
 

JSCA 九州支部 令和 4 年度 第 2 回役員会議・議事録（2022・1118） 

         

日  時 2022 年 11 月 18 日（金）役員会 15:30～17:50   

場 所 

名称：TKP ガーデンシティ天神 8F S-3 

住所：福岡県福岡市中央区天神 2-14-8 福岡天神センタービル 8 階 

お問い合わせ先 TEL 092-433-6299 

 

 

 

 

 

 

 

出席者予定者 

（会場参加） 

今林支部長、松下副支部長                                            2 名 

吉村、石井（孝）、川崎                                      各幹事   3 名 

都筑、上野、木村、安達、伊藤（淳）、福田（顕）               各委員長・部会長    6 名 

平川、甲斐、川越、小波津                                各地区幹事   4 名 

谷口                                            各地区会事務局  1 名 

原                                                   各顧問   1 名 

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

小計 20 名 

 

（WEB 参加） 

重松副支部長                                                     1 名 

浅田                                                 各幹事   1 名 

井手、香月、松田                                  各委員長・部会長    3 名 

福田（光）、西村、和田、平田（哲）、和泉、荒木               各副委員長、副部会長  6 名 

山本、白坂                                           各地区幹事   2 名 

松岡、向井、池田（宜）、平田（豊）、岡崎（代理:川口）、山城          各地区会事務局  6 名 

尾宮                                                  各顧問   1 名 

小計 20 名 

計 40 名 

 

 

 

 

 

予定議題 

 

1. 支部長挨拶（支部長） 

2. 第1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 

令和4年度 JSCA九州支部日程表  （事務局長）       P.17 

デザイン発表会ワーキングチームより  （重松副支部長）       P.20 

福岡市からの調査員推薦について    （今林支部長）         P.20 

講習会等補助金の希望受付       （今林支部長）         P.20 

地区会役員の旅費規定の見直し（改定）について  （事務局）   P.23 

来年度九州支部役員会体制について   （今林支部長）         P.24 

事務局業務内容            （今林支部長）         P.24 

   次回役員会の日程           （事務局長）           P.40 
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(議事予定) 

     

    

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

 

・九州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。 

先ずは、6 月 3,4 日沖縄での第 1 回役員会および JSCA 構造デザイン発表会、どうもありがとうございました。 

6月の本部総会などでも、九州支部の一体感と多大なる尽力について会長含めて多くの感謝の言葉を頂きま 

したことを改めてお伝えします。特に沖縄地区会の皆様、本当にありがとうございました。 

6/3以降しばらくは皆様落ち着いていたことと思いますが、世の中の動きと同様にそろそろ支部の活動もエ 

ンジンを再始動して行きたいと考えています。 

残り半年ほどの今期になりますが、明るく楽しく活動しましょう。 

 

・本日は令和4年度第2回役員会です。コロナ禍も落ち着いて来たことから、対面＋WEBによる開催としまし

た。 

 今回は拡大ではなく通常の役員会となり、各委員長/部会長/地区幹事の皆様は対面で、副委員長/副部会長/ 

地区事務局の皆様は可能ならWEBで、とさせて頂きました。 

 役員会後の懇親会も予定しており、本当に久しぶりに皆様と良い時間を共有できる喜びを感じています。 

 そして来年3月（日時未定）の第3回役員会では、皆様全員と「よく頑張ったね！」と笑い合いたいと思い 

ます。 

 

・来年5月19日の令和5年度九州支部総会は通常プログラム（総会/九州構造デザイン発表会/記念講演会/懇

親会）開催とすることで準備を進めています。記念講演は桃李舎の桝田洋子さんにお願いして快諾を頂いて

います。 

 JSCA九州だけでなく他団体様も同じように手探りで活動の正常化を進めているようです。「かかわりを強く

する」の初心を大切に、他団体様や賛助会および学術関係とも幅広く交流を深めたく、皆様のご協力お願い

いたします。 

 

・早いもので支部長になって2期4年目となりこれまでの慣例では来年度から新体制となりますが、春以降三

役にて来年度以降の体制について協議を重ねており、本日皆様にお話しさせて頂きたく存じます。また、事

務局についても改革が必要となっており、併せて後ほどお話しさせて頂きます。 

 

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

   「事務局・委員会報告」について 

・（技術委員会より）「失敗事例・べからず集」の作成協力について、九州支部より 184 項目を提出し、

全体で325項目が集まった。 

・（今林支部長より）BIM講習会について、初心者向けの実務演習は今も募集中か。→（技術委員会よ

り）現時点に関してはもう終わりかけである。要望が多ければまた再度行いたい。 

・（今林支部長より）BIM講習会の上級向け講習会について、BIMに悩んでいる場合は、どの様な対応が

可能か。→（技術委員会より）会員に対しては、Q＆A形式で対応しています。 

・（今林支部長より）Q＆A形式の対応に関しては、ホームページで紹介出来ると良いと思われる。→

（技術委員会より）広報委員会に協力をお願いしたいと思います。 

・（今林支部長より）構造分野ではRevitがほとんどの様に感じるが、実態はどうか。→（技術委員

会）Revitが 100％という事ではなく、他のツールでも行っていく考えである。 
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・（設計部会より）福岡県版適判事例集改訂について、建築指導課の方は回答の判断に困っている様で

あるが、会議を開催してまで対応することはしないとのこと。JSCA関連の調整は終わっているが、他

の団体でまだ解決していない内容がある模様。 

・（応答制御設計部会より）住まいるフェア福岡2022は、10月2日博多駅前大屋根広場に決定。 

・（応答制御設計部会より）免震体験車試乗会等のフェアの開催のご要望があれば、地区会の方もお気

軽にお声掛け頂きたい。 

・（今林支部長より）地盤調査ハンドブック勉強会を2年に渡り行ってきたが、これをまとめた冊子の

様なものを今後作成する予定はあるか。→（基礎地盤系部会より）作成する予定である。有料にする

予定だが、方針は今後考える。 

・（鉄筋コンクリート系部会より）配筋標準図勉強会に関して、本勉強会は有料にするかもしれない。 

・（鉄筋コンクリート系部会より）現場見学会（ナックルパイル）に関して、7～9月の間で杭を打ち終

える様であるので、盆明け頃に開催を予定している。 

・（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）については、鉄構工業会よりお声掛

け頂いている。→（今林支部長より）地区会でも過去同様の講習会を実施していると思うので、参考

にして進めてもらえればと思う。 

・（木質系部会より）前回のウェブ形式の講習会では、Wifiでのトラブルがあったので、次はこの点を

改善して開催したい。 

・（今林支部長より）8月29日（月）に開催予定のPC構造設計の勉強会について、講師の先生に来て

頂いて開催する様な規模のものか。→（特殊構法部会より）その予定である。 

・（今林支部長より）耐震改修に関する勉強会に関して、会場で行う形式で予定しているか。→（耐震

改修部会より）状況を見て、会場＋Web併用等で調整する様に考えている。また参加者に応じて参加

費を変え、バランスが取れる様な工夫も行いたい。 

・（今林支部長より）勉強会の案として、他団体との意見交換会（パネルディスカッション）を開催し

てみてはどうか。JIAの福田氏が開催したいとのこと。→（青年部会より）今後調整してみる。 

・（なでしこ会より）インターンシップの情報があれば教えてほしい。 

・（なでしこ会より）他部会開催の勉強会に関して、お手伝いが必要であれば協力させて頂きたいので、

お声掛けを。 

・（構造デザイン部会より）今後、尾宮顧問の手掛けた「本部（もとぶ）港」の見学会を検討している。 

・（広報委員会より）本部のストラクチャーへの掲載内容として、尾宮顧問より提案のありました2件

で進めている。「アクロス福岡」「鹿児島ホテル京セラ」 

 

 

   「地区会報告と事業計画」について 

   ・（沖縄地区会 小波津幹事より）今後、地区会メンバーでのデザイン発表会を開催したいと考えてい

る。 

   ・（鹿児島地区会 白坂幹事より）8月に鹿児島大学の先生を招いて講習会を予定している。 

   ・（宮崎地区会 川越幹事より）勧誘が成功し、若干の会員増となった。 

   ・（熊本地区会 甲斐幹事より）横浜から熊本へ転勤された方がいますので、会員に勧誘したいと考え

ている。 

  ・（大分地区会 山本幹事より）基礎地盤系部会と協力して、「聞かなければ損をする」という題目の

勉強会を行いたいと考えている。 

  ・（長崎地区会 平川幹事より）9月2日にあと施工アンカーの勉強会を開催する予定。 

  ・（今林支部長より）来年のJSCA九州支部第1回拡大役員会（地区会Ｋ開催）は、熊本（地区会）でお

願いしたい。開催時期は例年通り7月後半。 
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   「その他 地区会交付金の使い道に関して（繰越金）」について 

   ・（今林支部長より）一昨年から地区会に配布している地区会交付金の繰越金が積み重なり、使い道に

困っているかと思う。コロナの状況が落ち着きつつあるので、色々な活動に活用して頂きたいと思う

が、1つの案として、今後開催される通常の役員会において、地区会幹事・事務局の他に1,2名地区

会メンバーに参加して頂き、その分の交通費補助として使用して頂く様な使い方もあるのではないか

と思う。また、JSCA九州支部の旗が存在しないというご意見も伺ったので、この機に作成するのもあ

りかと考えている。 

 

 

   「その他 今後の予定」について 

   ・（事務局より）次回役員会 第2回役員会（福岡）  11月 18日（金） 

                 第3回役員会（福岡）  令和5年3月17日（金） 

                 令和5年度JSCA九州支部総会 令和5年5月19日（金） 

 

 

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

 

・支部交流 (他団体との交流会)  

    0709 第 38回建築構造技術研究会                    7名 

    0808 第 2回福岡県建築鉄骨協議会                    5名 

    0824 令和4年度福岡県建築確認円滑化対策連絡協議会総会        2名 

    0916 第 29回建築倶楽部ゴルフコンペ                  8名 

    0924 2022年度鋼構造部会、九州地区建築鋼構造研究ネットワーク定例会   3名 

    1111 九州・沖縄設計4団体セミナー・懇親会（現地＋WEB）        2名 

    1114 第 3回福岡県建築鉄骨協議会                   5名 

    1116 「福岡建築倶楽部 新年の集い」第1回 担当者会議         1名 

 

.九州支部 

0615 九州支部三役・事務局長ランチミーティング            4名 

1011 九州支部三役・事務局会議（WEB）                  6名 

1107 九州支部三役・事務局会議（WEB）                  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 

・今年度第2回目の役員会です。今回は対面＋WEB形式での開催となります。 

・去年に引き続き今年も「建築倶楽部ゴルフコンペ」が9月16日（金）に行われました。JSCA九州支部からは8

名の参加があり、内正会員は1名でした。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。 

・10月1日（土）に「JSCA建築構造士試験」が福岡ガーデンパレスで行われました。受験者は2名でした。今年

は、本部（東京会場）の受験者数も少なかった様です。 

・「令和5年度福岡建築倶楽部 新年の集い」は、令和5年1月27日（金）に開催が決定しました。幹事団体は

日本建築積算協会九州支部で、担当者会議が11月16日に開催され、参加してきました。12月頭に再度開

催の可否について、各団体に対してアンケートを採り、最終決定とする様になりました。 

 

 

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

・ 九州支部会員について 

現在 375名（正会員：355名 学術会員：11名 一般会員：9名） 

 

・ 賛助会について 

6 月 21 日をもって（株）エフアールアイ・国立様が賛助会より退会。 
賛助会員数は現在総会員数 85 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 

① 活動報告（2022年 6月～10月） 

6月  8日 JSCA本部技術委員会第２回会議（Webにて参加） 

8月 10日 JSCA本部技術委員会第３回会議（Webにて参加） 

10月 12日 JSCA本部技術委員会第４回会議（Webにて参加） 

 

② 本部技術委員会予定 

12月 7日 JSCA本部技術委員会第５回会議（対面参加or Web参加予定）（忘年会を企画中） 

2月 1日 JSCA本部技術委員会第６回会議（Web参加予定） 

 

③ JSCA本部議事都委員会「失敗事例・べからず集」の作成協力 

・現在、内容を整理中 

・公開方法も検討中  JSCA・HPに掲載など 

 

④ 福岡建築構造設計事務所協会様より講習会などの協賛金として年間15万を上限に提供していただけ

るようになりました。なお、今後の協会の収支状況より金額が変動する場合があります。 

10/5に開催した講習会では協賛金5万円を提供して頂きました。 

講習会開催に伴う、会場費、講師料などで収支が厳しい場合に活用することで企画の幅が広がると

思います。皆さんに活用していただき、更に活発な活動につなげることが出来れば幸いです。 

内容 

・運用方法はJSCA九州支部に一任する。（一括・個別・etc） 

・JSCAが主催する講習会などに協賛させもらい、協会のチラシ配布などの広報活動を行う。 

・「認知度の向上」「新規会員募集」を目的とします。 

・配布用のチラシを資料として添付します。 

・協会の主な活動は、年間4回程度の例会、勉強会、賛助会員を交えた懇親会などです。 

・JSCAでは難しい企業色が強い勉強会なども開催できます。 
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⑤ 10/5の講習会「 貫構造計算プログラムの特性 較について」の講師を務めていただいた本部プロ 

グラム部会主査の鹿島様より、「九州支部からも本部部会に参加しませんか」との言葉をいただい

ています。興味がある方は参加されませんか。なお、参加する際は以前説明した内規があります。 

<内規の概要> 

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） 

 

⑥ JSCA本部技術委員会の共有サーバーが「XDRIV」（以前はJSCA2）に変わりました。 

     運用の仕方に関しては、まだはっきりしていない様です。 

 

⑦ 事務局から記入依頼がある日程表(エクセルデータ)に他団体の予定を「その他」に記入しませんか。 

重複例が多々あるためです。 

吉村の方で「福岡建築構造設計事務所協会」と「SIPS九州免震普及協会」の予定を記入しました。

「AW検定評議会」もありますが九州支部会員は2名だけなので除外しました。 

 

⑧ 2023年4月14(金)に九州支部技術委員会合同部会会議・懇親会を計画しています。 

詳細が決まり次第ご連絡連絡いたします。 

日時 2023年4月14(金) 会議：17:30～19:00 懇親会：19:00～21:00 

形式  対面+オンライン 

内容 （１）顔合わせ・自己紹介 

   （２）支部長挨拶 

   （３）年間スケジュール 

   （４）CPD、構造士シール、JSCA九州HP掲載、オンライン講習会、PassMatketなど 

   （５）その他 

参加予定者 新年度新体制  支部長・副支部長、事務局 

会員委員会の委員長・副委員長 

広報委員会の委員長・副委員長 

技術委員会、各部会の部会長・副部会長 
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技術委員会 BIM-WG委員会  ----------------------------------------------  吉村委員長 

 

① 委員・会員（26名） →28名になりました。（川野様、前森様） 

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、河野、前盛、安本 

  （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 会員募集 

現在26名で活動しています。 

BIMを進めるうえでサポートセンターを利用する方法もあると思いますが、本会員の上級者の実務に

基づいた経験での解決方法・操作方法を聞ける貴重な会だと思っています。初級者の素朴な質問も

貴重です。 

WEB利用で実施しているので地域に限らず九州支部の全域から参加が可能です。（佐賀、長崎からは

既に参加しています。） 

JSCA会員に限らず参加できるので皆様の参加をお待ちしています。 

（非会員は、青年部会・なでしこ会に所属） 

 

③ 活動報告（2022年 6月～10月） 

偶数月、第２水曜日の15:00～委員会、15:30～実務部会をWEB利用で開催しています。 

6月  8日 第10回委員会 第 7回実務部会 

8月 10日 第11回委員会 第 8回実務部会 

10月 12日 講習会開催   第 9回実務部会 

昨年から数えて4回目の講習会です。 

      全国でも九州支部だけが先行して開催しています。 

現在、四国支部を除く各支部から同様の講習会開催依頼が来ているようです。 

     

④ 今後の予定 

■委員会の活動 

12月 14日 第12回委員会 

 2月  8日 第13回委員会 

・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。 

     ・BIM講習会の企画 

・賛助会員の大塚商会さんをはじめBIMソフトメーカーと講習会の企画を調整中 

 今井委員を中心に進める。 

     ・昨年設立された建築倶楽部BIM推進協議会では、意匠、構造、設備、積算、CMの建築 楽部の8 

団体を交えてBIMの普及活動を行っています。JSCA九州支部技術委員会BIM-WGでは、施工BIM 

との連携についても模索していく予定です。先ずは鉄骨ファブさんにヒアリングを行い、勉強会 

などで皆さんに発表出来ればと思っています。鉄骨部会を始め各部会の皆様に情報があればBIM- 

WGまで連絡をいただけると助かります。 BIM-WG・ Email： jkbimwg@gmail.com 
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■実務部会の活動 

12月 14日 第10回実務部会 

 2月  8日 第11回実務部会 

・「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） 

・初心者から上級者までBIMを操作する中での経験談を発表する。 

 講習会などでは聞けない有意義な話題が上がっています。 

・初心者向け実務演習を行う。RC造、S造を実施（初心者を上級者会員が指導する） 

 （Revit 講習 Archcad 講習 他） 

・活動報告をJSCA九州支部ＨＰに掲載する。 

 

⑤ 来年度に向けて 

来年度の新体制として「技術委員会BIM-WGをプログラム部会への昇格」を考えています。 

BIMが単なる作図ツールではなく将来的には、意匠、構造(実務・ソフト開発)、設備、積算、CM、施

工、維持管理までの全てをつなげるツールになります。そこで小委員会ではなく部会として活動す

ることで、本部、他支部や他団体とも連携して九州から発信できる会に発展出来ればと思いここで

提案させていただきます。皆様の同意を得られれば、来年度の総会で承認を得て正式に発足させて

頂きたいと思っています。 

なお、BIM-WG内では新体制に向けて調整済みです。 

         →（意見聴取の結果）部会への昇格に関して、特に異議申し立てはなし。 

 

 

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 

 

・ 10月 5日 「判定事例による質疑事項と設計者の対応集」に関する講習会（適判機関主催） 

     「一貫構造計算プログラムの特性比較について」（JSCA主催） 

福岡ガーデンパレス＋Zoom配信併用で開催 

参加者数 判定事例集 現地54名 Zoom165名 

     プログラム特性比較 現地31名 Zoom81名 

適判２機関、及び福岡建築構造設計事務所協会から協賛を頂いた。 

多くの方に御参加頂いたが会場参加率は低かった。Zoomでの参加が多く欠席率は以前より減少し 

た。 

       →（都筑部会長より）対面参加のみの場合は1割程度ドタキャンがあったが、対面＋WEB開催

形式の場合はドタキャンが5％程度に減少した印象がある。 

 

・ 今後の活動としては、応答制御設計部会の免震解析勉強会に共催協力予定。 

 

 

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

 

0. 部会 WG 

・未定   →12/26に対面形式で開催予定（今後の体制についても議論する） 

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 
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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 

＜計画中＞ 

・免震設計勉強会（主催：各地区会、協力：応答制御設計部会） 

※熊本以外の地区会で開催される場合、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  

＜実施済＞ 

・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 10月2日  

3.場 所 福岡市 博多駅前広場 

4.参加者 総来場者：2,500名 

  免震体験車 乗車人数：99組 214名（過去最高） 

5.概 要 a)ＴＨＫ株式会社免震体験車試乗会 

          →（上野部会長より）小さい子供たちの参加が多かった。また JSCA のパネル展示も行った。 

          →（今林支部長より）JSCA のパネルはどの様に準備をしたか。またそのパネルは今どうしているか。 

          →（上野部会長より）パネルは本部のデータをダウンロードして、印刷してパネルにいれて準備した。作成

したパネルについては、来年度も使える様に部会の方で保管している。 

          →（今林支部長より）パネル作成費用に関しては、九州支部の方に請求してもらえれば。またパネルに関

しては他の部会への貸し出しもお願いしたい。 

 

 

基礎地盤系部会  -----------------------------------------------  蓜島部会長（代理：和田） 

 

1. 講習会・講演会 

＜実施済＞ 

 ・地盤調査ハンドブック勉強会 Webにより開催中。 

  →（今林支部長より）ハンドブック作成の費用に関しては、九州支部に請求してもらえれば。

また勉強会の巡回開催も企画して頂けるとありがたい。補助金も積極的に申し込んで頂

きたい。 

 

第８回 九州地方の地盤特性（１）                 (22/06/17) 17名 

第９回 九州地方の地盤特性（２）、素朴な質問          （22/07/15） 16名 

第10回 まとめ                        （22/09/16） 18名 

 

第１回～第10回までで、平均18名の出席 

2023.03を目途に、講習会を行う予定。（資料代を含めて有料で行う予定です。） 
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＜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 

（応答制御設計部会と共催予定） 

       ・『構造設計者のための地盤調査ハンドブック』講習会 

        日 程：2023年3月（予定） 

        参加費：2000円程度を予定 

   ※開催方法は、検討中 

 

2. 見学会  

＜実施済＞ 

 ・2022年8月26日 ナックルパイル工法の現場見学会（RC系部会と合同開催） 

(仮称)天神一丁目北14 番街区ビル新築工事 

 

 

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

 

講習会等の報告 

・ 2022年 8月 26日   ・・・現場見学会 

企画  ：ＪＳＣＡ九州ＲＣ系部会＋基礎地盤系部会 

参加人員：25名 

内容  ：天神でナックルパイルの現場見学会を行いました。 

 

・ 2022年9月13日、27日・・・配筋標準図勉強会を開催（2回） 

進行  ：ＪＳＣＡ九州ＲＣ系部会（木村、前田、小林） 

参加人員：23名（対面形式） 

内容  ：2020年 6月に公開（2021年 9月1日改訂）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 いました。 

     →（木村部会長より）今後も勉強会を行ってほしいとの意見があった。 

     →（今林支部長より）支部長会議にて、この勉強会に関して本部も興味を示していた。 

 

講習会等開催の予定 

・ 2023年 2月頃    ・・・ガス圧接工法の講習会＋実地見学会（企画中） 

企画  ：ＪＳＣＡ九州ＲＣ系部会＋西日本圧接共同組合 

参加人員：30名 

内容  ：エコスピード工法（高分子天然ガス圧接継手）、ハイドロカット圧 

接工法（水素・エチレン混合ガス圧接工法） 

           →（今林支部長より）講習会の内容として、今後 SDGs やカーボンニュートラルに向けた技術開発のも

のも必要になってくると感じている。 

 

 

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

 

・ 6月24日 鋼構造サブネットワークの会議体に参画。 

 →（井手部会長より）ファブとのヒアリングを元にディテール集の改訂を共同で行う予定 
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・ 計画予定の講習会等 

・ 「鉄骨ファブリケーターとの意見交換会」 

  → 鋼構造サブネットワークと連携して実施予定 

・ 鉄骨の最新情報に関する講習会 

 

 

木質系部会  ---------------------------------------------------  宮崎部会長（代読：向井氏） 

 

・ 11月 18日(金)15:00～17:00清水建設株式会社 九州支店にて開催の木造研修会に参加。 

・ 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。（具体的な内容に関しては今から

準備） 

 

 

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

 

・ 7月13日・・・第２回部会  8/29予定のPC構造設計の勉強会 について 

・ 8月16日・・・8/29の PC設計勉強会を延期にしました。（事務局からアナウンス） 

講師と会場の都合で年内の開催を見合わせました。 

年度内の2023年1月20日（金）に開催予定です。 

・ 3月に現場見学会を計画中です。 

         →（今林支部長より）九州支部への講習会補助を是非利用して頂きたい。 

 

 

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

 

＜報告＞ 

・  7月 5日  令和4年度部会開催 

・ 10月 17日  「熊本城天守閣の復旧と耐震補強」の勉強会をなでしこ会と共同開催 

             大林組から講師を依頼 

 

＜要望＞ 

・ 会員が年々減少傾向。 

引き続き、新規、関連、紹介等で会員（運営上、特に若手）の増員を図りたい。 

 →（香月部会長より）木造戸建ての耐震診断、特定天井の耐震改修、既存CB塀の耐震診断な

どの勉強会を今後開催したい。また部会の人数を増やして活動をより活発にしていきたい。 

 →（今林支部長より）企業や賛助会と協力しての開催もお願いしたい。 

 

 

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

 

・ 活動報告 

9月 9日 ・・・本部港の構造デザイン意見交換会 

青年部会となでしこ会と構造デザイン部会の共催 

参加者 8名 対面実施 

→（尾宮顧問より）本部港については新建築の9月号に掲載された。7月に福岡

大学で講演会を行い、9月に意見交換会を行った。一方的に講演するのでは

なく、問いかけやあるあるエピソードを加えて、双方向のやり取りが出来た

会になった。 
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11月 11日・・・サブネットワーク会議 

        参加者10名 対面とオンライン併用で実施 

       →（安達部会長より）鉄構工業会との意見交換、ディテール集の改訂（来年3

月位を目途）を予定している。 

・ 今後の予定 

12月  構造デザイン勉強会、忘年会 

2月   張弦梁勉強会  →（今林支部長より）3月3日に共催で開催決定。宮里先生と北海道

支部（3名）が参加される予定 

 

 

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

                                                   

・ 7月30日 「女川復興レポート」（九州産業大学 姜先生）オンライン勉強会 

・ 9月9日  本部港の構造デザイン意見交換会（構造デザイン部会、青年部会との共催） 

・ 10月 17日 「熊本城天守閣の復旧と耐震補強」勉強会（耐震改修部会との共催） 

        →（松田部会長より）上記の活動に加えて、サブネットワークとの活動も行っている。 

    

・ 2月頃に活動発表会を実施予定 

・ 地盤改良に関する勉強会を実施予定（時期未定）→なでしこ会内で 

 

 

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。 

→（原顧問より）最近活動が停滞しているので、少し活性化していきたい。 

 

 

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

 

・ 活動報告 

9月 9日 ・・・本部港の構造デザイン意見交換会 

青年部会となでしこ会との共催 

参加者 8名 対面実施 

ワンス設計事務所の尾宮さんによる設計作品について意見交換。 

設計で直面した様々な問題に対する解決の仮定を紹介していただき、 

質疑や別案の可能性等について活発な議論を行った。 

予定時間をかなりオーバーする程の盛会となった。 

 

・ 今後の予定 

・神水公衆浴場の構造デザイン意見交換会・・・青年部会との共催を予定 
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広報委員会  ----------------------------------------------------------  福田委員長 

 

・ 6月27日・・・メール版49号（総会号）発刊 

・ 7月26日・・・メール版50号（九州支部役員会とデザイン発表会in沖縄）発刊 

・ 随 時  ・・・講習会案内、賛助会等のJSCA九州のHPアップ 

9月6日Coffee Break Talk（第7弾） 

 

今後の予定として 

・   11月・・・メール版51号（役員会号）発刊 

・    1月・・・メール版52号（新春号）発刊  →11月と1月を合わせて新春号となるかも 

 

    →（今林支部長より）JSCA本部のホームページが今後リニューアル予定であり、久田副会長を中心に

準備中。 
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５．地区会報告と事業計画 

 

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

 

・ 10月 21日金曜日 ＪＩＡ建築家大会２０２２沖縄レセプションパーティーへ参加 

              （参加者370名程度、ビュッフェ形式） 

・ 12月 7日水曜日 沖縄地区会定例会及び忘年会 

・  1月 12日木曜日 沖縄県建築関係団体新年会開催（300人程度に縮小しての開催予定） 

              （例年600～700名が参加。ビュッフェか着座形式。7団体が参加） 

沖縄地区会新年会 

・ その他：講習会・見学会のしばらく予定はありません。 

 

 

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

 

・ 7月 4日・・・ 第2回地区役員会を開催しました。 

・  8月 24日・・・第1回定例会(横須賀先生<鹿児島大学>をお招きしての講演会)を 

web開催しました。 

「施工性・製作性に優れた曲面構造」(参加者15名) 

・  9月 21日 ・・・第3回地区役員会を開催しました。 

・ 10月 21日 ・・・鹿児島県鉄構工業会との共同勉強会を対面で実施しました。 

（参加者/JSCA：13名、鉄構工業会：15名） 

→（白坂幹事より）11月26日に日本建築学会鹿児島支所主催の講演会が開催され、JSCA九州支部

鹿児島地区会は後援として参加した。 

 

・ 会員数が1名増えました。（2名入会、喜久忠人氏＜ウッディストプラン＞逝去） 

→（今林支部長より）JSCA会員で逝去された方の本部への報告等をどうするか、本部確認する。 

 本部確認の結果（氏名、会員番号、亡くなった日、年齢をメールにて本部事務局へ連絡） 

 

 

宮 崎  -----------------------------------------------------------------  川越幹事 

                                                         

・ 9月にWEB研修会等を実施するため,地区会会員のWEB勉強会を2回実施。（個別のものを含める

と4回） 

・ 11月 19日開催の建築セミナー2022の実行委員会に出席している。 

セミナーは、対面及びWeb形式での開催を予定していますので、各県地区会員様の 

WEB参加を募る予定です。是非参加してください。JIA新人賞受賞者を迎えたセミナーで50名

弱の参加応募あり。 

 

・ 会員は11月現在21名,増減はありません。 

→（川越幹事より）地区会会員の若返りが出来ていないので積極的に勧誘を行い、1名了承済み、1

名相談中である。 

 

・ 今後の講習会の形式に関しては、各県地区会のWEB参加協力をお願いすると共に宮崎地区会も 

WEB研修会等に誘って頂けると幸いです。 

→（川越幹事より）地区会役員として、和田氏・川口氏を候補として調整中である。 
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熊 本  -----------------------------------------------------------------  甲斐幹事 

 

〇第１回役員会後 

１）6月23日に熊本地区会の総会を及び懇親会を実施しました。 

２）6月20日、8月10日、10月28日開催の 骨問題協議会技術委員会に出席しました。 

 

〇今後の予定 

１）11月25日に熊本のNPO法人KPIC（主催）、熊本地区会（共催）で「免振設計は難しくない」 

の講演会を予定しています。 

２）12月に来年の第一回役員会時（熊本）の計画について役員等打合せ予定 

終了後年末忘年会を実施する予定です。 

 

 

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

 

【2022年度実施済行事】 

■2022年 6月 8日（水） 「最近の設計と施工｣ ～ 聞かなければ損をする最新の杭事情 

大分地区会協力会員、ジャパンパイル株式会社、三谷セキサン株式会社 

9月 9日（金） 講演会「井上会員（元大分大学教授、元日本文理大学教授）に聴く」 

                 コロナ感染者数多くなり10/28に延期 

      10月28日（金） 講演会「井上会員（元大分大学教授、元日本文理大学教授）に聴く」1 回目 

         会員9名にて対面開催 

 

【今後の計画】 

□2022年 11月 9日（水） 第3 回大分地区 役員・理事会 →来期役員改選 

11月 18日（金） JSCA九州支部令和4年度第2回役員会 

11月 24日（水） 講演会「井上会員（元大分大学教授、元日本文理大学教授）に聴く」2 回目  

             （対面開催予定） 

12月 7日（水） 第3 回大分地区 定例会及び例会企画 

→（今林支部長より）11月24日の講演会は、木質系に関する内容か？ 

→（山本幹事より）木にこだわらず、鉄骨やコンクリートの内容も含まれている。 

 

 

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

 

・ 6月28日 長崎地区 例会開催   

場所：市民会館（長崎市） ：沖縄デザイン発表会報告、今後の行事について   

・ 7月27日 鉄構工業会合同勉強会  

      場所：アルカディア大村（大村市） ：鉄骨 露出柱脚（既製品）勉強会 

・ 9月 2日  あと施工アンカー勉強会 

      場所：メルカ築町     ：あと施工アンカー 強度申請等ガイドライン 

      →（今林支部長より）あと施工アンカーのガイドラインに関して、何か情報提供出来るものがあ

れば、公開してもらいたいが。 
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      →（平川幹事より）実施に向けてはかなり安全を見込んでという内容のもので、まだまだこれか

ら色々と詰めていくといった感じである。 

（今後の予定） 

・ 木造限界耐力計算  勉強会   １２月 

・ 長崎大学 陳助教  講演会    ２月 

・ 鉄構工業会 意見交換会      ２月 

 

 

佐 賀  ------------------------------------------------------今村幹事（代読；向井事務局） 

 

・ 5月13日 ・・・ 地区総会（書面による報告） 

・ 7月28日 ・・・ オブザーバー会員として、さがの木の建築推進協議会（非住宅分野の木質化 

推進団体）へ参加 

※さがの木の推進協議会主催のセミナー見学へ参加可能（年4回程度計画中） 

・ 12月  ・・・ 地区例会予定 

・ 未定  ・・・ 佐賀県鉄鋼鋼業会青年部合同勉強会予定 

 

 

北九州  ---------------------------------------------------  牛尾幹事（代読；松岡事務局） 

 

北九州地区会   R 4年度11月以降スケジュール 

 

行事   

・ R 4年 12月下旬 北九州地区会交流会 企画中 

・ R 5年 1月13日(金) 北九州建築六団体新年賀詞交歓会 予定 

 

    その他 

ｺﾛﾅ収束はまじかにはなさそうであるが､新年賀詞交歓会が来年1月初旬に開催予定である｡ 

 

     →（今林支部長より）12月下旬の地区会交流会は、忘年会を兼ねてのものか。 

     →（松岡事務局より）その予定である。 
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６． その他 

 

    以降掲載省略 
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