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ＪＳＣＡ埼玉代表 矢沢秀周   

ＪＳＣＡ埼玉は、平成３０年に、おかけ様で、創立２０周年を迎えることがで

きました。２０周年記念行事も、多くのお客様においでいただき、大変盛況に

て開催することができました。これも関係各位の皆様、賛助会員の皆様、正

会員の皆様のご支援の賜であり、この場をお借りして、改めて厚く御礼申し

上げます。 

さて、２０周年記念の喜びも醒めやらぬ本年、新しく「令和」の時代が幕開

けいたしました。そして今、令和初の行事が、日本各地で盛んに執り行われ

ております。私どもも、令和初の通常総会が開催されます。令和はどんな時

代になるのでしょうか。 

一年前にＪＳＣＡ埼玉だよりに書かせていただいた挨拶文の冒頭部分です。一年後の今、令和 2 年が、世界的な

新型コロナウイルス禍の時代になるとは、誰も想像し得なかったはずです。そして、これから 1 年後、2 年後、5 年

後、10 年後、どのような世界になるのでしょうか。各々予想や想像をされているかと思いますが、確実そうな事は、

今までとは違った世界になりそうだ。という事と、衣食住の一端である、「構造設計」は、建物を建てる限り、不滅で

ある。という事でしょうか。ただし、構造設計の「職能」は、ＡＩに取って代わられるのではと、巷ではささやかれてお

り、こころ穏やかではない方も多いでしょうか。 

昨今「医療崩壊」という言葉があり、もちろん起きては欲しくないのです。「建設崩壊」というような事も起きてはな

らないと思います。仮に例えば 10 年後、建物を建てたくても、修繕したくても、業者も技術者もいないでどうにもなら

ない。というようなイメージが私の思う「建設崩壊」です。 

冒頭「構造設計」は不滅と書きましたが、サプライチェーンが動いている限り、建設産業は不滅だと思います。で

すが、この新型コロナウイルス禍は、サプライチェーンさえ分断されかねない不気味さがあります。 

そんな厳しい状況下で存在する、私たち職能団体です。何をするべきか、何が出来るのか。 

黙って傍観していて良いはずはなく、地域のつながりで、なんらか新しい生産活動が出来ないかと考えておりま

す。昨年、埼玉県鉄構業協同組合に皆様との意見交換を何回か行いました。また、鉄筋工事業の方々との意見交

換の予定もありました（残念ながらコロナで中止）。こんな時代だからこそ、皆で手を取り合ってゆきたいと思いま

す。 代表に就任し、2 期4 年目に入ります。頑張ります。 

ＪＳＣＡ埼玉 代表 矢沢秀周

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Ａ 総務委員会 

１．定例役員会の開催 

   2019 年4 月20 日、5 月18 日、7 月20 日、9 月21 日、11 月16 日、 

   2020 年1 月18 日、3 月21 日(ZOOM にて)、計7 回 

２．総会・講演会の開催 2018 年5 月31 日 武蔵浦和コミュニティセンター 

  総会 出席61 名（内委任状35 名） 

  総会講演会 出席80 名 

    演題：『一般流通材を用いた中大規模木造の構造設計手法と実例について』 

    講師：東京大学大学院教授 稲山正弘先生 

３．ＪＳＣＡ本部・関東甲信越支部との連絡及び協議 

４．建築基準法改正に伴う各行政庁及び指定確認検査機関等との協議 

５．彩の国既存建築物地震対策協議会総会への出席 2019 年5 月22 日 矢沢 

６．埼玉県と締結済みの、「民間建築物の耐震化」についての支援及び協力体制の充実 

７．役員慰労会の開催 2019 年12 月14 日 出席19 名 

８．JSCA 埼玉役員・委員同士の Web 上での意見交換 

 

Ｂ 事業委員会 

１．役員研修旅行の開催 2019 年7 月6 日、7 日 

場所：群馬県伊香保温泉 

見学：榛名神社、水澤観世音、富岡製糸場 

研修：JSCA 群馬と勉強会及び懇親会を開催 

２．勉強会の開催  

小宮委員を講師に自由参加で役員対象に勉強会を開催 

 

Ｃ 広報委員会 

１．JSCA 埼玉ホームページ内容の更新と「お知らせ」による情報提供 

２．JSCA 埼玉Facebook ページでの情報提供と利用者の拡充 

３．会誌「JSCA 埼玉だより」の発行 (JSCA 埼玉ホームページよりダウンロード配布) 

４．各委員会との活動協力 

   

D 渉外委員会 

１．2019年5月31日 総会後、ＪＳＣＡ埼玉会員・賛助会員との懇親会を行う。 

２．JSCA埼玉賛助会員年会費の納入案内(請求書郵送） 

３．2019年9月30日 第1回工法・技術製品セミナ－開催   

  ・ＪＳＣＡ埼玉賛助会員４社による最新の技術工法の紹介、説明。 

    場所 川口市民ホール・フレンディア 

    発表 ユニオンシステム(株)、日鉄建材(株)、(株)向山工場、 

(株) ロブテックスファスニングシステム 

発表後、工法・技術製品セミナ－アンケ－ト  

    終了後、賛助会員と懇親会。 

４．2020年2月14日 第2回工法・技術製品セミナ－開催   

  ・ＪＳＣＡ埼玉賛助会員４社による最新の技術工法の紹介、説明。 

    場所 川口市民ホール・フレンディア 

    発表 伊田テクノス(株)、(株)構造システム、(株)三誠、(株)トーテック 

発表後、工法・技術製品セミナ－アンケ－ト  

    終了後、賛助会員と懇親会。 

 



 

Ｅ 耐震委員会 

１．2019 年5 月22 日（水）彩の国既存建築物地震対策協議会総会への参加 

２．2019 年9 月7 日（土）大規模地震時医療活動訓練参加 矢沢 

３．埼玉県耐震サポーター制度への、会員の活動状況報告 

  ４．2019年11月15日（金）岡部工場見学会開催 参加者16名 

  ５．埼玉県建築安全課様主催 県下市町村建築指導職員構造講習 講師 矢沢 

 

F 木造委員会 

  １． 2019 年4 月5 日（金）年度初め挨拶 

      埼玉県農林部森づくり課 

      

  ２．木造委員会会員対象の勉強会 

2019 年7 月31 日（水） 第一回勉強会 

    9 月31 日（月） 第二回勉強会 

) 

  ３．（一社）中大規模木造プレカット協会へＪＳＣＡ埼玉として参加 

      2019 年4 月16 日（火）ＷＧ出席 

        5 月28 日（火）総会出席 

        6 月18 日（火）ＷＧ出席 

               8 月8 日（水）ＷＧ出席  

10 月23 日（水）ＷＧ出席 

12 月11 日（水）ＷＧ出席、忘年会参加 

2020 年2 月12 日（水）ＷＧ出席 

 

G  その他 

１．2019 年6 月6 日（木）ＪＳＣＡ関東甲信越支部総会へ 5 名出席。 

２．2018 年6 月6 日（木）7 日（金） 第3 回関東甲信越支部サミット 

 船橋 割烹旅館玉川 懇親会も同会場 翌日ＪＦＥスチール東日本製鉄所見学 

  ３．2019 年6 月19 日（火）ＪＳＣＡ本部総会へ 2 名出席 

４．関係団体の総会来賓出席 

   2019 年5 月21 日 埼玉県地質調査業協会 総会 来賓出席 小橋 

   2019 年5 月25 日 埼玉鉄構業協同組合 総会 来賓出席 矢沢 

   2019 年6 月12 日 （一社）埼玉建築士会 総会 来賓出席 矢沢 

2019 年6 月13 日 （一社）埼玉県建築士事務所協会 総会 来賓出席 酒井 

５．2020 年1 月7 日（火）埼玉県庁 役員新年挨拶 

     埼玉県都市整備部建築安全課 

     埼玉県都市整備部都市計画課 

     埼玉県都市整備部住宅課 

     埼玉県都市整備部営繕課 

        埼玉県農林部森づくり課 

６．2020 年1 月7 日（火）代表（矢沢）新年挨拶 

     さいたま市役所建築総務課 

     埼玉県住宅供給公社 事業推進部 

  ７．2020 年1 月17 日（金）ＪＳＣＡ賀詞交歓会へ 1 名出席 

  ８．役員による、Structure 誌配布 

     埼玉県都市整備部、埼玉県建築安全課、埼玉県都市計画課、埼玉県営繕課、 

埼玉県森づくり課、上尾市、春日部市、川口市、川越市、越谷市、さいたま市（３課）、 

狭山市、草加市、所沢市、新座市、久喜市、熊谷市、川越建築安全センター、 

熊谷建築安全センター、熊谷建築安全センター秩父駐在、越谷建築安全センター、 

埼玉県住宅供給公社 



 

  ９．役員による、本部活動への参画 

     編集委員会 矢沢、金田（本部賀詞交歓会撮影、本部総会撮影）  

     地球環境問題委員会、矢沢 

                           



 

 

代 表 矢沢 秀周

副代表 吉田 孝 

酒井 裕祐 

小橋 良治 
特別幹事 中尾 雅躬 （東京電機大学名誉教授） 

幹 事 尾田 文雄    淵岡 隆      高橋 達夫    杉山 安男   竹ノ谷 敦夫 

小宮 英彦    押川 直治    小川 雅    松本 喜博    沼田 岳彦 

上河内 宏文   河合 康夫    土屋 明   宮下 直子    
会 計 小橋 良治（副代表と兼務） 

金田 建 

会計監査 石川 英世 

田靡 毅 

※ 令和 2 年3 月31 日 現在 

 

ＪＳＣＡ埼玉役員は現在上記の方々で構成されています。県内の構造設計事務所で業務を行っている方が主なメン

バーです。なお、役員会は浦和駅及び武蔵浦和周辺の施設（公共施設）を毎月借りて「役員会」と「勉強会」を交互に行

っています。第３土曜日のＰＭ6：00～から毎月活動をしています。また、担当役員は県庁をはじめ県内の特定行政庁

へ定期的な訪問を行い会誌「STRUCTURE」及び講習会開催の案内等行っています。 

ＪＳＣＡ埼玉ではドメインjsca-saitama.jpを取得している為、役員同士の定期的な連絡などはメーリングリストで行って

います。 

 

   

役員会開催施設 （浦和コミュニティセンター及び武蔵浦和コミュニティセンター） 

総務委員会：吉田 孝 

事業委員会：小川 雅 

広報委員会：高橋 達夫 

渉外委員会：松本 喜博 

耐震委員会：尾田 文雄 

木造委員会：酒井 裕祐 

 

上記の委員長を中心にＪＳＣＡ埼玉では各委員会が活動を行っています。 

委員会はＪＳＣＡ埼玉会員であれば参加できますので委員会に参加希望の方は各委員長にご連絡ください。 

 

 



 

 恒例になりました、ＪＳＣＡ埼玉研修旅行が行われました。今回の行先は群馬県の伊香保温泉です。電車を利用して

建物などを見学しました。参加者はＪＳＣＡ埼玉会員及び賛助会員の皆さんです。ＪＳＣＡ群馬の皆さんとも懇親を深め

ることが出来ました。 

   日程：令和元年7 月6 日（土）～7 日（日）  

場所：群馬県伊香保温泉 

見学：榛名神社、水澤観世音、富岡製糸場 

研修：JSCA 群馬と勉強会及び懇親会を開催 

  

 

  



 

 

令和2年3月末 現在、会の活動主旨に賛同して頂いております法人の皆様は、下表の41社です。 

法 人 名 担当者名 
TEL 

FAX 

岡部(株) 莅戸 淳一 
03-3624-5336 

03-3624-5237 

(株)三誠 

北関東営業所 
 錦織 学 

048-813-6612 

048-813-6615 

(株)テノックス 

営業第二部営業課建築一課 
宮川 浩昌 

03-3455-7790 

03-3455-7683 

千代田工営㈱ 

技術営業部 
渡部 豊士 

048-642-4191 

048-648-0899 

(株)北雄産業 

東京営業所 技術営業部 
鈴木 大二郎 

03-6666-9421 

03-6666-9431 

ユニオンシステム(株) 田之上 康彦 
03-3352-6121 

03-3352-6310 

(株)アーバンソイルリサーチ 菅原 武彦 
048-810-1151 

048-810-1152 

(株)角籐 

さいたま営業所 
酒井 寿郎 

048-642-6808 

048-642-6807 

三谷セキサン(株) 

埼玉営業所 
都野 龍一 

048-866-7300 

048-866-1706 

ジャパンパイル(株) 

東京支店基礎設計部 
中西 杏奈 

03-5843-4193 

03-5651-2791 

アウェイ建築評価ネット(株) 

構造適判部 
藤本 奈月 

03-6672-6136 

03-6683-2250 

(株)アイ・イー・エル 

埼玉営業所 
東山 直樹 

048-994-2755 

048-994-2766 

㈱鹿島技研 原中 朋幸 
0475-80-8221 

0475-80-8222 

サイシン基業(株) 傅田 卓生 
048-688-9660 

048-688-9670 

前田商事(有) 前田 涼 
042-352-8228 

042-352-8229 

日鉄建材(株) 

建築技術部 
中野 英行 

03-6625-6150 

03-6625-6151 

センクシア(株) 杉木 真一 
03-4214-1932 

03-3438-1061 

生和テクノス(株) 向原 誠一 
048-864-1731 

048-864-2365 

(株)建築構造センター 原田 裕輔 
048-799-3016 

048-799-3017 

ムツミ産業(株) 西田 正美 
048-831-3032 

048-824-1775 

アースプラン(株) 菅原 敏康 
048-767-1555 

048-767-1557 



 

法 人 名 担当者名 
TEL 

FAX 

ＩＳエンジニアリング(株) 熊谷 秀二 
03-5614-5883 

03-5614-5886 

伊田テクノス(株) 及川 直哉 
048-720-4888 

048-720-4880 

(株)袋内興業 小嶋 直樹 
048-290-4777 

048-290-4778 

(株)リアス 木村 匡秀 
03-5959-0102 

03-5959-0103 

アイエスケー(株) 

東京支店 
牧野 康裕 

03-5251-5545 

03-5251-5226 

㈱サムシング 

埼玉支店 
斉藤 広樹 

048-956-3649 

048-956-1148 

ブリヂストン化工品ジャパン㈱ 

免震首都圏営業部 営業１課 
上西 康之 

03-4590-7001 

03-4590-7021 

矢作建設工業(株) 堀川 牧夫 
03-3555-3613 

03-3555-3610 

(株)ロプテックスファスニングシステム 川邉 裕一 
03-5847-4100 

03-5847-4101 

(株)構造システム 山崎 直哉 
03-6821-1311 

03-5978-6215 

(株)アルク 宗元 功太 
029-246-9511 

029-246-9512 

(株)マイダスアイティジャパン 金 賢珉 
03-5817-0789 

03-5817-0780 

(株)構造ソフト 大久保 智子 
03-5249-2151 

03-5249-2160 

日本高圧コンクリート(株) 金子 宏 
048-658-8166 

048-649-4493 

新栄重機建設工業（株） 今 智史 
048-711-7433 

048-711-7430 

エイチ・ジー・サービス(株) 沼尻 英行 
043-290-0112 

043-290-0113 

(株)向山工場 小谷野 浩 
03-6212-8903 

03-6212-8905 

(株)ニューテック 石黒 重男 
03-5918-9688 

03-5918-9687 

（株）トーテック        

東京営業所 
瀬戸 秀吉 

03-5604-5816 

03-5806-5816 

（株）総合資格         

越谷支店 
岩崎 雄樹 

048-990-6971 

048-990-6981 

                           (順不同にて敬称は略させて頂きました) 

 

 

 

 

 

 



 

★  ホームページについて 

ホームページはたくさんの方々がアクセスして頂けるよう、内容の更新を考えていますのでご要望などありましたら

遠慮なくお知らせください。連絡先はホームページ担当の広報委員会メールアドレス koho@jsca-saitama.jp まで、よろ

しくお願い致します。 

 

★  JSCA 埼玉 facebook ページについて 

ＪＳＣＡ埼玉では facebook ページを公開しています。アドレスは https://www.facebook.com/JscaSaitama となってい

ます。ＪＳＣＡ埼玉ホームページ右下にリンクが貼ってありますのでそちらからページにアクセスできます。できるだけ

たくさんの情報をリアルタイムで発信したいと考えていますので是非 「いいね！」 をお願いいたします。 

 

★  賛助会員の皆様へお願い 

ＪＳＣＡ埼玉のホームページに賛助会員のみなさんの名簿が掲載されています。御社のＨＰへリンクを貼ることがで

きますので希望する賛助会員の方々はメールにてご連絡ください。 

連絡先メールアドレスは koho@jsca-saitama.jp となります。 

 

★  広報委員の募集 

ＪＳＣＡ埼玉広報委員会では委員を募集しています。ＪＳＣＡ埼玉会員で広報委員会の活動を希望される方は広報委

員会宛てにメール連絡koho@jsca-saitama.jp をお願いします。（担当：高橋） 
 

★  お問い合わせフォームの利用 

ＪＳＣＡ埼玉ではホームページ上でお問い合わせフォームが利用できます。会員の皆様をはじめ一般の方よりの問

い合わせ等で利用できるようになっています。お気軽にご利用いただければ幸いです。 

ホームページアドレスは www.jsca-saitama.jp です。 

 

★  過去のＪＳＣＡ埼玉だより 

過去のＪＳＣＡ埼玉だよりはＪＳＣＡ埼玉ホームページ（お知らせ）よりダウンロードできます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

今回の雑コラムは全世界で感染がおこっている「新型コロナウイルス禍」について考えてみたいと思います。 

   

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

諸説によると新型コロナウイルスの感染源は中国の武漢にある魚介類市場である。動物がウイルスを市場に運

んできたのか？ウイルスに感染した人物がこの市場に訪れたのか？そのことはわかっていない。アメリカ側は武漢の

ウイルス研究所からから流出したと主張しているがそうであればその根拠を示すべきだと思う。

ある調査会社によると 3 割が「来年以降」とのことです。また、終息することはないと回答している割合も多く通常

のインフルエンザと同じで毎年感染者は出るであろうとのことです。いずれにしろワクチンの開発及び適切な治療薬が

開発され、感染しても治るということであれば通常の生活に戻れるのではないでしょうか。 

迅速な対応を求められる事ができていないような気がする。もしできないのであればその理由をわかりやすく国

民に説明するべきである。だんだんと厚労省に対して不信感が増してきているのは自分だけであろうか？ 

緊急事態宣言が出ている現状で今、自分にできることは「不要不急の外出はしない」「外出するときはマスクをし

て混雑している場所をできるだけ避ける」「帰宅したら手洗いうがいを必ずする」「飲食の前は手洗いうがいをする」な

どです。

厳しいと思う。

温泉旅行と外食と買い物です 

このような状態になってあらためて思うことですが「普段の生活がいかに幸せな環境である」かと実感しました。で

もまた、元に戻るとそのこと自体の意識は薄れてくるのかと思います。コロナ騒動から学びえた体験は忘れないよう自

分自身に言い聞かせたいと思っています。 

まだ発生していない新ウイルスは世界を滅ぼす可能性があるかもしれません！！！ 

なお、雑コラムの投稿内容は個人として述べさせていただいたことです。それぞれ人によっては違った意見や考

えを持っていることと思います。そのような視点で読まれることを最後に申し述べておきます。 

ＪＳＣＡ建築構造士 高橋達夫



 

新型コロナ禍で感じたこと 

総理がＰＣＲ検査を２万件に増やすと言ったにも関わらず未だに増えていないのはなぜ？ 

どこに指示して、何が原因で増えないのかの国民に説明が無い。政治家と行政の意思疎通に疑問？ 

増やすための組織、体制、手段について指揮されていないのでは？マニュアルはあるのか？ 

すべてが保健所に集中して消化不良を引き起こしているのでは？ 

大学の研究機関等にはＰＣＲ検査機器があるが、組織だって利用することがないのは文科省と厚労省での縦割

り行政が弊害になっているのでは？ 

 

 

マイナンバーカードで申請可能であるが、利用が難しく利用者が増えていない 

申請ソフトのＤＬがスマホの機種で不可がある。パソコンの場合はカードリーダーが必要である。 

パスワードの種類が最低２種類あり、有効期限も２種類あり、今回必要なものは桁数が多く 

有効期限も短いものである。パスワードの入力ミス、忘れ、有効期限切れがある。 

マイナンバーカードと基本台帳が連動されていないのか？住所及び家族全員のデータを入力する必要がある。

役所ではそれをチェックするためここで詰まっていると思われる。 

郵送申請書は家族データが印刷されているのになぜマイナンバーカードではできないのか。 

 

 

 

毎日ＴＶのワイドショーで解説者は腹を立てている場面もあるが今回の件で我々はあまり賢くないと感じさせ

られた。 

 

 

以上、あくまでも私見として感じたことを述べさせていただいた。一刻も早く感染が収束してくれることを願

っている次第です。 

 

 

JSCA正会員 杉山 安男 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

       



 

ＪＳＣＡ埼玉だよりも今回で２０回目の発行となります。これからも会員の皆様にとって役立つ情報を発信していきま

すのでよろしくお願いいたします。  

                                    （広報委員長/高橋達夫） 
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