。 

 

 



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 

・ 2022年 2月 22日・・・ＲＣＳ構法勉強会を開催（1/11に案内配信） 

主催  ：ＪＳＣＡ九州ＲＣ系部会 

協賛  ：東京鉄鋼株式会社 

参加人員：会場3０名程度、オンライン50名程度 

   コロナ感染状況により、すべてオンライン参加に変更します 

     （2月20日でまん延防止等重点措置が切れればWEB＋対面で行いたい） 

内容  ：2021年 1月に日本建築学会から発刊された「鉄筋コンクリート柱・鉄骨 

梁混合構造設計指針」の概要を説明し、構法を広く理解していただくと 

ともに、構法比較や応用技術についても紹介します。 

（今林支部長より）参加費をWEB：2,000円・会場：1,000円で分けたのは、新しい試み

で理にかなっていると思います。 

 

・ 来年度開催予定・・・配筋標準図勉強会を開催（3回程度） 

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（2020年 12月14日一部修正）された⽇建連・ＪＳＣ 

Ａ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。 

 

・ 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、天神界隈で現場見学を企画します。 

（ナックルパイルを使用した現場。基礎地盤系部会と共催の可能性も。） 

 

 

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

 

・ 昨年実施の講習会（見学会） 

・ 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） 

 

 

・ 計画予定の講習会等。 

・ 鉄骨の最新情報に関する講習会 

・ 「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 

 

・ 11月 25日講演会「木質構造における構造設計技術セミナー」講師：井上正文氏(大分大学名誉教

授)、他メーカー2社を開催 

パスマーケットのみによる受付（領収書発行不可、今回は個別に領収書発行等の処理も無し）、 

現地及びWEB(ZOOM)の同時開催 

現地参加者：11名(会員7、会員外4)、WEB参加者：27名(会員19、会員外8)、共催・講師関係

者：13名、参加者合計；51名 

ZOOMウェビナー代＝2,200(スタンダードプロ)＋11,770(ウェビナー500)＝13,970円/月(税込) 

本部よりZOOMウェビナー利用料：18,000円/4時間  ZOOMの利用料金が変動している可能性が

ある。 

JSCA九州支部令和2年度第3回役員会議・議事録(2021-0319)P.34より 

講演途中に会場LANケーブルのハブ不具合による通信トラブルが発生したが、参加者や講師関係者

をはじめ、会場スタッフ協力のもとなんとか再開できました。 

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

 

・ 11月 24日・・・工場見学会の開催 

PC鋼線・セミパラレルワイヤケーブル（SPWC）工場および 耐震ケーブルブレース実施例の見学会 

「神鋼鋼線工業株式会社尼崎事業所」 

■プレストレストコンクリート用PCケーブルについて 

・ 製造工程,使用事例 ：神鋼鋼線工業㈱尼崎事業所 技術部 PC技術室ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  吉野 博 

■テンション構造用ケーブルについて 

・ 製作工程,使用事例, 耐震ケーブルブレース 

  ：神鋼鋼線工業㈱尼崎事業所 技術部 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ技術室第３ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  松田 

参加者：会員4名、賛助会員2名、会員外1名 

    （今林支部長より）張力構造は応力制御に有効です。小スパンでも良いので積極的に自身の設計でチ

ャレンジしてみるのも良いと思います。 

 

 

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

 

・ 2021年10月 20日に（株）能勢建築構造研究所の貝谷氏による「伝統工法による五重塔の構造設

計」のWEB講習会を木質系部会と共同開催。全国よりJSCA会員内外問わずWEB参加して頂いた

（44～45名の参加）。又、今回はWEB講習会で人との直接の接触が無かったため、集金・参加者

管理に関してパスマーケットが有益であった。 

・ 「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 

１１月１２日・・・・高炉セメント勉強会を対面と WEB（Teams）の併用にて開催。出席者は 12 名。 

鉄鋼スラグ協会の方を講師として迎え、高炉セメントの特徴や最近の動向について開催いただいた。

質疑応答も活発になされ、非常に有意義な勉強会となりました。 



・ 今後の予定 

鋼構造サブネットワークへの参加 

第二回座談会の開催（テーマ思案中） 

（今林支部長より）シニアアドバイザー部会と共同で何か企画しても良いかもですね。 

 

 

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

                                                   

・ 10月 23日、11月27日 月例ミーティング（Web形式）を実施 

・ 12月 11日 「アイス棒タワーコンテスト」報告会（Web形式）を実施 

・ 1月19日 「JSCA西日本４支部によるオンライン交流会」にてなでしこ会を紹介 

 

2月(?) 活動発表会実施予定 

（今林支部長より）サブネットワークの活動は、小・中学校への講習会が中心になりますか？ 

（松田部会長より）違う企画も考えています。 

（今林支部長より）他の部会との連携も考えて良いと思います。 

 

 

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

 

特に予定等はありません。 

 

 

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

 

・ 活動報告 

12月 16日・・・「（仮称）旧大名小学校跡地活用事業」現場見学会を実施。 

参加者22名 

               コロナ感染予防対策で注意事項が多かったが、有意義に行えた。 

・ 今後の予定 

5月     ・・・九州構造デザイン発表会 

       構造デザイン発表会in沖縄の開催日が不透明なため、発表者募集の時期が重複し

そう。 

      （今林支部長より）沖縄の予行演習的なスタンスでもOKでは？ 支部WGと相談しな

がら進めて下さい。 

現場見学会を検討中（時期未定）。現状の候補は下記。 

     ・膜屋根の構造デザイン（マリンメッセ福岡B館） 

・意匠、設備と融合した構造デザイン（嘉麻市庁舎） 

・CLT壁+フラットスラブの構造デザイン（某社社宅） 

 

 

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

                                                       

・ 1月中・・・メール版48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） 

・ メール版49号（九州支部役員会とデザイン発表会in沖縄のレポート） 



９．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2回役員会（沖縄）準備中 

・ しばらくは、講習会・見学会の予定など無し。 

 

 

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

 

・ 9月 7日・・・第3回役員会（web開催） 

・ 10月 4日・・・九州・沖縄設計 4 団体懇談会に出席しました。 

・ 10月 21日・・・鹿児島県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開催しました。 

（参加人数 / JSCA：12 名・鉄構工業会：10 名）ました。 

・ 11月 4日・・・第4回役員会（web開催） 

・ 12月 4日・・・日本建築学会鹿児島支所講演会「小松幸平先生+青木淳先生 特別講演会」を 

JSCA 鹿児島として後援しました。 

・ 12月 17日・・・構造デザイン発表会 2021 in 沖縄の事前準備会議に出席しました。 

 

・ 1月中頃(予定)・・・第5回役員会（web開催） 

 

・ 12 月開催予定の第 2 回定例会（講習会）は中止としました。 

・ 会員数の増減はありません。 

 

 

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

                                                         

1）宮崎地区報告 

・ 10月 13日,11月10日,12月 8日 

第 5～7回の宮崎県設計4団体セミナー実行委員会に幹事,事務局参加 

(宮崎県設計4団体セミナー講師及び日程について協議) 

 

・ 1月12日・・・第8回宮崎県設計4団体セミナー実行委員会 

幹事、事務局参加 

・ 1月15日・・・宮崎県設計4団体共催の2021建築セミナー実施 

参加人数  会場４４名＋Zoom参加12名 

 

2） 会員の増減 

1月現在の地区会員数は20名 

 

3） その他 

（今林支部長より）1月21日の地震は大丈夫だったですか？ 

（宮崎地区会 和田幹事より）宮崎市内は震度 4 で、被害報告はありませんでした。地震に関して言えば、

京都大学の地震観測所があるので、南海地震についてや特に木造建物への

影響といった講習会を企画したい。 

 



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

 

〇第１回役員会後について 

1） 免震設計勉強会について 

・ 9月24日「設計条件の設定及び免震試設計チーム分け」 四回＋1 

A チーム：SSB（球面すべり）ケース  

B チーム：鉛入積層ゴムケース 

C チーム：高減衰積層ゴムケース 

・ 10月 8日「免震試設計－その１－」五回  試設計の進歩状況説明及び今後の手順打合せ 

・ 10月 22日｢免震試設計－その２－、免震部材メーカー説明」六回 

試設計の進歩状況、免震層廻りの設計手順及び追加の免震部材メーカー説明 

・ 11月 12日「免震設計－その３－、免震建物の建築計画・設備計画、維持管理計画・施工標準」

七回 

試設計の進歩状況、上野部会長による免震関係の説明講習 

・ 12月 26日「免震設計－その４－」八回 試設計の進歩状況説明 

以上試設計４回＋１が終わっています。が、まだ試設計は全チーム完成していません年末年始の

時間を使って完成に向けてみんな頑張っていると思います。 

2月25日に勉強会最終の試設計発表会を考えています。勉強会の成果が何がしか出来ればと思い

ます。 

（今林支部長より）試設計発表会はオンラインで皆で視聴出来ると良いですね。 

 

2）12月 15日、年末忘年会を実施しました。 

 

 

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。 ■＝前回（7月）報告済事項 

■令和３年６月 ９日（水）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 

講師：山下智氏 （大分地区会木質系部会） 

■令和３年７月２１日（水） 大分地区会役員会・理事会（ＺＯＯＭ利用） 

□令和３年１０月１３日（水）大分地区 役員・理事会 【中止】 

□令和３年１１月１０日（水）大分地区協力会による勉強会（ＺＯＯＭ利用） 

【宮崎県地区会共催企画 参加者４２名】 

担当：岡部（株）山中氏、㈱鹿島技研 幸氏、センクシア㈱吉賀氏 

勉強会：「認定柱脚のちょっと良い話」 

講師： 早野 貴至氏 (アイエスケー株式会社) 

大分大学の学生も参加 

□令和３年１２月 ８日（水）大分地区 定例会 【対面８名、委任７名】 

・交通費、講師代の協議 

・構造デザイン発表会について確認 

・今後の集会等の手段について 

 

 

 



【今後の計画】 

□令和４年1月２７日（木） 九州支部第２回拡大役員会２０２１沖縄  

【幹事、副幹事、事務局３名参加予定】 

□令和４年1月２８日（金） 構造デザイン発表会 【大分地区会 ７名参加予定】 

□令和４年２月９日 （水） 役員・理事会 

 

  （大分地区会 山本幹事より）1月21日の地震報告 

                ・大分市や佐伯市で震度5強を観測 

                ・建物の被害は無し。工作物（CB壁等）が倒れた事例あり。 

                ・佐伯市の体育館でアングルブレースの座屈が確認された。 

                ・大分駅の外壁タイルの一部で剥がれ落ちが発生（軽微） 

  （大分地区会 山本幹事より）コロナ禍での予約キャンセルに関して、キャンセル保険というシステムが

あるので、皆様参考にされて下さい（保険会社）。 

 

 

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

 

・ 11月 11日 ＷＥＢ講演会  ２１名参加 

講師 長崎大学 修行名誉教授 

  タイトル 「鉄骨骨組崩壊解析の最近の動向」 
  時間 １６時～１８時 

（講演会事前勉強会：10 月 12 日、10 月 19 日、10 月 26 日、11 月 5 日）ＷＥＢで開催 
 

・ 12月 9日 ＷＥＢ講演会  ２０名参加 

講師 長崎大学 中原教授 

  タイトル 「九州大学六本松校舎の実大破壊実験から分かったこと」 
  時間 １６時～１８時 

（講演会事前勉強会：11 月 24 日、11 月 30 日、12 月 7 日）ＷＥＢで開催 
（大学の学生も数名参加） 

 

今後予定 

・ 2月 9日 ＷＥＢ講演会 

講師 長崎総合科学大学 藤田准教授 

ﾀｲﾄﾙ 「浮体式海洋建築の波による挙動および鋼構造増厚補強型柱梁接合部の構造性能について」 

時間 １６時～１８時 
この講演会に向けても、事前に勉強会を行っている。 

 

・ 2月24日 

鉄構工業会との合同懇談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

・ 5 月13日・・・ 地区総会（書面による報告） 

 

令和4年 

・ 1月13日・・・ ＳＡＧＡサンライズパーク現場見学会 

15名参加 

ＪSCA佐賀地区会、佐賀県鉄鋼工業会青年部、佐賀県建築士会、建築技術者 

・ 1月25日・・・ 佐賀県鉄鋼工業会青年部合同勉強会（web） 予定 

   （今林支部長より）SAGAサンライズパークとは、どの様な建物ですか？ 

   （佐賀地区会 金子幹事より）多目的体育館で、メイナリーナは8,000人収容可能です。市内の陸上競

技場のそばにあります。 

 

 

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

 

・ １月１３日・・・北九州市建築六団体新年賀詞交歓会 開催済。 

・ ３月下旬  ・・・北九州地区会例会 開催予定。 

・ 北九州市建築六団体新年賀詞交歓会は、参加人数が総数で約100名、このうちJSCAでの参加は3

名となり、例年より参加者が総数で40人少ない状況でした。 

・ 北九州地区会例会を予定していて､その中で来年度の組織体制､活動概要などを話し合おうとしてい

ます。 

・ すでにJSCAの木造部会で活動していた(株)高尾設計一級建築士事務所の高尾 修二さんが北九州地

区会に新たに入会しました。 

 

 

 

１０． その他 

① JSCA西日本4支部（関西/中国/四国/九州）オンライン交流会（今林支部長） 

   1月 19日に開催された第1弾は、各地区30分間の持ち時間で各支部の活動を報告。 

   JSCA会員で100名超の参加があった。 

   第 2弾は各地区の地盤を中心とした報告会で、九州支部からは蓜島部会長を中心に基礎地盤系

部会の皆さんにプレゼンして頂く予定。 

   懇談会の案内は、JSCA本部事務局から配信される。 

 


