
 

JSCA 九州支部 令和 4 年度 第 1 回役員会議・議事録（2022・0603） 

          

日  時 2022 年 6 月 3 日（金）役員会 14:20～15:50   

場 所 

（公財）沖縄県体育協会 沖縄県体協スポーツ会館  会議室 

住所：沖縄県那覇市奥武山 51-2 

お問い合わせ先 TEL 098-857-0017 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）                                         各幹事   2 名 

都筑、上野、蓜島、木村、井出、宮﨑、香月、安達、松田、伊藤（淳）、福田（顕） 

       各委員長・部会長   11 名 

福田（光）、西村、髙山、小車、毛利、和泉、田原、石井（幹）、中島 

                                          各副委員長、副部会長   9 名 

堀、島袋、比嘉、新川、花城 

                                                   支部 WG   5 名 

今村、平川、甲斐、山本、川越、白坂、小波津                    各地区幹事   7 名 

池田（宣）、谷口、平田（豊）、岡崎、片平、山城                  各地区会事務局  6 名 

 

尾宮、原                                              各顧問   2 名 

九州支部事務局 恵藤、江口                                           2 名 

計 47 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 

   デザイン発表会ワーキングチーム（重松副支部長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(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。 

ついに、沖縄で皆さんとお会いできる日がやってきました。 

これまで３度にわたり延期されてきたJSCA構造デザイン発表会in沖縄が明日開催となり、その準備も 

あり前日の本日に沖縄にて令和４年度第１回の役員会を行うものです。 

 

・５月２０日支部総会は皆さんご協力のお陰で無事成立終了することができました。どうもありがとうご 

ざいました。総会から２週間しか間が空いておらず準備も大変でしたが、事務局の皆さんどうもありが 

とうございました。 

 

・今日は役員会後に明日の構造デザイン発表会の準備会議が予定されております。各委員会と部会からの 

報告および各地区会からの報告をメインに、久しぶりの対面での役員会を楽しみましょう。 

今年度は対面での活動も増やして、少しずつ通常に近い活動ができればと考えています。役員皆様のご 

協力をぜひよろしくお願いいたします。 

 

・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 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 

・（事務局より）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。 

・（技術委員会より）「失敗事例べからず集 九州支部」の報告について、未提出の方は3月末日まで

提出して下さい。 

・（技術委員会より）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。 

・（鉄筋コンクリート系部会より）RCS構法勉強会を開催した際の印象として、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。 

・（特殊構法部会より）7月22日（金）にPC建設業協会主催のPC建築技術講演会が決定。構造デザイ

ン部会副部会長の福田さん（久米設計）も後援者の一人として発表予定。 

・（構造デザイン部会より）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る。現時点で発表者4名から内諾済み。コメンテーターは前回と

同様で用意しない予定。 

・（広報委員会より）本部の編集委員会より、全国の建物の紹介という特集を掲載したいという連絡が

あり、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わない。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

う。） 

 

 

 

 



 

   「地区会報告と事業計画」について 

   ・（鹿児島地区会へ今林支部長より）「建築構造勉強会」は2月17日で完結という事でしょうか。また

この勉強会は閲覧できるのでしょうか。 

      →（鹿児島地区会 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

閲覧に関しましては、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） 

   ・（鹿児島地区会 白坂幹事より）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。 

   ・（宮崎地区会 和田幹事より）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。 

   ・（大分地区会へ今林支部長より）「1.22地震について語ろう」座談会は、誰の発案でしょうか。 

      →（大分地区会 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、間に見えない被害が主な様です。 

   「その他 令和4年度総会」について 

   ・（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どうだろうか。 

      →（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。 

      ⇒ 時間の関係により、 終的に総会では4名の発表者による発表のみで行った。 

   ・（今林支部長問より）総会後の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 松岡事務局より）少人数であれば、良いと思います。 

      →（沖縄地区会 小波津幹事より）是非やりたい。 

      ⇒ 終的に懇親会は開催せず、賛助会交流会に替えて開催した。 

   「その他 JSCA西日本4支部オンライン交流会第2弾」について 

   ・（今林支部長問より）3月25日（金）に開催されるが、全国の希望者に視聴可能。 

 

 

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)  

    0521 2022年度通常総会・懇親会（日本建築家協会九州支部・福岡地域会） 1名 

    0527 令和4年度通常総会懇親会（福岡県建築士事務所協会）       1名 

    0530 第 1回福岡県建築鉄骨協議会                   7名 

 

 

.九州支部 

0404 九州支部三役・事務局会議（Web会議）  7名 

0509 九州支部三役・事務局・構造デザイン部会会議（対面＆Web会議）  11名 

0520 JSCA九州支部総会 

 

.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 

 

 

 

 

 



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。久し振りの対面形式での開催となります。 

・つい先日ですが、今年度のJSCA九州支部総会が開催され、多くの皆様のご協力により無事に成功すること

が出来ました。改めてご協力感謝いたします。九州構造デザイン発表会や賛助会交流会も盛会となりました。 

（賛助会交流会参加者：役員会メンバー25名＋賛助会員43名の計68名） 

・今日の役員会は年度明けて間もない時期での開催となりましたので、各部会や各地区会で今年度の活動

計画もまだ見通せていない状態だと思います。今回報告出来なかった活動計画につきましては、月初めに

事務局の方から「JSCA九州支部日程表」のエクセルデータを配信しますので、そちらに記入して頂き、定期

的に皆様にお知らせ出来ればと考えております。（なるべく月初めに配信出来る様努めます。） 

 

 

   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 

5 月 11 日をもって（株）横森製作所様が賛助会より退会。 
賛助会員数は現在総会員数 86 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3月～） 

2月  2日 JSCA本部技術委員会第６回会議（Webにて参加） 

4月 13日 JSCA本部技術委員会第１回会議（Webにて参加） 

 

② 本部技術委員会予定 

6月 8日 JSCA本部技術委員会第２回会議（Webにて参加予定） 

 

③ JSCA本部議事都委員会「失敗事例・べからず集」の作成協力 

・九州支部より184項目を提出し、全体で325項目が集まっています。 

皆さまご協力ありがとうございました。次回の役員会で速報を報告します。 

今後も新たな事例があれば提供して頂けると助かります。 

 

④ 福岡建築構造事務所協会様より「講演会・講習会」の共催補助金を提供する旨の連絡がありました。 

・詳細の連絡がありましたら報告します。 

・福岡県建築住宅センター様、及び九州住宅保証様から提供して頂いている補助金と合わせて検討 

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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（2022年2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。 

2月  9日 第9回委員会 

2月  9日 第9回実務部会 

     ・BIM演習 S造課題報告会 

     ・質疑回答記録シートの回答及び内容説明 

     ・S造建物のBIM事例紹介（物流施設・事務所）：能勢構造 高柳氏 

 4月 10日 活動報告のHP掲載依頼を広報委員会福田氏へ行った。 

4月 13日 第9回委員会 

 4月 13日 第6回実務部会 

     ・BIM演習実施後のアンケート結果報告 

     ・BIMソフトTeklaを活用した事例紹介：松尾建設株式会社 大野氏 

     ・質疑回答記録シートの回答及び内容説明 

     

③ 今後の予定 

■委員会の活動 

 6月  8日 第10回委員会 

8月 10日 第11回委員会 

10月 12日 第12回委員会 

12月 14日 第13回委員会 

 2月  8日 第14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。 

■実務部会の活動 

 6月  8日 第 7回実務部会 

8月 10日 第 8回実務部会 

10月 12日 第 9回実務部会 

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） 

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

 （Revit 講習 Archcad 講習 他） 

→（今林支部長より）実務演習は今も募集中でしょうか？ 

→（吉村委員長より）現時点に関してはもう終わりかけです。要望が多ければまた再度行いたい。 

 

④ 上級者向け講習会 

・前回の役員会にて有償の上級者向けのRevit 講習会を企画している旨を報告しましたが中止しま 

した。 

→（今林支部長より）BIMで悩んでいる場合は、どの様な対応が可能でしょうか？ 

→（吉村委員長より）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）ホームページで紹介出来ると良いと思います。 

→（吉村委員長より）広報委員会に協力をお願いしたいと思います。 

 

今後は無償の範囲での講習会を企画していきます。また同様な講習動画などがWEB上に多数あるた 

め、そのURTを会員に情報共有して各自が学習するようにします。その中で生じた疑問などを実務 

部会のＱ&Ａで実務上級者を中心に解決していきます。難易度が高い項目に関しては、ソフトメー 

カーに対応をお願いする予定です。 

→（今林支部長より）構造分野ではRevitがほとんどの様に感じますが、いかがでしょうか。 

→（吉村委員長より）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 

 

・ 福岡県版適判事例集改定状況について 

３月に福岡県建築指導課から改定内容の意見照会があり、現在は集まった意見への回答を調整中。 

近日に書面資料での回答及び承認確認が行われる予定。 

→（都筑部会長より）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様です。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様です。 

改定内容に関する講習会及びプログラム特性比較講演会を６月開催予定としていたが、秋頃に延期 

される見通し。引き続き協力する。 

 

・ 今年度開催予定の応答制御設計部会の免震解析勉強会に共催協力予定。 

 

 

   応答制御設計部会（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 

＜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  

＜計画中＞ 

・住まいるフェア福岡2022（免震体験車試乗会）→10/2 博多駅前大屋根広場 に決定 

 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 

→（上野部会長より）地区会の方もお気軽にお声掛け下さい。 

 

 

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） 19名 

第７回 平板載荷試験、繰返し三軸試験                  （22/04/18） 16名 

第８回 九州地方の地盤特性                       （22/06/18） ‐名 

第９回 基礎計画による地盤調査計画例                  （22/07/15） ‐名 

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

 

毎月第３木曜の18:00～20:00で開催。 

→（今林支部長より）2年に渡り勉強会を行ってきましたが、これらをまとめた冊子の様なもの

を今後作成する予定はありますか？ 

→（蓜島部会長より）作成する予定です。有料にする予定ですが、やり方は今後考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 9月・・・配筋標準図勉強会を開催（2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（2021年9月1日改訂）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。 

→（木村部会長より）本勉強会は有料にするかもしれません。 

 

・ 2022年 10月・・・現場見学会（施工のタイミングで開催時期を調整） 

天神で現場見学（ナックルパイル）を企画しています。 

→（木村部会長より）7～9月の間で打ち終える様ですので、盆明け頃現地開催を予定していま

す。 

 

 

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

 

■計画予定の講習会等：対面形式 、ｗｅｂ形式を検討。 

１）鉄骨の 新情報に関する講習会 

２）「鉄骨ファブリケーターとの意見交換会（案）」 

・ファブから設計者に対する要望等、自由な意見交換の場とする。 

・H 又は M グレードのファブ複数社との意見交換とする。 
→（井手部会長より）鉄構工業会よりお声掛け頂いています。 

→（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いますので、参考にして

進めて行って貰えればと思います。 

 

 

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

 

・ 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。 

→（宮崎部会長より）前回のウェブ形式の講習会では、Wifiでのトラブルがありましたので、

次はこの点を改善して開催したいと思っています。 

 

 

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

 

・ 6月 8日・・・第１回部会  8/29（月）予定のPC構造設計の勉強会 について 

過去 2017/12/8 に開催した勉強会 

その他、見学会など立案する予定です。 

→（今林支部長より）この勉強会は、講師の先生に来て頂いて開催するようなものですか？ 

→（石井部会長より）その予定です。 

 

 



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

 

・ 「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検討中。 

→（今林支部長より）これらの勉強会は、会場で行う形式でしょうか？ 

→（香月部会長より）状況を見て、会場＋Web併用等で調整しようと考えています。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と思います。 

 

 

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

 

・ 活動報告 

特になし 

 

・ 今後の予定 

6月中旬～鋼構造サブネットワークへの参加 

7月下旬 暑気払い 

開催未定 勉強会（テーマ思案中） 

→（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

開催してみてはいかがでしょうか。JIA の福田氏が開催したい様でしたので。 

→（安達部会長より）今後調整してみます。 

 

 

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

                                                   

・ 4月 16日 新年度ミーティング開催（ZOOMにて） 

 

・ 6月から12月まで月例のミーティング、2月頃に活動発表会を実施予定 

・ 今年度は勉強会を2回予定している（内容検討中） 

→（松田部会長より）インターンシップの情報があれば教えて下さい。 

→（松田部会長より）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、お声掛け下さい。 

 

 

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 

 

・ 活動報告 

5月20日 ・・・九州構造デザイン発表会  

参加者 111名（対面：35名、オンライン：76名） 

アンケート回答 62名（55.9%）中、42名が今後もオンライン参加を希望。 

「質問時間14分が良かった。」「定点カメラで進行してほしい。」 

 

 



・ 今後の予定 

・構造デザイン勉強会（本部港の構造デザイン） 青年部会との共催を検討 

→（伊藤部会長より）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ま

す。 

 

 

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

 

・ 5月 20日・・・総会議事録書記、写真撮影ほか 

・ 随 時  ・・・講習会案内、賛助会等のJSCA九州のHPアップ 

→（福田委員長より）本部のストラクチャーへの掲載内容として、尾宮顧問より提案がありまし

た2件で進めています。 

         「アクロス福岡」「鹿児島ホテル京セラ」 

 

今後の予定として 

・    6月・・・メール版49号（総会号）発刊 

・    7月・・・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 

→（福田委員長より）情報提供のご協力をお願いします。 



５．地区会報告と事業計画 

 

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

 

・ ４月13日水曜日 沖縄地区会の総会及び懇親会開催 

・ 九州支部役員会及びＪＳＣＡ構造デザイン発表会ｉｎ沖縄開催にむけ、 終調整中 

・ その他：講習会・見学会のしばらく予定はありません。 

→（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ます。 

 

 

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

 

・ 3月 17日・・・地区役員会を開催しました。 

・ 4月 21日・・・地区会総会を開催しました。 

・ 5月中頃 ・・・第1回地区役員会を開催予定 

・ 6月 4日 ・・・構造デザイン発表会in沖縄に参加予定 

 

・ 会員数の増減等はありません。 

→（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ます。 

 

 

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

                                                         

1）宮崎地区 報告 

・ 4月 6日・・・第1回役員会  出席者 5名 

宮崎地区会令和4年度総会について協議 

 

・ 4月 22日・・・宮崎地区会令和4年度総会  出席者(委任状を含) 16名 

宮崎地区会令和4度事業計画等を採択する。 

事業の今後の予定として令和5年2月迄に,計3回の研修会 

  及び,宮崎県4団体設計の建築セミナー共催参加を計画している。 

 

2） 会員数の変更 

4月現在の地区会員数は20名。 

 

3） その他 

宮崎地区会総会にて,幹事・事務局に補佐を付け,今後の幹事・事務局候補と 

する事を予定している。 

→（川越幹事より）若干の会員増がありました。（6/1に 46歳の適判委員をされている方の勧

誘が成功しました。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

〇去年の事業としては 

・ ６月に地区総会を「ウェブ＋会場」で実施したいと思います７月～11月に計８回ウェブ形式で

「免震試設計の勉強会」を実施し、成果発表を２月に行いました。参加者からは免震設計について

の理解が得られ、実施設計を頼まれた時に役立つ勉強ができ大変有意義であったとの声が聞かれま

した。 

・ 4月に役員等で今年度の地区活動についての話し合いをウェブ形式で実施しました。 

・ 4月 25日に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。 

・ 構造適判物件数は、令和３年度分の受付分として234件でした。 

・ 耐震診断の物件数は、令和３年度分の受付分として21件でした。 

 

〇今年の予定としては 

・ ６月に地区総会を「ウェブ＋会場」で実施したいと思います。 

・ ９月位に去年実施した「免震試設計の勉強会」について発表会及び座談会を実施したいと思います。

（計画中です） 

→（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思っていま

す。 

 

 

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

 

【2022年度実施済行事】 

■2022年5月11日（水）  大分地区会総会（総会資料と書面表決による） 

□2022年5月18日（水）  大分地区会役員理事会（ＺＯＯＭ利用） 

 

【今後の計画】 

□2022年6月03日（金）  九州支部役員会 

□2022年6月04日（土）  構造デザイン発表会 

□2022年6月08日（水）  大分地区会例会、及び勉強会（ＺＯＯＭ利用） 

→（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ます。 

 

【会員数について】 

2名が退会され、会員数24名となりました。 

 

 

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

 

【令和３年度行事】 

・ 11月 11日 長崎大学 修行名誉教授 ＷＥＢ講演会 開催 

・ 12月 9日 長崎大学 中原教授   ＷＥＢ講演会 開催 

・  2月 9日  長崎総合科学大学 藤田准教授 ＷＥＢ講演会 開催 

 

 

 

 



【令和４年度行事】 

・ 4月 15日 長崎地区 総会 開催 

場所 長崎市民会館 

参加者 １１名 

 

（今後の予定） 

・ 長崎大学 陳助教授 講演会 

・ 鉄構工業会 意見交換会 

・ 木造耐震計算方法 勉強会 

 

・ 会員が２名 減りました。 

→（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です。 

 

 

佐 賀  -----------------------------------------------------------------  今村幹事 

 

・ 令和3年 5月13日・・・ 地区総会（書面報告） 

・ 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） 

・ 令和4年 1月25日・・・ 佐賀県鉄鋼工業会青年部合同勉強会（web） 

 

【2022年度活動予定】 

・ 令和4年 5月10日・・・ 地区会総会（書面報告） 

・      6月 4日 ・・・ JSCAデザイン発表会in沖縄参加予定 

・     11月    ・・・ 佐賀県鉄鋼工業会青年部合同勉強会 

・        年度内  ・・・ リモートによる勉強会、現場見学会を予定 

 

 

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

 

北九州地区会   R 4年度スケジュール 

 

行事   

・ R 4年 5月11日 (水) 北九州地区会交流会 開催 

・ R 4年 8月初旬頃 北九州市行政連絡会議(北九州建築六団体で参加) 未定 

・ R 5年 1月初旬頃 北九州建築六団体新年賀詞交歓会 未定 

 

    その他の予定 

7月頃を目処に､ｺﾛﾅが収束すれば､交流会､勉強会などを企画し､活動をという当地区会会員から 

の意見を受けて､その構想を練りつつある｡ ただ､北九州地区会のﾒｲﾝ事業である『北九州市の 

産学官が連携した建築構造系講演会』は､今年度は開催を見送る｡ 

 

 

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

したいと考えております。開催時期は例年通り7月後半です。 

 



６． その他 

① 令和4年度JSCA九州支部日程表（事務局） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② デザイン発表会ワーキングチーム  -----------------------------------------重松副支部長 

 

・ 「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４日（土）開催 

 

・ 発表者は、１１９名   （九州支部から１０名） 過去 多 

・ 参加者は、２４２名の予定（発表者含む、５月２５日時点） 

 

・ 新型コロナウイルスの感染拡大により度重なる延期で3回延期となりましたが、２０１７年１０月

東京開催のデザイン発表会懇親会にて九州で開催したい旨を宣言してから、約５年の準備を経てい

よいよ明日本番を迎えます。 

 

＜これまでの活動記録＞ 

・ ２０１８/０２２０：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)発足 

 

・ ２０１８～２０１９ 開催地と会場決め 

 

・ 本部ＷＧ（東京⇔福岡・沖縄Ｗｅｂ）２８回＋α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、０３０９、０３２４、０４０８、０５１６ 

・２０２２/０６１４（総括予定） 

 

・ 支部ワーキングチーム会議（福岡⇔沖縄Ｗｅｂ）これまで１４回＋α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） 

・２０２２/０５２７（支部） 

 

・ ５月２４日（火）「受付担当」準備会議（Ｗｅｂ）にて実施 

・ ５月２７日（木）「司会とタイムキーパー」準備会議（Ｗｅｂ）にて実施 

・ ５月２７日（金）「コメンテーター」準備会議（Ｗｅｂ）にて実施 

・ ６月 ３日（金） 前日準備会 

 

・ これまで今林支部長をはじめ、多くの皆さん、特に支部ＷＧのメンバーに、準備協力や判断・助言

をいただき、開催が実現する運びとなったことに感謝いたします。 

 

・ 九州支部役員ならびに沖縄地区会員のみなさん、明日は運営にご協力の程よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

 

 

 



③ 地区会交付金の使い道に関して（繰越金）  ---------------------------- 今林支部長 

・ 一昨年から各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

思います。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いますが、

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・事務局の外に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

と思います。また、JSCA九州支部の旗が存在しないというご意見もありましたので、この機に作

成するのもありかと考えています。 

 

 

④ 今後の予定  ----------------------------------------------------------- 事務局 

 

  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） 


