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5月25日開催

年度

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

ＪＳＣＡ関西支部

副支部長

支部長
副支部長

支部長

久徳敏治

副支部長

青柳

司

支部長
副支部長

能勢善樹

青柳 司
能勢善樹

支部長

・関西支部設立総会

年史

特別事業
見学会
海外研修
その他

・大阪府構造法令専門者制度発足 ・見学会
・海外研修会＠韓国
・見学会
・パソコン有効利用例に関す ・業務報酬調査報告会
・見学会
・見学会
瀬戸大橋架橋記念館・櫃石島架橋 ・見学会
大阪城国際文化スポーツセンター る座談会
梅田センタービル
ポートアイランドスポーツセンター ・見学会
住友生命
東京ドーム
高見ﾌﾛｰﾗﾙﾀｳﾝ７番街 15 棟
吉本ビルディング
大阪市庁舎
奈良シルクロード博
ホテルニューオータニ大阪ﾋﾞﾙ
( 仮 ) 和泉市立ｺﾐｭﾆﾃｨ体育館
大阪府立体育館
大阪国際見本市新会場
MID ツインタワー
木造格子シェルによるパビリオン 関西新空港埋立工事
大阪文化服装学院
大阪産業大学
千船リバーサイドビラ ・第４回 JSCA 関西構造家賞 ・第５回 JSCA 関西構造家賞
・第１回 JSCA 関西構造家賞 ・第２回 JSCA 関西構造家賞
山田裕治
斎藤幸雄、福本早苗
魚木晴夫、松谷輝雄、和田勉 松岡広之（尼崎市）
・第３回 JSCA 関西構造家賞
窪田育弘、瀬川輝夫、日下部一一

1983 年度の支部組織

1997

板垣勝善

真塚達夫

支部長
副支部長

・定例研究会
・講演会
・定例研究会
構造家懇談会関西支部設立 ・PD
・PD
・定例研究会
構造家にのぞむ
（1982 年 2 月）
明日の構造家は育っているか 最近の建築鉄骨について PRC 構造の特性とコスト
基礎構造における実務上の問題点 制震構造
建築鉄骨の問題点
・定例研究会
・講演会
建築家から構造家への注文 ・講習
PRC 構造設計チェックポイント アメリカの建築事情と
建築鉄骨の設計
薄肉鉄骨の設計
木の文化・石の文化
( 久徳支部長と安藤忠雄氏との対談 ) 入門 RC 構造
PC・PRC 構造設計資料ノート
木造建築物の実状
溶接技術の最近の進歩と PC･PRC 構造設計監理ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ
先輩構造家に聞く
・定例研究会
PRC の構造設計監理
最近の杭工法について 今後の動向
・支部設立 5 周年記念講演会
メキシコ地震を考える
地震力に対する基礎設計指針
木の心
定例研究会
・講習会
西と東の技術
構造物評価の現状と問題点
講習会
建築基礎設計のための
・講習会
研修会
地盤調査計画指針
入門鉄骨構造
・支部設立総会記念講演会 ・定例研究会
大阪の将来を考える
PC/PRC 構造の現況
構造雑感
( 訪米調査報告・技術紹介 )
建築家と建築デザイン
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1989

馬瀬芳知

1998
副支部長

馬瀬芳知

副支部長

俣野

真塚達夫
博

・定例研究会
・( 社 ) 日本建築構造技術者協会設立 ・定例研究会
・JSCA 京都会 記念講演 ・鉄骨分科会講演会
・定例研究会
・定例研究会
・若手技術者育成講座開講
・定例研究会
建築鉄骨のﾛﾎﾞｯﾄ溶接について 建築鉄骨の柱・梁仕口部に
わが国における合成・混合
柱・梁接合部の合理化を考える 建築家との関わり
阪神淡路大震災からの提言 （以後毎年開催）
・定例研究会
ｺﾝｸﾘｰﾄ建築構造物の工業化 ・シンポジウム
関する諸問題について
構造の研究の動向
・JSCA 京都会講演会
－身近な建物の設計を通じて－ （計２回）
保有耐力を考える
の現状と将来
・講習会
・シンポジウム
最近の鉄骨構造に関連して ・ゼミナール
・講演会
大阪城天守閣平成の大改修
・講習会
わかりやすい鉄骨監理
立体応力解析
・定例研究会
耐震設計に関する研究者と
SEACC Vision-2000 について ・京滋会定例研究会
入門 SRC 造
はじめての PC・PRC 構造
最近の工業化構法について
実務者の接点について
・京滋会講演会
建築構造システムの考え方
・京滋会講演会
構造設計のあるべき形－評定・
最近の RC 造の問題点について 評価 地震後の調査などを
通じて感じたこと

・定例研究会
・定例研究会
これからの耐震改修を考える 性能指向で取り組んだ構造
・講演会
設計事例
性能規定と性能設計
・講演会
性能規定に向けての構造性能評価 塔の力学
地盤の液状化について
・京滋会講演会
構造設計者に何が出来るか ・見学と講演
公団酉島団地住宅
・講和会
性能規定と性能設計
・地盤系部会研究報告会
杭基礎の耐震設計を考える

・( 社 ) 日本建築構造技術者協会 ・海外研修会＠ニューヨーク ・出版
・海外研修会＠オーストラリア ・海外研修会＠ロンドン・パリ ・出版
・海外研修会＠アトランタ ・海外研修会＠トルコ
関西支部設立総会
・見学会
はじめての PC・PRC 構造
・見学会
空間デザインと構造フォルム ・見学会
大阪市中央体育館
大阪東京海上ビル
・記念講演会
関西新空港ターミナルビル
大阪市八幡屋プール
塔の思想、塔のテクノロジー 大和銀行本店ビル
キーエンス新大阪ビル
大阪シティドーム
・海外研修会＠マレーシア
武庫川学院中等部プール棟
大阪市中央卸売市場
シンガポール 開閉屋根
・見学会
・第６回 JSCA 関西構造家賞 ・第７回 JSCA 関西構造家賞 ・海外研修会＠バルセロナ ・見学会
・第 10 回 JSCA 関西構造家賞 ・海外研修会＠ギリシャ
京都駅ビル
村沢藤四郎、外村静夫
石田潤一郎、近藤一雄
セビリア、グラナダ
弁天町駅前再開発
筒井茂行、辻英一
明石海峡大橋
関西国際空港
・第８回 JSCA 関西構造家賞
1989 年度の支部組織
福岡ドーム
向井久夫
・第９回 JSCA 関西構造家賞
中川佳久、北村俊次郎、浜田富枝
・サテライト会
・見学会
京都会発足
同和火災フェニックスタワー
松蔭中学体育館
神戸ﾒﾘｹﾝﾊﾟｰｸｵﾘｴﾝﾀﾙﾎﾃﾙ
・第 11 回 JSCA 関西構造家賞
該当者なし

・支部設立 15 周年記念事業
茶の湯とラグタイム・ピアノの夕べ

震災から 5 年

1999

2000
副支部長

和田

2001

勉

2002
副支部長

2003

斎藤幸雄

副支部長

2005
関西支部

谷尾俊弘

副支部長

JSCA の活動

・SEWC'98 と米国レトロ建築視察 ・海外研修会＠イタリア
・見学会
・海外研修会＠中欧
NHK 大阪放送会館
・JSCA 関西ホームページ開設 ・工場見学会
大阪市立博物館
太陽工業瑞穂工場
・海外研修会＠北欧
大阪海洋博物館
・見学会
・見学会
大阪国際会議場
旧神戸居留地 15 番館
澤の鶴資料館
杭頭ピンローラー工法見学会
アジア太平洋インポートマート
JR 九州小倉駅ビル

・サテライト会 奈良会発足 ・奈良会見学会
・工場見学会
大阪市交通局新庁舎
環境にやさしいエコセメント ・奈良会見学会
・サテライト会 兵庫会発足 ニッタ株式会社工場
・基準法改正
・兵庫会勉強会
限界耐力法
建築振動学の基礎
・海外研修会＠エジプト
地盤と建物の相互作用について
・見学会 ユニバーサルスタジオ・
ジャパン
杭頭ピンローラー工法見学会
唐招提寺・薬師寺
・工場見学会
ヨーコン滋賀工場

関西国際空港コンペ当選案

海洋情報都市

竹下

登

花と緑の博覧会会場

宇野宗佑

大阪ビジネスパーク

海部俊樹

大阪駅周辺

神戸ハーバーランド

宮澤喜一

関西国際空港

細川護熙

南港

羽田孜

明石海峡大橋

村山富市

生田神社

橋本龍太郎

西梅田ガーデンシティ

小渕恵三

関西支部

副支部長

2009

関西支部
関西支部
支部長 副支部長

副支部長

関西支部

近藤一雄

2010

副支部長

2011

関西支部
関西支部副支部長
支部長

副支部長

桜川撓曲

大阪国際会議場

NHK 大阪新放送会館

森喜朗

USJ 付近のホテル建設

小泉純一郎

なんばパークス

新関電ビル

上町断層北部

①
②
③
④
⑤

住之江撓曲

関西支部

西村清志

2012

2013

関西支部
関西支部 支部長
副支部長

副支部長

関西支部

副支部長
「2011年度 新保勝浩

2014

2015

関西支部
関西支部支部長
副支部長

副支部長

副支部長

関西支部

横田友行

2016

副支部長

2017

関西支部 支部長
副支部長
関西支部

副支部長

支部総会

関西支部 副支部長
関西支部 支部長

横田友行

対応断層

佛念寺山断層

上町断層北部
上町断層南部
桜川撓曲
住之江撓曲

傾斜
（度）
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No.88

震災から 10 年 神戸の街

京都迎賓館

年頭のあいさつ
支部長

㈱大林組
八木 貞樹
あけましておめでとうございます。昨
年11月中旬に公表された「姉歯問題」
はモラルのない構造設計者の信じ難い反
社会的行為が、深刻な社会問題を引き起
こしました。JSCA関西支部も本部や行
政と連絡を取りながら役員会で議論を重
ね、社会的使命を果たすべくレビュー委
員会の設置と相談窓口の開設を行い、活
動を開始しました。この件につきまして
は軽々に結論を述べる段階ではありませ
んので、今後の展開を注視し、関西支部
として適切に対応していきたいと考えて
います。

(社)日本建築構造技術者協会関西

(社)日本建築構造技術者協会関西

ＪＳＣＡ関西ホームページ
2006.1

図２ 大阪市域のゾーニング

ＪＳＣＡ関西ホームページに会員皆様の意見、質問に答えるコーナーを開設しております。
ご活用下さい。

・私のターゲットは50～60代の奥さん。影
あんたそこまでやるか。ありがとう。あんたの
Ａ・体が不安定で常に何かにつかまって
1985年にヨーロッパ・カナダ・日本が、
1993年にロシアが参加を表明し、現在
いる必要がある。足はいらない。手
の権力者は女性。10～30代は狙わない。
することにはびっくりした。」
と感謝されるよう
では、米・欧・加・日・露の各国が協力
がもう２本ほど欲しくなる
・
「仇討ツアー」が人気。四時間の家出。17
して計画を進めている。
・水がジェル状になる。 になった。
国際宇宙ステーションは地上約
・水が貼り付くので下手をするとコッ
時から始まり、北新地のクラブ、お洒落なレ
サービスは無限
400km（ほぼ大阪－東京間の距離に等
プ１杯の水でおぼれてしまう。
ストランでコース料理、そしてニューハーフ
・人を喜ばすことをとことんやる。お客さんは
しい）上空に建設される巨大な有人施設
国際宇宙ステーションは各国から６人
今まで男達ばかり飲み歩い
で、天体観測や無重力などの特殊な環境
が乗っている小世界で、食料・燃料など ショーで豪遊。
Ｑ．生命に関すること。 笑っている時にお金を使う。
姿を表す大阪駅北地区の
阿倍野ハルカス
変貌する大阪駅周辺
超高層ビル群
を利用した様々な実験や研究を行うこと
様々なものに限りがある。不具合が起き
Ａ・生命はどこから来たか、将来無重力
ていたことに仇を討つ。
そして、不景気で暇
・
「笑いは心のバリアをといて、
財布のひもを
（2012年12月1日撮影）
（2010年12月19日撮影）
（2011年12月13日撮影）
奈良東大寺大仏
撮影 村井 修
（2008.12.8撮影）
を目的としている。
空の宇宙で子孫を残していけるか等
なんばパークス
年頭のあいさつ た時に修正するシナリオは常に重要。
年頭のあいさつ
京都迎賓館
西本願寺御影堂
なんばパークス 今春リニューアルオープンを目指す阪神甲子園球場
阪神甲子園球場
大阪駅周辺
大阪駅北地区の高層ビル群
年頭のあいさつ
奈良東大寺大仏
年頭のあいさつ
年頭のあいさつ
年頭のあいさつ
な北新地を盛り上げる。
年頭のあいさつ
新年挨拶：期待と不安
とく。」商売は和ませること。
そうすれば売れ
年頭のあいさつ
年頭のあいさつ
年頭のあいさつ
年頭のあいさつ
西本願寺御影堂
年頭のあいさつ
年頭のあいさつ
年頭のあいさつ
1998年11月に最初のパーツが打ち上
われわれの子供の世代に確実に地球温暖
の研究は大きなテ－マのひとつ。
Structure
Kansai
「産・官・学関連機関へのＰＲ活動」な
編集委員を受け持たれたことをここに紹
関西支部 支部長
関西支部 副支部長
関西支部 副支部長
平 成 大 修 復
副支部長
支部長
副支部長
関西支部長
関西副支部長
100号記念号
関西副支部長
�鹿島建設
どであります。中でも広報誌の発行は、
介させていただくとともに、長年のご活
副支部長
副支部長
心を癒す
関西支部長
げられ、その後数十回に渡って順次構成
化が大問題となる。人類が生き延びるた
る。それが私のビジネス。
お客さんは気持ち
・無重力状態では骨内のカルシウムが
㈱平田建築構造研究所
㈱鹿島建設
発行にあたって
支部長
副支部長
副支部長
近藤 一雄
西村 清志
辻 幸二
年頭のあいさつ
亥年の夢
年頭のあいさつ
㈱能勢建築構造研究所
㈱東畑建築事務所
委員会活動の中心で大部分のエネルギー
躍と今回の記念号発行のご苦労に対して
西村 清志
近藤 一雄
幸二
近藤 一雄
新保 勝浩
新年明けましておめでと辻
うございます。
明けましておめでとうございます。
前野 敏元
新年明けましておめでとうございます。
㈱竹中工務店
㈱平田建築構造研究所
㈱東畑建築事務所
めのシナリオを描ける人材が必要である。
容易に溶け出し、骨粗症性になりや
パーツを増やし、宇宙空間で段階的に組
永谷 芳郎
近藤 一雄
新年明けましておめでとうございます。
新年おめでとうございます。本年も皆
明けましておめでとうございます。
民主党
近藤 一雄
2009年11月に発足しました
「大阪府域
本年もよろしくお願いいたします。
昨年は、震災、津波、原発事故等々の未
本年はうさぎ年であります。皆さまの飛躍の
広報委員長
新年明けましておめでとうございます。
今年の干支は辛卯
（しんぼう）
ということ
深く敬意を表します。
・ツアーでは
「お祝い会」
をする。お客様を認
よ
く買いたい。
角
彰
西村 清志
近藤 一雄 を費やしています。各号ごとに2名の方 耐震強度偽装という予想もしなかった
新年明けましておめでとうござい
新年明けましておめでとうございます。
様にとって良い年でありますよう祈念い
政権に替わって、
建築基準法の改正に向けた
内陸直下型地震に対する建築設計用地震
支部長
副支部長
副支部長
年であれば幸いと思います。一方、新規建築工
昨年は未曾有の東日本大震災や、
集中豪
曾有卯の天災が生じた試練の年でしたが、
で、植物が新たに芽吹き、
大きく成長して繁
大林組 設計部部長
会員の皆様は2012年の年初に当たり新
すい。宇宙実験によりこの分野の開
み上げられる。最近では日本の実験棟「き
さて過去のバックナンバーの記事を今
平成20年の新春を迎え、謹んで新年
新年明けましておめでとうございます。
新年あけましておめでとうございます。 にご担当頂き企画・編集・発行を行ない
ます。
昨年は、構造計算書偽造事件は元より、幼
事件から始まった一連の法改正により構
関係各界のヒアリングが昨秋から始まりまし
たします。
動および設計法に関する研究会」
初年度成
事の減少状況で、
建築構造設計業界は冬の時
茂する年で、
非常に縁起が良い年とされて
雨を経験し、
日本の国土が如何に自然の容
その中でも、
困難に立ち向かい、
乗り越える
新年明けましておめでとうございます。
しい決意のもと、新しい目標をたてて活動さ
安井 雅明
㈱大林組
㈱能勢建築構造研究所
㈱東畑建築事務所
昨年発覚いたしました「耐震強度
い子供が無残な目に遭った記事が、毎日の
のご挨拶を申し上げます。会員の皆様に
本年も我々の仕事環境は、昨年の構造関連
改正基準法の施行からはや半年が過ぎま ますが、年４回の発行を継続していくた造設計者の役割と責任が法的に明確にな
果を３月には公表できるところまで固まって
たが、
私たち構造設計者にとって、
望ましい方とは
新年早々でありますので、希望のある
めてあげる会。
お客様と喜ぶ会。非日常をお
代と感じられます。
・
一番大事なこ
「おもてなし＝ほどこし」
。
改めて開けて見ますと、関西支部の広報
います。
ライト兄弟が初飛行したのは1903
赦ない振舞いに晒されているかを痛感させ
強い心や絆に感動させられた年でもありま
れていることと思います。
昨年設立30周年記念行事を開催いた
発が進むだろう。 向に向けた改正であることを願っています。
ぼう」の保管室部分が土井宇宙飛行士他
八木 貞樹
近藤 一雄
永谷は、新たな気持ちで穏やかな新年をお迎
芳郎
偽装事件」は波紋が大きすぎ、今だ
ように報道されました。戦前のことはよく
きましたので、本号に於いてその概要を紹介
JSCA関西では会員の皆様の頑張りにより、
意見を述べさせていただこうと思います。
年の卯年、
リンドバーグが大西洋単独無着
１．はじめに
法令改正に伴う混乱が予想されます。特に
したが、まだまだ混乱が続いており、超多忙 めに、委員の方々には大変なご苦労をおりました。安全・安心な良質な建築物、
られました。
社会が建築に求める安全・安心
した。
さて、構造設計業界に目を向けると、品 しましたところ多数ご参加いただき有難う
建設業界は依然厳しい状況が続いてい
誌として多くの役割を果たしてきたと感
いたします。
関係各位のご尽力に敬意を表
会員に少しでも暖かさを感じていただくために、
に一般市民の不安は解消できず混乱
知りませんが、自由と引き換えに、精神的
陸飛行したのは1927年の卯年ということ
構造物を創造するには、その職責を達成
今年は寅年。
寅年の謂れは、
草木が伸び始める
建築の構造設計は、建築に対する知識と、
新年明けましておめでとう御座います。
明けましておめでとうございます。
新年あけましておめでとうございます。
の要求はますます高まり、その担い手として
質管理の重責を背負わされ、短い工期に追
ます。大型工事が減少し、
規模の小さい物
えになられたこととお喜び申し上げます。
確認申請から適合性判定までの期間が長く新年あけましておめでとうございます。
な越年となりました。年末期における大阪
の手により接続されたばかりである。「き
御座いました。
新耐震の施行直前の1981
客さんに提供して、
心を癒してあげることが
ほどこしは、
「
ほどを超す」
までやる。
ありがと
かけしております。
すと同時に心よりお礼申し上げます。
じます。「会員相互の情報交流の場」と
活発に活動を続けております。大震研、各技術
で、
初めてとか飛ぶとかの多くの縁起の良い
をきたしていますが、昨年暮れに急
な支えであったと思われる、神様も仏様も
するにふさわしい自覚と発言力が必要で
状態を表すそうですので、
構造設計一級建築
一般常識より醸成される「創造と挑戦」
※毛利衛さん略歴
構造設計者が責務を果たしていく
ことが強
われ、確認申請と適判対応に明け暮れる
件が中心となって多件数の設計が要求され
景気回復を受けて構造設計業務は多忙を
阪神淡路大震災、関東大震災等々、亥の年には、
2006年は計算書偽装事件の後始末に追
なり、新聞等によれば経済停滞にまで及ん
府内での建築確認済証交付件数は、
４号建
さて昨年の改正基準法の施行に始まる
年５月29日、構造の設計・監理の実務に
平成27年度までに住宅・特定建築物の
系分科会、技術系ゼミナール、初級構造講座、
会員の皆様におかれましてはいかが新年
できごとが過去の卯年にはあったようです。
あります。JSCAの理念を実現するため、
士制度が本格的にスタートする年回りとして
であると考えます。精神的にこれを阻害
遽JSCA関西においても組織しました
行事に埋没し、論語も語られなくなりまし
その他ホームページの企画・更新・管
しての役割が基本ではあると思います。
く求められています。
しかしながら、耐震性能
日々が、今年も始まりました。おまけに、設計
る状況です。
安全安心な建物を実現するた
Ｑ．日本から月に行くという話が全くな
ぼう」は今後、実験室・船外プラットフ
極めているのではないでしょうか。さて、
大地震が起こっているようですが、建築構造設計界の激変は、想像を超える
明るい年
われた1年でした。一般市民からの依頼を
でいます。会員の皆様も、仕事の手戻りや、
築物で前年比約90％、１号から３号建築物
耐震化率を９割にする目標達成のため、昨
中堅向けスキルアップセミナー、シニア向け構
ちなみに、私は1951年卯年生まれで、還暦
責任をもつ専門家集団として、個々の会員
北海道余市町生まれ。
新資格の構造設計一級建築士が会員の中
最良の干支ではないでしょうか。
するものは在ってはならないと思います。
レビュー委員会体制に多数の会員の
た。近所の怖い小父さんもいなくなりまし
をお迎えでしょうか。さて今回の2009
レベルは構造設計者が一人で決めるもので
料がこの不況で一段と値下がり傾向にあり
仕事。
旅行という形を借りて、
気持ちを伝え
めの設計に取り組むためには、
申請業務な
うもほどを超す。
やりきる姿が感動をもっても
しかし100号の積み重ねにより「関西の
年末に国から建築物所有者等への直接補
造講座、など多彩なメニューで構成され、皆さ
を迎える年男です。その年の１月３日に、
意匠との整合性に多大な時間を要する仕事
で前年比約80％と回復傾向にありますが、 理は、情報化網の進展のため、現在その
激しさで我々の上に吹き荒れました。ま
本年は構造家懇談会の関西支部設立25
にしたいものです。自然災害を克服するのは
含め約100件の構造計算書の偽装チェック
核となり、広範な構造技術者を包含する
関西支部の活動に参画するようになって早
建築物は社会基盤をなすものであります
協力を得て何とか活動を開始するこ
た。自由は野放しではないはずです。どこ
いのはなぜ。
ォーム（庭園）が順次接続される予定で
はなく、社会との会話を通じて、社会が認知
ます。
こんな状況の中で、構造設計を若者が の持つ知力・技術力・判断力を結集し、
どの手続きを効率よく進め、構造設計者とし
助を行う、住宅・建築物耐震化緊急支援事
年 新 年 着工新設住宅戸数は前年比約50％でした。
号は、関西支部の広報誌
まの参加をお待ちしております。本年もこれらの
北海道大学大学院終了。
NHK紅白歌合戦がラジオで生放送された
充実に取り組んでいます。会員の皆様へよう積極的に会員増強活動を行うと同時
構造技術の歴史そのもの」を読み取るこ
の多重化にご苦労されていることと思いま
たこの激変は我々構造設計者だけでなく
十数年になりますが、姉歯事件の前後でJSCA
から一定の規制は受け入れましょう。近
とができました。微々たる歩みでは
で箍が外れたのでしょう。どなたかの記事
周年に当たります。記念事業を年内には
容易ではありません。出来るところから克服
や、73件の国交省サンプル調査に伴う既存
するレベルで実現するものです。
このたびの
目指してくれるのでしょうか？厳しい業務状 対外的には構造設計家とそれを取り巻く
ての本来業務の時間を確保せねばなりませ
業が開始されるなど、各種施策が推進され
活動が増々盛んに充実したものになります。こ
そうです。紅白は第４回から大晦日に行なわ
るこ
とが私の目的。
Structure
Kansaiが創刊されて100号と
らえる。
100％のありがとうは社交辞令。
とこ
に、今年度からはより一層の研修制度の
頃の適判はピアチェックなら意義は大き
の役割・活動は飛躍的に重要になっていると
Ａ・確かに国家的取り組みはない。
ある。「きぼう」の実験室は直径4.2ｍ
ありますが、当面の一般消費者の不
ですが、明日の食事も用意できそうに無い
す。時間を要することは業務に係わる業種
建築産業の大多数を担う中小建設業者、大工・ の一斉メールや、アンケート調査などが
広く建築界全体、国民経済全体に影響を
況や重い責任は、建築士として受け止めなく 社会との接点となり窓口となって諸団体と
震災でこのことを改めて再認識いたしました。
ん。
とができる価値ある文献になっています。
1985年宇宙飛行士となる。
ています。学校等公共建物の耐震診断、耐
開催すべく、構造設計経験25年前後の
していきたいものです。改正建築士法では、
書
建物の再構造計算およびレビューを行い
れらのプログラムに参加しますと、皆さまは会員
れるようになったそうですが、
当時三つ子で
いですが、本道からは脱線している現状
感じています。
震災10周年の記念事業を企画
程貧乏な村が、自分らの食事を削ってまで、
安の解消の一助の役割は成している
てはならない事としても、達成感や充実感を 協力し、
関西では海溝型地震以外にも、
内陸直下
構造家の職能に対する社会の理
本部理事も担っております私としては、
皆
なる記念すべき号であります。
に理解を求める必要があります。
工務店において特に、建築確認申請に困難 迅速に行なえる環境になりつつあります。充実を図っていきます。
与えています。本年はさらに建築士制度
震化は進んでいますが、民間の住宅・建築
相互の力で勇気付けられ、助けられると思いま
すので、
紅白の時間には爆睡中でしょうか
またJSCAという全国組織の中で「関西
中堅の方々を中心に企画をお願いしてい
類の閲覧（第24条の５）に賠償責任保険が言及
ました。現行の建築基準法では構造設計者
・日本の場合、何かの事故で人が亡く
長さ11.2mの円筒状の形をしている。重
昨年度より開始いたしました、耐震診
です。建物規模別、設計者別に別案があ
した時は、JSCAの活性化が大きな課題でした。 1992年及び2000年にスペースシャ
他所からの人を歓迎する。経済的に恵まれ
と感じています。先の見えない活動

2007年

2008年

迎春号

迎春号

安倍晋三

(社)日本建築構造技術者協会関西

100号
記念号

福田康夫

麻生太郎

2010年
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迎春号
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鳩山由紀夫

菅直人

野田佳彦

(一社)日本建築構造技術者協会関西

(一社)日本建築構造技術者協会関西

ＪＳＣＡ関西ホームページに会員皆様の意見、
質問に答えるコーナーを開設しております。
ご活用下さい。
ターゲットは熟年層の女性
んどんやっていたら、
「あんたしかおれへん。
ＪＳＣＡ関西ホームページに会員皆様の意見、
ご活用下さい。
ＪＳＣＡ関西ホームページに会員皆様の意見、質問に答えるコーナーを開設しております。
ご活用下さい。質問に答えるコーナーを開設しております。
Ｑ．無重力はどのようなもの？
宇宙ステーション計画に対しては、
－３－

http://www.mmjp.or.jp/jsca-kansai/

－７－

はじめから利益を思ってはいけない。顧客

(社)日本建築構造技術者協会関西

た。
（笑）
前になったと認められ、認められることをど
���������������
No.100 2009.1することは現在の所断念されている。
No.104 2010.1

ＪＳＣＡ関西ホームページに会員皆様の意見、質問に答えるコーナーを開設しております。ご活用下さい。
http://www.mmjp.or.jp/jsca-kansai/

・
「先義後利」
－１－ （大丸創業者下村彦右衛門）
( 京都。)

－７－
国道 25 号御堂筋共同溝立抗
・見学会
－１－
・見学会
・JSCA 関西支部 30 周年記念事業 ・拡大分科会見学会
・見学会
大阪市北区中之島 6 丁目計画
満足を何より大事にする経営。
成人病センター
大阪木材仲買会館
新・新ダイビル
平田進也氏講演会
新南海会館ビル
・研修会＠舞鶴
吹田市立スタジアム
中之島フェスティバルタワー・・奈良会見学会
・拡大分科会見学会
天理駅前広場 コフコン
ウェスト
竹中大工道具館
・奈良会見学会
・奈良会見学会
五條総合体育館
奈良県森林技術センター
情熱リアル デザイン選手権
・見学会
おもしろ構造写真展
島屋 6 丁目計画
・見学会
大阪駅北地区先行開発区域
No.116 2013.1
No.112
2012.1
ＪＳＣＡ関西ホームページに会員皆様の意見、
質問に答えるコーナーを開設しております。
No.132 2017.1
No.124 2015.1
プロジェクト
B ブロックご活用下さい。
No.128 2016.1
No.120 2014.1
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上町断層南部

ＪＳＣＡ関西ホームページ

JR 京都駅ビル

支部長

近藤一雄

2008

佛念寺山断層

迎春号
大阪城周辺空撮

2007

1500人が集まる。魅力ある商品に置き換え
ライテリアの関係の概念を示す。
１） 大阪府、大阪府自然災害総合防災対
ている一方で、多くのケースが考えられる
Ｑ．宇宙ステ－ションの劣化は？
伝統構法を生かす
・新年賀詞交換会開始
・出版
・見学会
アーバン茶屋町プロジェクト
・奈良会見学会
グレードⅠ
（仮称
：以下同様）
は、
レベル３Ａ
策検討（地震被害想定）報告書、平成19
断層破壊パターンに応じて予測地震動の
－１－
くお願い致します。
くことをお願い致します。
お願いいたします。
Ａ・寿命30年程度といわれている。
たら売れる。
講演内容
：
の設計用地震動に対して限界状態Ⅰ以下
年３月
大きさに大きな幅があり、個々の建設地に
－１－
木造耐震設計マニュアル ・海外研修会＠南仏プロヴァンス
西梅田プロジェクト
薬師寺東塔素屋根
ストラクチュア・システム
関西医科大学付属香里病院 ・宇宙放射線のほか、宇宙を浮遊する
冬のソナタ
毛利 衛さん
お客様の中での社長
－１－
大きなゴミが衝突すると問題。
・見学会
空間デザインと構造フォルム ・奈良会見学会
・海外研修会＠クロアチア
・奈良会見学会
・６年前。
ドラマ「冬のソナタ」が終わったと
・2009年ＪＲから来られた丸尾社長より
「日
・外壁はアルミ合金で、基本的に厚さ
JSCA関西が発足した1982年は、アメ
3～5mm程度の板にバンパーのよう
リカの航空宇宙局（ＮＡＳＡ）が国際宇
室生寺見学会
淀屋橋山本ビル
・見学会
東大寺大仏殿小屋組
き。真夏に、マフラーを巻いて私が「ヨン様」
本旅行は取り柄ないが、
あんたは面白い。お
なリブ補強がなされている。
宙ステ－ション（ＩＳＳ）計画構想に着
に扮して韓国の冬のソナタのロケ地をアテ
金と人をつけるから好きなことやりなさい。
」
自分の手で溶接を実体験 中之島ダイビル
神戸新聞会館
東大寺総合文化センター
・実際には金属はあまり劣化の問題な
手した年である。宇宙開発による成果は
ンドする旅行を企画。
２泊３日で79800円。
いが、人間の方が問題。１回の滞在
一般に30～50年後に一般社会に還元さ
と言われた。
私は会社内では異端児。
「
私は
・京滋会見学会
・構造設計ゼミナール
積水ハウス御堂筋本町ビル ・構造設計ゼミナール
は半年間くらいが限度。通算では１
れる。例えば太陽電池や燃料電池など、
ある旅行会社では19800円で売っているよ
お客さんの中での社長になりたい。
」
と言っ
図１ 上町断層帯で想定された震源断層の位置
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図３ 想定する地震動レベルと設計クライテリアの関係イメージ
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念行事があり、10名の若手で構成されたＷ
Ｇメンバー方々の多大な労力のおかげで、
熱血でユニークで、
そして異端児とも言われ
ながら自分の信念を貫き成功された、
カリス
マ添乗員の平田進也さんの講演など、盛り
だくさんのユニークな企画で大いに盛り上
げて、無事に終えることができました。ＷＧの
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新年明けましておめでとうございます。
2014年の年初を迎え会員の皆様にお
新年明けましておめでと
うございます。
かれましては、新たな気持ちで活動を開
会員の皆様は2013年の年初に当たり新し
始されていることと思います。JSCAは本
い決意のもと、
新しい目標をたてて活動され
年７月に法人化25周年を迎え、これを記
ているこ
と
と思います。
念する事業が企画されています。関西支
昨年JSCA関西支部は創立30年を迎え、
部としても本部と連携をとり積極的に取り
組んでいきたいと考えています。
建築構造
「関西から情熱、
元気を発信しよう」
をテーマ
設計を取り巻く環境は、近年極めて大き
に掲げ記念事業を行いました。
事務所には
な変化を遂げています。2005年に耐震偽
「Structure
Kansai」が保管されています。私
装事件が発覚し、2007年以降にはそれを
は創刊号No１からNo10までを読んでみまし
きっかけとして大きな制度改革が進めら
た。創設時は現在の
「構造技術者協会」では
れてきました。2011年には東日本大震災
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新年あけましておめでとうございます。本
年もよろしくお願い申し上げます。
さて、平成19年に建築確認が厳格化さ
れ、今年で７年目を迎えますが、申請に必要
な図書としては構造に関してのみ詳細図が
要求され、意匠、設備に関しては詳細図が
要求されません。
このことにより、建築確認
段階での構造設計者と意匠および設備設
計者の設計細部への意識は、かい離してき
ていると感じます。意匠および設備について
は、建築確認が厳格化される前と同様、建
築確認が済んでから詳細設計が行なわれ
ています。そのため、軽微変更は当たり前と

伊勢神宮

「いよいよ竣工となる中之島フェスティバルシティ」
（2016年12月撮影）

「素屋根の解体を待つ白亜の城 姫路城」
（2014年3月撮影）
P.5に関連記事
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新年明けましておめでとうございます。
新年あけましておめでとうございます。会員
日頃からJSCA関西支部の活動へご参加、
の皆様におかれましては2014年の年初にあ
ご協力頂き誠にありがとうございます。Ｊ
たり、新たな目標をお立てになって活動を始
ＳＣＡは昨 年７月に法人化 2 5周年を迎
められていることと存じます。昨 年の漢 字
え、関西支部としても本部と連携をとり、
「輪」の象徴である2020年の東京五輪開催
構造エンジンニアリング力の新たな展開と
決定を受けて、景気への好影響と関西への
して「築く」をテーマに構造デザイン発表
経済効果が期待されています。一方で昨年
会や講演会のイベントを開催し多くの会
12月に特定秘密保護法が成立したことによ
員のご参加を頂きました。また本年１月に
り、景気回復感を支えてきたアベノミクスに影
は阪神・淡路大震災から20年の節目を迎
響を与える可能性が懸念されます。今年も関
えています。構造設計者として震災を経験
西の景気は回復傾向にあるものの、動向は
していない世代 が 半 数を超える状 況の
予断を許さない状況が続くと思われます。
中、当時の体験や尊い教訓を風化させな
今年４月から特定天井等に関する告示が

横田

友行

新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
さて、平成20年11月28日の建築士法改
正により、建築士事務所に所属する一級
建築士、二級建築士および木造建築士に
対し、３年毎の定期講習の受講が義務付
けられるようになり、今年で７年目を迎え
ます。よって、平成21年に１回目の定期講
習を受講された方は、３回目の定期講習
を受講する必要があります。さらに、すべ
ての構造設計一級建築士は、一級建築士
の定期講習のほかに、構造設計一級建築
士の定期講習の受講も義務付けられてい

吉澤 幹夫
小倉 正恒
新年あけましておめでとうございます。
新年あけましておめでとうございます。
2015年の年初を迎え、
会員の皆様におか
皆さまにこの駄文を読んでいただけ
れましては新たな目標をお立てになって活
るのは、新国立競技場採用案が決定し
動を始められていることと存じます。
昨年
４年後の完成に向けて猛烈なスタート
JSCAは法人化25周年を迎えました。
法人
化された1989年はバブル経済期の真った
ダッシュが切られた頃でしょうか。ア
だ中で建築業界も好景気の時代でした。
スリートたちの聖地として末永く国民
その後の四半世紀には様々な出来事があ
に親しまれる施設にしていただけるよ
りました。
阪神淡路大震災、耐震改修促
う関係者の方々の奮闘を期待したいと
進法の施行と二度の改正、
十勝沖地震で
思います。
の長周期地震動、
構造計算書偽装事件と
昨年は建築物の安全・信頼に大きな
建築基準法・建築士法の改正、
リーマンシ
影響を与える社会的出来事が続きまし
ョック、政
権交代、東日本大 震災などで
た。私たち建築構造の設計・工事監理
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新年あけましておめでとうございます。
今年も小倉支部長が目指される
「多くの会
員に喜ばれる運営」のために、微力を尽くす
所存です。
さて、昨年は工事現場において、杭の施
工管理記録を偽装するという建築業界の信
用を大きく損なう事件が発生してしまいまし
た。構造設計事務所に所属する技術者の中
には、意匠設計事務所からの依頼がないた
め、工事監理に関与できない技術者が少な
くないと思います。結果、工事現場に構造技
術者が不在のまま工事が進行してしまう現
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新年あけましておめでとうございます。
新年あけましておめでとうございます。
昨年は春に熊本 地 震、秋に鳥取 県中
昨年は３月に免震装置の偽装事件が発覚
部地震が起こりました。熊本、倉吉、どち
し、10月には杭の施工不良事件が発覚し
らも地域係数 0.9で、活断層による地震
て、暗い出来事で終始した一年でした。新年
はいつでもどこでも起こり得ることを改
の2016年は明るいニュースが飛び込んでく
めて認識させられました。多くの活断層
るようにと願っております。
がある関西でも油断できません。一方、
新年を迎え、会員の皆様におかれまして
超高層、免震建物に大きな影響を与える
は新たな目標をお立てになって活動を始め
とされる海溝 型 地 震による長周期地 震
られていることと存じます。
動にも関 西では気を配る必 要がありま
昨年末の12月17日には、内閣府から
「南
す。
海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震
このようにシビアな地震環境にある関
動に関する報告」が公表されました。翌12月
西で構造設計に従事する専門家の集団
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新年あけましておめでとうございます。
2013年度から４年間にわたり副支部長とし
て、ストラクチャー関西の冒頭あいさつに執筆
の機会をいただき、本当にありがとうございま
した。
その間、建築構造設計事務所に在籍する
技術者の視点で、普段から感じていた問題や
要望を書かせていただきました。
建築確認段階における構造と意匠・設備へ
の詳細要求レベルを揃える事の要望、
また構
造設計一級建築士については、受験要件（実
務経験年数および設計図書への記名押印）
の緩和、国家資格への格上げ、工事監理への
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新年あけましておめでとうございます。
2017年の年初を迎え、会員の皆様におか
れましては新たな目標をお立てになって活
動を始められていることと存じます。
昨年は４月に発生した熊本地震でM6.5
の前震とM7.3の本震で２回にわたって最
大震度7の強い揺れが観測されたことが話
題になりました。
さらに観測された強震記録
の中には過大なパルス性の地震動が認めら
れています。大震研では先駆的な活動で内
陸直下型地震による過大なパルス性地震
動に関する研究成果を纏め上げられていま
すが、大震研が提案する設計用地震動を大

