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

 

 
ＪＳＣＡ埼玉代表 

矢沢秀周   

ＪＳＣＡ埼玉代表の、矢沢秀周（ひでちか）と申します。２０１７年度より、前任の尾田代表

より５代目代表として引継ぎいたしまして、丁度一年が経とうとしております。なかなか無

い機会なので、この場をお借りし、自己紹介させて頂きます。 

 昭和４２年生まれの、今年（平成３０年）で５１才となります。生まれも育ちも福島県いわき

市です。最近では、東日本大震災にての原発事故により、「ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ」の名が世界的

に知れ渡りました。その少し前は、映画「フラガール」により、常磐ハワイアンセンター（現、

スパリゾートハワイアンズ）があることで少し有名になりました。高校までいわき市で過ご

し、予備校通いのため上京しました。ちなみに、現役受験の際は、建築は全く眼中に無く、

コンピューターが好きだからという理由で、電子工学科一本の受験でした。同世代の方は

分かると思いますが、PC-8001 から始まり PC-9801 というパソコンが、高校生の私には高

嶺の花の時代でした。  
１浪して建築の大学に進むのですが、建築に志望換えした理由は、予備校時代の友人の影響です。図書館に連

れて行かれては、建築家の作品集（後で大学に進んでから分かったのですが、ライト・ミース・コルビジェとか巨匠

の作品集でした。）をやたら見せられ、そんなおり、東京都庁のコンペの結果が載った、雑誌「新建築」を手にし、僕

もこんな風になりたいなと、１９歳の矢沢少年が、無謀な夢と共に、建築の世界に飛び込んだのでした。その後はご

多分に漏れず、デザインセンスゼロですから、自分で建築デザインすることに対しては、すぐに興味を失い（ただ、

今でも、建築家の作品を見ることは大好きです！）、数学・物理・コンピューターが好きだったので、興味を持ったこ

とは！！構造！！そして、今に至っております。 

 大学卒業後は、構造専業事務所に２社勤務し、今から１８年前の、２０００年に、埼玉県越谷市にて、独立開業いた

しました。３２歳、結婚して１年後でした。正直ついこの間の事のように思えます。 

現在、越谷市に居を構え、妻と子供３人で暮らしており、既に埼玉県暮らしが、福島県暮らしの期間を超えまし

た。学生時代は、東京都民や千葉県民も経験しましたが、ここ埼玉が一番しっくりくる感じで、私の第２の古里です。

おっと、ＪＳＣＡ埼玉の事を語る前に、紙面が尽きてしまいました。そちらは是非ＨＰの代表挨拶をご覧下さい。一言

だけ告知です。ＪＳＣＡ埼玉はこの秋、設立２０周年を迎えます。これも、諸先輩方、関係各位皆々様方のご尽力の

結果と、役員を代表し、深く深く御礼申し上げます。記念行事も計画しておりますので、皆様、ＪＳＣＡ埼玉を、今後と

もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
◆総務委員会 

１．定例役員会の開催 

   2017 年4 月15 日、5 月20 日、7 月15 日、9 月16 日、11 月18 日、 

   2018 年1 月20 日、3 月17 日、計7 回 

２．各委員会主催の講習会、セミナー等の準備補助 

３．総会の開催 2017 年5 月18 日 

４．総会後の講演会の開催 

  演題：『熊本地震の真相は「熱移送」。北東京湾は大丈夫か？』 

  講師：埼玉大学名誉教授 角田史雄氏 

５．ＪＳＣＡ本部との連絡及び協議 

６．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 

７．彩の国既存建築物地震対策協議会総会への出席 2017 年5 月27 日 

８．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 

９．年末役員懇親会の開催 2017 年12 月23 日 

１０．JSCA 埼玉役員・委員同士の Web 上での意見交換 

 

 ◆事業委員会 

１．研修旅行の開催 2017 年7 月1 日、2 日 （耐震委員会,渉外委員会合同） 

場所：大阪府内 

見学：通天閣、万博公園他 

２．技術講習会の開催 2017 年12 月1 日  

 演 題：『熊本地震-最新の基準で建てられた木造住宅・倒壊のなぞ？』 

講師：五十田 博先生 京都大学 生存圏研究所／生存圏開発創成研究系／教授 

参加者：51 名（JSCA 会員31 名、会員外20 名） 

 

◆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．会員のメールアドレス等の管理 

５．会員に対するメール連絡による講習会の案内及び技術情報等の提供 

 

 ◆渉外委員会 

１．2017年5月18日（木）総会後に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） 

３．2017年9月22日（金）「第１回工法・技術製品セミナー」開催 

  ・JSCA埼玉賛助会員4社による工法の紹介・説明 

    場所 川口市民ホール・フレンディア (参加者51 名) 

      テーマ 賛助会員様による最新の技術工法の紹介 

      発表:サイシン基業（株）、（株）ロブテックスファスニングシステム 

日鐵住金建材（株）、生和テクノス(株) 

セミナー終了後に懇親会を行う 

 

４． 2017年2月23日（金）「第２回工法・技術製品セミナー」開催 

  ・JSCA埼玉賛助会員4社による工法の紹介・説明 

    場所 川口市民ホール・フレンディア (参加者60 名) 

      テーマ 賛助会員様による最新の技術工法の紹介 



発表:アースプラン（株）、ナイス（株） 

岡部（株）、（株）三誠 

セミナー終了後に新年会を行う 

    アンケートも行った。有効回答ＪＳＣＡ埼玉正会員 １３名 

 

◆耐震委員会 

１．2017 年5 月19 日（金）彩の国既存建築物地震対策協議会総会への参加 

２．見学会の開催 

日時  2017 年6 月28 日（水） 

場所  朝霞市役所庁舎免震レトロフィット工事 

３．埼玉県耐震サポーター制度への、会員の活動状況報告 

 

◆木造委員会 

１．2017 年4 月13 日（木）新年度挨拶 

     埼玉県農林部森づくり課 

    2017 年1 月9 日（火）新年挨拶 

      埼玉県農林部森づくり課 

     （一社）埼玉県木材協会 

 

   ２．講演会及び見学会 

2017 年6 月13 日（火） ㈱篠原商店プレカット工場見学 

11 月27 日(月)    JSCA 関東甲信越(群馬県高崎市) 稲山先生講演会手伝い 

2018 年1 月26 日（金） 杉戸町現場見学会 (矢沢代表事務所による構造設計) 

 

   ３. 委員会を開催 

2017 年4 月18 日（火） 第１回委員会 八重洲にてプログラム作成について 

             6 月17 日（土） 第２回委員会 浦和コミニュティーセンターにて 

              7 月13 日（木） 第３回委員会 川口にてプログラムソフト作成について 

8 月22 日（火） 第４回委員会 神田にてプログラムソフト作成について 

       9 月 14 日（木） 第５回委員会  川口にてプログラムソフト作成について 

9 月30 日（土） 第６回委員会  王子にてプログラソフト作成について 

 

   ４．埼玉県木造公共施設推進協議へ出席、理事派遣 

     2017 年4 月13 日（木）埼玉県中大規模公共施設シンポジウム開催 

    場所 さいたま共済会館第1 ホール 埼玉県木造公共施設推進協議会主催 

7 月6 日（月）理事会 

              8 月28 日（月）理事会 

9 月19 日（火）理事会 

10 月20 日（水）埼玉中大規模木造建築講習会打ち合わせ 矢沢代表の事務所で 

12 月20 日（水）埼玉中大規模木造建築設計演習講習会 埼玉会館4A 会議室 

2018 年3 月28 日（水）埼玉県中大規模公共施設シンポジウム開催 

    場所 さいたま共済会館第1 ホール 埼玉県木造公共施設推進協議会主催 

 

    ５．（一社）中大規模木造プレカット協会へＪＳＣＡ埼玉として参加 

       2017 年4 月18 日（火）ＷＧ出席 

        5 月23 日（火）総会出席 

        6 月20 日（火）ＷＧ出席 

8 月22 日（木）ＷＧ出席  

10 月25 日（火）ＷＧ出席 

12 月5 日（火）PWA トラスマニュアル講習会 会場:ポリテックセンター関東 



12 月8 日（火）ＷＧ出席, 2 段筋違実大実験見学 会場:草加の建材試験センター 

2018 年1 月16 日（月）ＷＧ出席 

1 月24 日（火）講習会出席 

2 月中旬 PWA 協会へ 「中大規模木造建築物のための防耐火計画フロー図」 

エクセルソフトによる暫定版を提出する。 

  

◆その他 

１．2017 年6 月5 日（月）ＪＳＣＡ関東甲信越支部総会へ 5 名出席、その後懇親会出席。 

２．2017 年6 月20 日（火）ＪＳＣＡ本部総会へ 4 名出席 

３．関係団体の総会来賓出席 

   2017 年5 月27 日 埼玉県鉄構業協同組合 総会 来賓出席 矢沢 

   2017 年5 月31 日 埼玉県地質調査業協会 総会 来賓出席 矢沢 

   2017 年6 月14 日 （一社）埼玉建築士会 総会 来賓出席 矢沢 

   2017 年6 月17 日 （一社）埼玉県建築士事務所協会 総会 来賓出席 尾田 

４．2017 年1 月9 日（火）埼玉県庁 役員新年挨拶 

     埼玉県農林部森づくり課 

     埼玉県都市整備部建築安全課 

     埼玉県都市整備部住宅課 

     埼玉県都市整備部営繕課 

     埼玉県都市整備部都市計画課 

５．2017 年1 月9 日（火）尾田支部長、代表（矢沢）新年挨拶 

     さいたま市役所建築課 

     埼玉県住宅供給公社 事業推進部 

   ６．2018 年1 月17 日（水）ＪＳＣＡ賀詞交歓会へ 4 名出席 

   ７．役員による、本部活動への参画 

     編集委員会 矢沢（本部賀詞交歓会、総会、アラカルト取材） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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    萩坂 詳    上地 照雄    杉山 安男   竹ノ谷 敦夫 

小宮 英彦    細貝 信夫    小川 雅    松本 喜博    沼田 岳彦 

上河内 宏文   辻 功   片山 尚之    
会 計 小橋 良治（副代表と兼務） 

金田 建 

会計監査 淵岡 隆 

高橋 達夫 

※ 平成30 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。メーリングリストを使用すればちょっとした電子会議も可能です。 

 

   

役員会開催施設 （ＪＲ線「浦和駅東口」より徒歩１分） 

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：上治照雄 

耐震委員会：上河内宏文 

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。今回の行先は大阪府大阪市へ宿泊し電車等を利用して建

物などを見学しました。参加者はＪＳＣＡ埼玉会員の皆さんです。当日は東京駅に集合して新幹線（のぞみ号）で新大

阪に向かいました。参加者は正会員１0 名でした。 

  

日程：平成２９年7 月1 日（土）～2 日（日）  

 

１日目 

東京駅に集合 ⇒⇒ 新大阪駅着 ⇒⇒ 梅田スカイビル・あべのハルカス・通天閣（見学） 

 ⇒⇒ 天王寺都ホテル着 ⇒⇒ 入浴・休憩 ⇒⇒ 夕食（懇親会） 

２日目 

ホテル出発 ⇒⇒ 明石海峡大橋・野島断層保存館・万博記念公園 （見学）⇒⇒ 自由行動  

⇒⇒ 新大阪発 ⇒⇒ 東京駅着 ⇒⇒ 解散 

 

   

  

   

 
  



 

平成30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37社です。 

 

法 人 名 担当者名 
TEL 

FAX 

岡部(株) 小川 秀堂 
03-3624-5336 

03-3624-5237 

(株)三誠 

北関東営業所 
小川 弘一郎 

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 鈴木 大二郎 
03-6666-9421 

03-6666-9431 

ユニオンシステム(株) 池田 智昭 
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 
渡辺 芳博 

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) 益田 一樹 
048-796-7770 

048-710-6255 

アウェイ建築評価ネット（株） 

構造適判部 
山口 美幸 

03-6893-0210 

03-6893-0211 

(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 斉藤 正憲 
0475-80-8221 

0475-80-8222 

サイシン基礎（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 

日鐵住金建材(株) 

床商品営業部 
赤丸 一朗 

03-3630-2149 

03-3630-2159 

センクシア(株) 西澤 昇平 
03-3615-5432 

03-3615-6081 

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 

(株)構造システム 山崎 直哉 
03-6821-1311 

03-5978-6215 

㈱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)ＮＴＴファシリティーズ総合研究所 

マーケット開発部 
池田 淳 

03-6414-6190 

03-6414-6024 

(株)構造ソフト 大久保 智子 
03-5249-2151 

03-5249-2160 

(株)アルク 宗元 功太 
029-246-9511 

029-246-9512 

ナイス(株) 田中 英行 
045-505-5402 

045-505-4001 

（株）マイダスアイティジャパン 金賢 珉 
03-5817-0789 

03-5817-0780 

アイエスケー（株）東京支店 牧野 康裕 
03-5251-5545 

03-5251-5226 

日本高圧コンクリート（株） 金子 宏 
048-658-8166 

048-649-4493 

  
 

 

                           (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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＪＳＣＡ埼玉会員及び賛助会員の皆様、今回の雑コラムは広報委員会に所属している高橋氏にご協力をお願いしま

した。このコーナーは構造技術的話題にはこだわりはありませんのでご興味のある方は一読ください。 

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

ＪＳＣＡ埼玉 広報委員会の高橋です。雑コラムのテーマは昨年もテーマとしましたがスマホアプリの「ポケモンＧＯ」

です。アプリの概要は前回のコラムで紹介しました。（ご興味のある方はＨＰよりダウンロードしてください） 

今回は各世代で登場する伝説のポケモンを紹介します。現在は第三世代までのポケモンが出現していますがまだ

出現していない伝説ポケモンもいます。紹介するのは現時点で出現している伝説ポケモンです。 

伝説ポケモンは基本的にはレイドバトルに勝利してゲットします。（※レイドバトルの説明はネットで検索してください）  

 

世代 伝説ポケモン名 伝説ポケモンの説明 

第一

世代  

ミュウツー 
遺伝子操作操作によってつくられたポケモン。人間の科学力ではつくれても優しい心を

つくることはできなかった。 

第一

世代  

ミュウ 
すべてのポケモンの遺伝子をもつという。自由自在に姿を消すことができるので人に

近づいてもまったく気づかれない。 

第一

世代  

フリーザー 
氷を操る伝説の鳥ポケモン。羽ばたくことで空気を冷たく冷やすのでフリーザーが飛ぶ

と雪が降るといわれている。 

第一

世代  

サンダー 
電気を操る伝説の鳥ポケモン。普段はカミナリ雲の中で暮らしている。カミナリに撃た

れると力がわいてくる。 

第一

世代  

ファイヤー 
炎を操る伝説の鳥ポケモン。体が傷つくと火口のマグマに入り全身を燃やして傷を癒

すという。 

第二

世代  

ルギア 
翼を軽く羽ばたかせただけで民家を吹き飛ばす破壊力をもっているために海底で人知

れず暮らすようになった。 

第二

世代  

ホウオウ 
光の当たる角度によって七色に輝くハネは幸せをもたらすという。虹のふもとにすむと

いわれている。 

第二

世代  

ライコウ 
雷のスピードを宿したポケモン。その遠ぼえは雷が落ちたときのように空気を震わせ

大地を揺るがす。 

第二

世代  

エンテイ 
マグマの情熱を宿したポケモン。火山の噴火から生まれたと考えられすべてを焼く尽く

す炎を噴き上げる。 

第二

世代  

スイクン 
わき水の優しさを宿したポケモン。滑るような身のこなし大地を走り濁った水を清める

能力を持つ。 

第三

世代  

カイオーガ 
自然のエネルギーによってゲンシカイキし本来の姿を取り戻す。その力は嵐を呼び寄

せ海を広げる。 

第三

世代  

グラードン 
大地の化身と伝わるポケモン。自然のエネルギーを求めてカイオーガと争いを繰り返

したという伝説がある。 

第三

世代  

レックウザ 
何億年も生き続けているといわれる。グラードンとカイオーガの争いを治めたという伝

説が残されている。 

第三

世代  

ラティアス 
人間の心を敏感に感じとる。敵意をキャッチすると全身の羽を逆立てして激しく鳴き声

で威嚇する。 

第三

世代  

ラティオス 
見たものや考えたイメージを相手に映像として見せる能力を持つ。人間の言葉を理解

することができる。 

                  ＪＳＣＡ建築構造士 高橋 達夫（構造設計一級建築士・構造計算適合性判定員）



ＪＳＣＡ埼玉だよりも今回で１８回目の発行となりますが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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