
 

JSCA 九州支部 令和３年度 第 3 回役員会議・議事録（2022・0311） 

         

日  時 2022 年 3 月 11 日（金）役員会 15:30～17:30   

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）、浅田                                     各幹事   3 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 

福田（光）、平嶋、小林（高）、小車、毛利、和泉、田原、荒木、石井（幹）、中島 

                                          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、向井、池田（宣）、谷口、平田（豊）、岡崎、片平、山城         各地区会事務局  8 名 

 

尾宮、原                                              各顧問   2 名 

九州支部事務局 恵藤、久保田、江口、赤枝                                 4 名 

計 48 名 

 

 

 

 

 

予定議題 

 

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 

本年度決算、来年度予算（案） 

来年度の役員会人事 

技術委員会開催について 

構造デザイン発表会in沖縄  

   JSCA西日本4支部オンライン交流会第2弾 
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(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。 

コロナ禍に振り回された令和3年度も早いもので年度末を迎えて本日第3回役員会となりました。 

またもやWEB会議となってしまいましたが、この便利なツールに慣れてきた安心感と会場開催で顔を合わせ

たい気持ちと複雑な心境です。WEB会議でそれなりのことはできているような気もしますが一抹の寂しさも

感じます。 

来年度こそは通常とできるよう希望をもって今年度を乗り切りたいと思います。 

 

・今日の役員会は、前回1月27日開催の第2回から間が近いこともあり大きな動きは少ないかも知れませんが、 

 各委員会・部会および各地区会それぞれの状況や来年度へ向けた計画・人事などあるかと思います。 

 また、昨年度も含めてコロナ禍により予算の執行状況は大人しいものとなっており、来年度に向けた予算計

画も大切な話題になると思います。 

そして、構造デザイン発表会in沖縄の延期に伴う今後の予定についても報告いたします。 

 

・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. 第 2 回役員会議事録の確認-------------------------------------------------------事務局 

   「沖縄交通費宿泊費キャンセル料の支払い」について 

・（鹿児島地区会 白坂幹事より）構造デザイン発表会in沖縄が年内に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日までに連絡を頂き、連絡のない場合は現地

（沖縄）で精算する。 

→（事務局より追記）2月5日までに、特に連絡はありませんでした。 

「地区会補助10万円の扱い」について 

   ・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。 

   「発表会延期に伴う今後の行事予定」について 

   ・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（1/27）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

会を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るため）避けた方が良いのではない

か。 
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      →（沖縄地区会 小波津幹事より）出来たら6月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。 

   「事務局・委員会報告」について 

   ・（技術委員会報告内容について今林支部長より）本部委員会への参加は、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となる。 

   ・（技術委員会BIM-WG委員会より）2021年9月～2022年 1月の活動報告として、12月より2回の委員

会、3回の実務部会を実施した。 

   ・（技術委員会BIM-WG委員会より）Revit講習会に関して、費用は参加人数が集まらないと金額が高く

なる。参加可能人数は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と思う。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となる。 

   ・（設計部会より）12月13日開催の意見交換会には、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が参加。 

   ・（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、補助はプログラム比較講演の方で貰う

予定。 

   ・（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演会」に

ついては、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。 

   ・（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、設計部会の都筑部会長と

連絡をとりながら実施の準備を進める。 

   ・（応答制御部会より）熊本地区会主催の「免震設計勉強会」の開催方式について、対面とWEBの併用

とするかどうかの判断は、熊本地区会にお任せする。 

   ・（基礎地盤系部会へ今林支部長より）「地盤調査ハンドブック（改定）」の講習会は年度内位の開催

になるでしょうか？ 

      →（蓜島部会長より）もう少し後になると思います。 

   ・（基礎地盤系部会へ今林支部長より）「地盤調査ハンドブック（改定）」の講習会については、地区

会に出向いて開催するという方向もあっても良いかと思います。 

   ・（鉄筋コンクリート系部会 木村部会長より）2月22日開催の勉強会について、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。 

   ・（鉄筋コンクリート系部会へ今林支部長より）参加費をWEBアイス：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。 

   ・（鉄筋コンクリート系 木村部会長より）今後の予定としてナックルパイルを使用した現場見学会を考

えており、基礎地盤系部会と共催の可能性もある。 

   ・（特殊構法部会へ今林支部長より）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。 

   ・（青年部会へ今林支部長より）今後の活動（予定）として、シニアアドバイザー部会と共同で何か企

画しても良いと思います。 

   ・（なでしこ会へ今林支部長より）サブネットワークの活動は、小・中学校への講習会が中心となりま

すか？ 

→（松田部会長より）違う企画も考えています。 

   ・（なでしこ会へ今林支部長より）今後の活動（予定）として、他の部会との連携も考えて良いと思い

ます。 

   ・（構造デザイン部会 伊藤部会長より）12月16日の現場件学会において、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。 

   ・（構造デザイン部会 伊藤部会長より）5月に開催予定の九州構造デザイン発表会については、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である。 

→（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。 
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   ・（宮崎地区会へ今林支部長より）1月21日の地震は大丈夫だったですか？ 

→（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。 

   ・（熊本地区会へ今林支部長より）免震設計勉強会の試設計発表会は、オンラインで皆で視聴出来ると

良いですね。 

   ・（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、参考にされては？（保険会社） 

   ・（長崎地区会 平川幹事より）2月9日にWEB講演会を予定しているが、この講習会に向けても事前に

勉強会を行っている。 

   ・（佐賀地区会へ今林支部長より）SAGAサンライズパーク現場見学会について、この建物はどの様な建

物ですか？ 

→（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。 

   「JSCA西日本4支部（関西/中国/四国/九州）オンライン講習会」について 

   ・（今林支部長より）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。 

 

 

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)  

    0217 令和3年度第4回福岡県気候風土適用住宅の運用基準検討会議  1名 

    0307 令和3年度第5回福岡県気候風土適用住宅の運用基準検討会議  1名 

    0309 令和3年度「専攻建築士審査評議会」及び「研修プログラム審査評議会」 1名 

 

 

.九州支部 

0216 九州支部三役・事務局会議（Web会議）  7名 

0308 九州支部三役・事務局会議（Web会議）   7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 

・本日は今年度最後の役員会です。今回の役員会につきましても、各部会の副部会長の方々にもお声掛け

しました。後程、構造デザイン発表会in沖縄の動きについても報告があると思いますので、今後の予定も含

めて、情報を確認し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in沖縄、その他

の事案で予定しております。これ以外の事案に関することでも構いませんので、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、人事の交代予定がある場合は、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。 

・地区会交付金を申請されていない地区は、早急に申請をお願いします。 

 （地区会交付金申請書の申請金額内訳の記載について、「食事代」や「飲食代」の表現は用いず、「会合

費」等の表現で記載して下さい。） 

・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  --------------------------------------------------------  恵藤 

・ 九州支部会員について 

現在 384名（正会員：364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。 
 

 

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

 

添付資料「失敗事例べからず集 九州支部」の報告（未提出の方は3月末日までに提出して下さい。） 

      例年は4月の連休前に技術委員会を開催しているが、今年度は中止する。 

    連絡事項等があれば事務局からメール配信する。 

 

 

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

 

前回報告から具体的な追加報告はなし。 

 

 

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 

 

・ 福岡県適判機関主催で３月開催予定としていた 

「適判対応事例集改訂講習＋構造計算プログラム特性比較講演会」 

はコロナ情勢により５月前後へ延期。引き続き協力予定。 

 

福岡県版事例集改訂内容について 

12/13に開催された意見交換会の議事録については最終版が公開済み。 

交換会の際に、議事録の内容を踏まえた福岡県版事例集の改定内容については再度の意見交換会を、 

とされていましたが、改定の手順上、県建築指導課を通じてJSCAへ意見照会される予定 
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   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＞ 

・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（基礎地盤系部会と共催検討中） 

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～2000円/人予定 

 

2. 勉強会 

＜計画中＞ 

・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（設計部会と共催検討中） 

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 1000～2000円/人予定 

＜実施済＞ 

・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.免震試設計報告会（免震設計勉強会8回：2021/7/9～2021/11/26） 

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 

 ※他の地区会等でも開催される場合、熊本地区会もしくは応答制御設計部会まで 

  お声掛け下さい。 

 

3. 見学会、技術交流会  

＜計画中＞ 

・住まいるフェア福岡2022（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 2022年 11月予定  

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 
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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 Webにより開催中。 

 

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) 19名 

第５回 物理試験 

（細粒分含有率試験、土の粒度試験、湿潤密度試験、土粒子の密度試験、 

含水比試験、液性限界試験、塑性限界試験、液状化の検討について）  (22/02/18) 17名 

第６回 力学試験（一軸圧縮試験、三軸圧縮試験、圧密試験）        （22/03/18）   － 

 

引き続き、毎月第３木曜の18:00～20:00で開催。 

 

 

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 

主催  ：ＪＳＣＡ九州ＲＣ系部会 

協賛  ：東京鉄鋼株式会社 

参加人員：オンライン44名（1名欠席） ※すべてオンライン参加に変更 

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した。 

（オンラインだと受講者が受け身になる傾向にある。出来れば対面で行

いたい。） 

 

・ 来年度開催予定・・・配筋標準図勉強会を開催（3回程度） 

進行  ：ＪＳＣＡ九州ＲＣ系部会：木村、前田、小林 

参加人員：２０名程度で対面形式での勉強会 

内容  ：2020年 6月に公開（2020年 12月14日一部修正）された 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 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。 

 

 

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

 

前回報告から具体的な追加報告はなし。 

 

 

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

 

前回報告から具体的な追加報告はなし。 
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特殊構法部会（PC・ハイブリッド・空間構造）  --------------------------------  石井部会長 

 

前回報告から具体的な追加報告はなし。 

（7月22日（金）にPC建設業協会主催のPC建築技術講習会が決定。構造デザイン部会副部会長

（久米設計）の福田さんも講演者の一人として発表予定。） 

 

 

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

 

 前回報告から具体的な追加報告はなし。 

 

 

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

 

 前回報告から具体的な追加報告はなし。 

 

 

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

                                                   

・ 3月5日 活動発表会を実施 

    

2022年度は4月に活動計画についてのミーティングを開催予定 

新規会員（若手）の増強を図りたい 

 

 

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

 

前回報告から具体的な追加報告はなし。 

 

 

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

 

前回報告から具体的な追加報告はなし。 

（5月開催の総会後の九州構造デザイン発表会を準備中。沖縄の発表者の事前お披露目という感じで

計画しています。現時点で発表者4名から内諾を得ています。コメンテーターは前回と同様で用意

しない予定。） 

 

 

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

 

前回報告から具体的な追加報告はなし。 

（本部の編集委員会より連絡があり、全国の建物の紹介という特集を掲載したいということで、九州の

記事を4ページ用意する必要あり。沖縄地区2ページとその他2ページで考えている。ストラクチャの

7月号に掲載予定で、原稿の締切が5月18日。お薦めの建物があれば連絡を頂きたい。） 

      →（尾宮顧問より 以前九州サブネットワークの活動で鉄骨構造のユニークな建物をまとめた資

料があり、ホームページの方に掲載しているので使ってもらっても構いません。著作権云々で問

題があるのであれば、関連資料紹介として、URLのみを掲載するという方法もあるかと思いま

す。） 
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５．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 

 

・ 1月14日・・・第5回役員会（web開催） 

・ 2月10日・・・鹿児島県住宅・建築総合センター主催の「建築構造勉強会①」にweb参加 

・ 2月17日・・・鹿児島県住宅・建築総合センター主催の「建築構造勉強会②」にweb参加 

→（今林支部長より）この勉強会は2月17日で完結という事でしょうか？またこの勉強会の資料

は閲覧出来るのでしょうか？ 

→（白坂幹事より）新しい話題が出れば、また開催するという事の様です。資料の閲覧に関しては、

先方に確認してから、まず三役に内容を見てもらい、配信等の判断をしてもらえればと思います。 

（熊本県建築住宅センターではHPに掲載されて、閲覧可能の様です。） 

・ 2 月開催予定の第 3 回定例会は中止としました。（上記「建築構造勉強会」の開催日と重なったた

め） 

・ 会員数の増減等はありません。 

       （鹿児島県でも「専攻建築士審査評議会」及び「研修プログラム審査評議会」が年1回建築士会主

催で開催されており、鹿児島地区会から参加しています。） 

 

 

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

                                                         

1）宮崎地区 報告 

・ 3月31日迄・・・令和3年度の研修会についてコロナ対策のため実施できず。 

宮崎県設計4団体共催による建築セミナー共催のみ実施。 

・ 4月初旬・・・地区会役員会にて下記議題を協議 

※ 令和4年度の役員改選について 

※ 令和4年度地区会総会について 

※ 令和4年度研修会について 

※ 宮崎県設計4団体の建築セミナーについて 

 

2） 会員の増減 

3月現在の地区会員数は20名 

 

3） その他 

       （コロナ禍ですので、なかなか県外からの講師が呼べずに困っています。） 
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熊 本  -----------------------------------------------------------------  甲斐幹事 

 

・ 2月25日に「免震試設計勉強会」の最終回試設計発表会を実施しました。３チームでの発表会で

したが、各チームともまだまだ完了には至っていない状況でした。 

一応今回で勉強会は終了となりますが、参加者からは免震設計についての理解が得られ、また実際

免震の設計を頼まれた時役立つことが勉強出来て有意義だったとの意見がもらえました。 

 

・ 2月25日熊本県鉄鋼工業会主催の「鉄骨問題協議会」に出席しました。当会は２カ月に１度の頻

度で開催される鉄骨関係の諸問題についての勉強会です。今回は「反転スカラップ工法について」

でした。 

 

・ 来年度の行事予定なのも決まっていないので今月末にみんなに問い合わせて決めたいと思います。 

 

 

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。  

■＝前回（1月）報告済事項、□今回報告事項 

■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) 

■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 

■令和４年1月２７日（木） 九州支部第２回役員会 

 

 

【今後の計画】 

□令和４年２月９日 （水） 役員・理事会  【出席６名、委任２名】 

2022年度事業計画・予算計画について 

                常設委員会の事業について 

              協力会の事業について 

□令和４年２月２１日 （月） 「1.22地震について語ろう」座談会 

大分地区会設計部会による座談会（ＺＯＯＭ利用）  【12名参加】 

              大分大学の黒木先生、田中先生、島津先生を交えて座談会 
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→（今林支部長より）この座談会は誰の発案でしょうか？ 

→（山本幹事より）私が提案して、事務局と協力して開催しました。木造ではやはり佐伯市で被害が

多かった様だが、目に見えない被害が主な様です。 

 

□令和４年２月２４日 （木） 1.22地震による既存建物被害現場見学会と調査 

大分地区会耐震改修部会による見学会と調査  【7名参加】 

大分大学の黒木先生、島津先生を交えて開催 

調査内容：柱の傾斜、ブレースの振れ幅 

【今後の計画】 

今年度事業予定終了 

 

 

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

 

・ 2月9日 ＷＥＢ講演会  １８名参加 

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～１7 時３０分 
  （講演会事前勉強会：1 月 18 日、1 月 25 日、2 月 1 日）ＷＥＢで開催 

 

・ 2月 24日 鉄構工業会との合同懇談会  中止 

・ 3月2日 理事会 ＷＥＢ開催 

 

 

今後予定 

・ 3月末 例会 ＷＥＢ開催 

 

・ 4月後半 総会 

 

 

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

 

・ 3 月25日・・・ 北九州地区例会 開催予定 

・ 8月・・・ 北九州市建築六団体行政連絡会議 開催予定 

・ 11月・・・ 北九州市の産･学･官が連携した第11回建築構造系講演会 開催予定 

・ 1月・・・ 北九州市建築六団体新年賀詞交歓会 開催予定 

令和3年中にｺﾛﾅの影響で活動､会合などができていない｡それを加味し､対面､及び､WEBの併用での例 

会を今回､企画｡ 

そこで､当会の組織体制のうちの役員の交代､活動概要の目玉である産･学･官が連携した建築構造系講 

演会の運営などについて話し合う予定｡ 

現時点で､ｱﾝｹｰﾄの途中結果の集計で､会員19名中4名が参加の予定｡ 
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③ 4月の技術委員会の開催方法について （今林支部長、事務局） 

   例年は4月の連休前に技術委員会を開催しているが、今年度は中止する。 

連絡事項等があれば、事務局からメール配信する。 

 

 

④ 令和4年度総会について （事務局） 

   開催日：5月20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 

            懇親会（人数を制限して）18：00～19：00 

            （記念講演会は行わない） 

            発表会は会場及びZoom配信で計画中。 

   開催場所：福岡ガーデンパレス （2名掛けで150名） 

        福岡市中央区天神4-8-15 

   →（尾宮顧問より）発表に関して、私の方から話題提供的な発表をしたいと思うがいかがでし

ょうか？ 

   →（伊藤部会長より）是非お願いします。今後発表時間等を調整していきます。 

   →（今林支部長より）懇親会の開催の有無について、皆様に意見を伺いたい。 

   →（北九州地区会 松岡事務局）少人数であれば、良いと思います。 

   →（沖縄地区会 小波津幹事）是非やりたい。 

 

⑤ 構造デザイン発表会in沖縄について（重松副支部長） 

  6月 4日（土）に決定（3月9日本部WGにて） 

  前日の6月3日が役員会という事になる。ホテルや飛行機の予約を個々でお願いしたい。 

  （事務局の方から、予約開始のお願いと参考資料を役員会メンバー全員に配信する。4日には

コンベンションセンターの別会場でコンサートも予定されており、早めの予約が必要かも。） 

  →（重松副支部長より）準備会議を開催した方が良いかどうかの意見を伺いたい。5月には総

会もあるので、スケジュール的にはかなり混み合う気がするので。 

  →（鹿児島地区会白坂幹事より）忘れていると思うので、開催した方が良いと思う。 

  →（デザイン発表会WG安達氏より）白坂さんと同様、開催する必要があるのではないか。 

  →（事務局 恵藤より）なるべく早めに、役割分担表（メンバー表）の作成をお願いしたい。

タイムスケジュール表も合わせて。 

 

 

⑥ JSCA西日本4支部オンライン交流会第2弾 （今林支部長） 

「地盤を通じ設計上の地域性を探る」 

3月25日（金）14：00～16：15 基礎地盤系部会の皆様が発表 

   （全国の希望者に視聴可能） 
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6.その他


