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（２０２1 年度記録）

JSCA 埼玉 Facebook ページ: https://www.facebook.com/JscaSaitama

令和 4 年、代表３期６年目を迎えております。これもひとえに皆様のご協力の賜でありま
す。皆様とともにこの２年間コロナ禍を乗り越えて参りました。そして今、コロナ禍もいよい
よ終焉するかも知れないとの淡い期待を抱いている方も多いのではないでしょうか。今期
の総会は、昨年と異なり、ポツポツと対面での開催に踏み切る団体も現れております。大
変喜ばしい事です。我々ＪＳＣＡ埼玉においては、構造設計という慎重さが求められる職業
故か、本年も書面開催といたしました。ただ、総会議案書の活動予定にもあるように、今年

ＪＳＣＡ埼玉代表 矢沢秀周

は是非、対面での行事を再開したいと考えております。

手始めに、毎年恒例の「工法・技術製品セミナー」でしょうか。毎年２回開催しているのですが、直近４回はオンラインでの開催でした。
「コロナ禍でも止まらないＪＳＣＡ埼玉」の大いなる成果であったと自負しております。アフターコロナとかニューノーマルという言葉があり
ます。私の感覚では、未だオンラインでの仕事の打合せが多い様な気がします。コロナ禍が終了したとしても、今後のイベント開催はオ
ンラインと対面のミックスになるのではないでしょうか。この場をお借りして、ちょっと、オンライン開催にまつわる技術的な問題点を書き
記します。ＪＳＣＡ埼玉で行ってきた、オンライン開催の「工法・技術製品セミナー」ですが、実は、フルオンライン開催でした。すなわち、
司会役や、代表挨拶をする私、説明をして下さる賛助会員様が、それぞれ各々の拠点からオンラインで配信しておりました。話を聞いて
下さる皆様を含め、全員がＰＣの前に座って参加している状況でした。技術的には、特段の障害はない状況です。また別な形態として、
小会議室で何人か集まり、それをオンライン配信する場合も考えられますが、実際に私たちの役員会で、２回ほどそのような状況があり
ましたが、それも、集合マイクスピーカー（それほど高くはない）が一つあれば、双方向のコミュニケーションも問題なく可能でありまし
た。しかしながら、今後増えてくるであろう形態、具体的には、ある程度の人数（50 人以上）が対面で行っているセミナー等を、オンライン
でも配信し、双方向コミュニケーション（質問タイム）が必要となると、いきなりハードルが上がります。すなわち、ホールでマイクを使用
し、音声を流し、大きなプロジェクターでパワポ資料を写している状況を、オンラインでも配信しようとすると、ある程度以上のクオリティ
ーを確保するには、特に音声の双方向配信が、集合マイクくらいでは役に立ちません。ホールでＰＡで流す音声を、ハウリングしないよ
うに、オンラインでも流す必要が生じます。もちろん既にそのようなオンライン講習会は普通にありますが、配信技術面で、プロが請け
負っているのでしょう。私たちのような、予算的に手作り配信を余儀なくされる集団において、今後悩ましい問題になりかねません。個人
的には、オンラインの良さも継続して行きたいので、セミプロオンライン配信くらいまではやれるようになりたいです。ん？いったい何
屋？と思ってしまいますが、構造設計者って普段からＰＣを使いこなしているせいか、機械に強い気がしますし、ＪＳＣＡ埼玉役員には、
実際そのような方が多いです。ＪＳＣＡ埼玉のオンライン配信のクオリティー向上を考えながら、遠い先にメタバース空間でのコミュニケ
ーションが主体になると予想しております。その普及の鍵は、簡便さとクオリティーにあると思っております。これからは予想もしていな
かった変化が起こると思われ、その変化のスピードはコロナで加速されたのではないでしょうか。鉄筋 1 本２本減らすことを考えている
場合では無いんじゃないかと思うこの頃です。

ＪＳＣＡ埼玉 代表 矢沢秀周

Ａ 総務委員会
１．定例役員会の開催（ZOOM によるオンライン開催）
2021 年 5 月 15 日、7 月 17 日、9 月 18 日、11 月 20 日（一部対面）
2022 年 1 月 15 日、3 月 19 日、計 6 回
２．総会・講演会の開催 2021 年 6 月 4 日 書面総会
総会 出席 86 名（内委任状 85 名）
３．総務委員会の開催 2021 年 6 月 19 日（対面）
４．ＪＳＣＡ本部・関東甲信越支部との連絡及び協議
５．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
６．彩の国既存建築物地震対策協議会総会
７．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
８．役員慰労会の開催 2021 年 11 月 20 日 出席 7 名
９．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．勉強会の開催
工法・技術製品セミナー等の準備補助
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 ページ更新と利用者の拡充
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．JSCA埼玉賛助会員年会費の納入案内(請求書郵送）
２．2021年10月01日 第1回工法・技術製品セミナ－開催
・ＪＳＣＡ埼玉賛助会員６社による最新の技術工法の紹介、説明。
場所 ZOOM によるオンライン開催
発表 ユニオンシステム(株)、(株)構造システム、三興商事(株)
PR 伊田テクノス(株)、日鉄建材(株)、(株)マイダスアイティジャパン
発表後、工法・技術製品セミナ－アンケ－ト
３．2022年3月18日 第2回工法・技術製品セミナ－開催
・ＪＳＣＡ埼玉賛助会員１社による最新の技術工法の紹介、説明。
場所 ZOOM によるオンライン開催
発表 伊田テクノス(株)
Ｅ 耐震委員会
１．2020 年度 2021 年度 彩の国既存建築物地震対策協議会幹事就任
２．埼玉県耐震サポーター制度への、会員の活動状況報告
F 木造委員会
１．（一社）中大規模木造プレカット協会へＪＳＣＡ埼玉として参加
２．第２回壁－１グランプリ見学 2021 年 10 月 25 日

G

その他
１．2021 年 4 月 8 日（木）埼玉県庁 役員新年度挨拶（矢沢、吉田）
埼玉県都市整備部副部長
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
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
２．2021 年 6 月 18 日（金）ＪＳＣＡ関東甲信越支部総会（ZOOM）へ 2 名出席（矢沢、吉田）
３．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
４．本部活動への参画
編集委員会 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
５．その他の活動への参画
ＪＤＲ（国際緊急援助隊）構造評価専門員 石川、矢沢

代 表
副代表

特別幹事
幹 事

会 計
会計監査

矢沢 秀周
吉田 孝
酒井 裕祐
小橋 良治
中尾 雅躬 （東京電機大学名誉教授）
尾田 文雄
淵岡 隆
高橋 達夫
小宮 英彦
押川 直治
小川 雅
上河内 宏文
河合 康夫
高瀬 一雄
小橋 良治（副代表兼務）
押川 直治（幹事兼務）
石川 英世
土屋 明

杉山 安男
竹ノ谷 敦夫
松本 喜博
沼田 岳彦
岸本 進史
宮下 直子

※ 令和 4 年 6 月 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がコロナ禍の為、Zoom による活動となっています。
また、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
事業委員会：小川
広報委員会：高橋
渉外委員会：押川
耐震委員会：尾田
木造委員会：酒井

孝
雅
達夫
直治
文雄
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。

令和 4 年 6 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 42 社です。
法 人 名
岡部(株)
ベースパック事業部 東部営業第二 営業課
(株)三誠
北関東営業所
(株)テノックス
建築営業部 建築第二グループ
千代田工営㈱
技術営業部
(株)北雄産業
東京営業所 技術営業部

担当者名
久保田 洋平
錦織 学
相羽 隆太
渡部 豊士
鈴木 大二郎

ユニオンシステム(株)

田之上 康彦

(株)アーバンソイルリサーチ

菅原 武彦

(株)角籐
さいたま営業所
三谷セキサン(株)
埼玉営業所
ジャパンパイル(株)
北関東支店
アウェイ建築評価ネット(株)
構造適判部
(株)アイ・イー・エル
埼玉営業所

酒井 寿郎
都野 龍一
並田 泰典
藤本 奈月
東山 直樹

㈱鹿島技研

原中 朋幸

サイシン基業(株)

傅田 卓生

前田商事(有)

前田 涼

日鉄建材(株)
建築技術部
センクシア(株)
構造本部 基礎東日本営業部

中野 英行
藤記 陽子

生和テクノス(株)

向原 誠一

(株)建築構造センター

池ヶ谷 卓宏

ムツミ産業(株)

西田 正美

アースプラン(株)

菅原 敏康

TEL
FAX
03-3624-5336
03-3624-5237
048-813-6612
048-813-6615
03-3455-7790
03-3455-7683
048-642-4191
048-648-0899
03-6666-9421
03-6666-9431
03-3352-6121
03-3352-6310
048-810-1151
048-810-1152
048-642-6808
048-642-6807
048-866-7300
048-866-1706
048-796-7770
048-710-6255
03-6672-6136
03-6683-2250
048-994-2755
048-994-2766
0475-80-8221
0475-80-8222
048-688-9660
048-688-9670
042-352-8228
042-352-8229
03-6625-6150
03-6625-6151
03-4214-1932
03-3438-1061
048-864-1731
048-864-2365
048-799-3016
048-799-3017
048-831-3032
048-824-1775
048-767-1555
048-767-1557

法 人 名
ＩＳエンジニアリング(株)
伊田テクノス(株)
旭化成建材（株）
住建事業部東京構造資材営業部
(株)リアス
アイエスケー(株)
東京支店
㈱サムシング
埼玉支店
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
矢作建設工業(株)
(株)ロプテックスファスニングシステム
(株)構造システム
(株)アルク
(株)マイダスアイティジャパン
(株)構造ソフト
日本高圧コンクリート(株)
東京支社埼玉営業所
新栄重機建設工業（株）
エイチ・ジー・サービス(株)
(株)向山工場
（株）トーテック
東京営業所
（株）総合資格
越谷支店
三興商事株式会社
JFE 建材（株）
建築建材営業開発部

TEL
FAX
03-5614-5883
上石 雅樹
03-5614-5886
048-720-4888
及川 直哉
048-720-4880
03-3296-3515
荻原 隆司
03-3296-3518
03-5959-0102
木村 匡秀
03-5959-0103
03-5251-5545
立原 知幸
03-5251-5226
048-729-4510
大竹 徹
048-652-6511
03-4590-7001
上西 康之
03-4590-7021
03-3555-3613
堀川 牧夫
03-3555-3610
03-5847-4100
藤永 政司
03-5847-4101
03-6821-1311
小林 文悟
03-5978-6215
029-246-9511
宗元 功太
029-246-9512
03-5817-0789
申 東愚
03-5817-0780
03-5249-2151
大久保 智子
03-5249-2160
048-662-9045
片山 淳
048-662-9046
048-711-7433
今 智史
048-711-7430
043-290-0112
沼尻 英行
043-290-0113
03-6212-8903
小谷野 浩
03-6212-8905
03-5604-5806
小柳 誠
03-5604-5816
048-990-6971
村上 和正
048-990-6981
048-669-1181
石川 修平
048-669-1182
080-2566-8200
水野 雅之
03-5715-1050
(順不同にて敬称は略させて頂きました)
担当者名

★ 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。貴社の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。

★ ＪSCA 埼玉 LINE 公式アカウント
JSCA 埼玉では LINE 公式アカウントを取得しています。会員の皆様においてはぜひともご登録をお願いいたします。
下記の QR コードを LINE アプリにて読み込んでください。

今回の投稿者は JSCA 埼玉広報委員長 高橋達夫が「雑情報のあれこれ」と題して投稿いたします。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

マイナンバーカードの取得状況はまだ国民の半数まで行っていないようです。国の方針としてはできるだけ多く
の人が取得して頂けるよう勧めています。当方はすでに取得していますが現在はポイント還元として健康保険証
としての利用申し込み及び公金受取口座の登録ができます。それぞれを行うことで１５０００円分のポイントが還
元されます。新規登録を合わせると全部で２００００円のポイントが取得できます。当方はすでにマイナンバーカー
ドを取得していましたので健康保険証の登録と公金受取口座の登録をして１５０００円分のポイントを頂きました。

当方の携帯電話はドコモ一筋で２５年以上契約をしています。当初はアンドロイドを使用していましたが iPhone
を iPhone7 あたりからドコモの iPhone を使用しています。最近ですが iPhone１０を３年６か月ほど使用していまし
たが突然電源が切れたり、充電ができない時があり、交換時期かと思い iPhone１３に機種変更を行いました。
今までは機種変更はドコモショップに行って店員さんにお願いしていましたが今回はドコモオンラインショップで購
入して自分で機種変更（データの移行・SIM カードの差替えなど）を行ってみました。なかなか面白いものです。
次回からはこの形で機種変更は行う予定です。

近年は携帯アプリでの電子マネーを使っています。お店によっては現金使用が不可のところもありますね。
現在使用しているアプリは「Suica」「PayPay」「ｄ払い」です。いろいろなケースで使い分けをしています。それぞれ
のチャージもオンラインでできます。とても便利です。皆さんは利用していますか？

数年前に Apple Watch を購入しました。とても便利です。当方は今まで腕時計をしていませんでしたが今では
毎日携帯しています。iPhone ユーザーは購入の検討価値はあると思います。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ＪＳＣＡ埼玉だよりも今回で２２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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