「既存ブロック塀等の耐震診断に関する講習」のご案内
主催：一般財団法人日本建築防災協会

協力：国土交通省

平成 30 年 6 月 18 日の大阪府北部を震源とする地震において、一部のブロック塀等の倒壊により
尊い命が失われたことを踏まえ、各方面で既存のブロック塀等の安全確保対策が進められています。
本協会では、国土交通省、国土交通省国土技術政策総合研究所（以下「国総研」
）及び国立研究開
発法人建築研究所の協力の下、ブロック塀等の耐震診断基準作成委員会（委員長：福山洋国総研建築
研究部長）を設置し、
「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」を作成しま
した。
国土交通省では「建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐震改修促進法）」の枠組みを活用し、
一定のブロック塀等の耐震診断を義務付ける等により、既存不適格の塀を有する建築物の耐震診断・
改修を促進することとしており、本協会では、国土交通省の協力を得て、これらに基づく耐震診断・
耐震改修設計の担い手を養成するための「既存ブロック塀等の耐震診断に関する講習」を開催する
こととしました。
ブロック塀等の耐震診断の法制度の具体的内容や、本講習の受講者の位置づけは現時点では未定
ですが、決まり次第、本協会のホームページ（http://www.kenchiku-bosai.or.jp/workshop/）でお
知らせしますので、お申し込み前にご確認下さい。
「建築士会 CPD」
（
（公社）日本建築士会連合会）に参加されている建築士の方には、自動的に建築
CPD 情報提供制度認定講座（３単位）の単位が付与されますので、お申し込みの際に、氏名・フリガ
ナ、建築士登録番号を正確に記入して下さい。
１．主催等
主催：(一財)日本建築防災協会

協力：国土交通省

２．開催地・期日・会場・定員
開催地

期

日

会 場
東京ビッグサイト 会議棟 7F 国際会議場
東京
2018 年 12 月 12 日（水） 東京都江東区有明 3-11-1
http://www.bigsight.jp/access/transportation/
大阪国際交流センター ２Ｆ 大会議室さくら
大阪
2018 年 12 月 14 日（金） 大阪市天王寺区上本町 8-2-6
※定員に達しました
http://www.ih-osaka.or.jp/access/

定

員

800 人

300 人

３．プログラム（予定）※講師等の都合により一部変更となる場合があります。
時

間

科

目

説明者

13：30～13：45
9:30~9:45

関連制度の解説

国土交通省担当官

9:45~11:30
13：45～15：30

既存ブロック塀等の耐震診断基準

15：30～16：30
11:30~12:00

既存ブロック塀等の耐震改修設計指針

ブロック塀等の耐震診断基準作成委
員会 委員

４．受講対象者
(1) 一級建築士、二級建築士、木造建築士及びブロック塀診断士※
※ブロック塀診断士とは、
（公社）日本エクステリア建設業協会の資格です。

(2) その他の受講を希望する方

５．受講修了証の交付
受講修了証は、上記 4.(1)に該当する方（一級建築士、二級建築士、木造建築士及びブロック塀
診断士）に交付します。
６．テキスト
既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説
７．受講料（テキスト代含む）

（発行：日本建築防災協会）

9,000 円（税込）

８．申込方法
本協会ホームページからお申込み下さい。
（講習・検定 http://www.kenchiku-bosai.or.jp/workshop/）

〇

本講習の選択

申込み手順について
（A 受講修了証希望の場合）
本講習の選択

講習・検定画面 ⇒ 既存ブロック塀等の耐震診断に関する講習
下記 A 又は B のどちらかを選択する。
⇒A 受講修了証希望
⇒B 受講のみ

一級建築士、二級建築士、木造建築士、
ブロック塀診断士で希望者
上記以外の方（次頁 B 受講のみの場合へ）

A 受講修了証希望の場合

受講修了証の希望の選択

①基本情報の登録・写真添付

⇒ 個人情報保護規定に同意し、講習を申し込む をクリックする。
（※初回の申込みの場合は、ID、パスワードは未入力で、
「個人情報保護規定
に同意し、講習を申し込む」を押して下さい。）

②会場・講習日の選択

①基本情報の登録・写真データ添付
氏名、生年月日等の基本情報を入力して下さい。

③必要書類をデータ添付

・縦 4.5cm×横 3.5cm 位、脱帽、カラー・白黒可、上半身が写っ
た鮮明な証明写真のデータを JPG 形式で添付して下さい。

④支払方法の選択

・メールアドレスは、受講票送付時に利用しますので、受取可能な
パソコンのアドレスをご記入下さい。
②

会場・講習日の選択

⑤申込内容の確認

・会場・講習日の選択をして下さい。
③

必要書類（建築士資格証・ブロック塀診断士資格証等の本人確認

⑥申込書ダウンロード、保存

書類）をデータ添付
・建築士の方は、建築士免許証または建築士免許証明書・本人確認
書類のデータを、PDF 又は JPG 形式で添付して下さい。

⑦受講料の支払

・ブロック塀診断士の方は、資格証・本人確認書類のデータを PDF 又は JPG 形式で添付して下さ
い。
④

支払方法の選択
受講料の支払い方法を選択して下さい。
支払方法は、
「コンビニ払い」又は「Pay-easy 払い」になります。※振込手数料は不要です。

⑤

申込内容の確認
表示された申込み内容を確認の上、記載内容が事実かつ正確である旨、また、日本建築防災協会が
資格確認をすることに承諾する旨、 確認欄にチェック を入れ、上記内容で申込み を押して下さい。
※今後、本協会の他の「講習」を申込される場合は、
「基本情報の登録」にチェックを入れると ID とパスワードが発
行されます。次回以降のお申し込み時には、発行される ID とパスワードでログインすれば①を省略できます。

⑥

受講申込書をダウンロード、保存
Web 画面「５．受講申込み受付内容確認」ページの最下の 受講申込書をダウンロードする を押し、

申込内容を確認し、保存して下さい。
⑦

受講料の支払
④で選択した支払方法にてお支払い下さい。
※１：Web 申込後、なるべく早くお振込下さい。なお、入金が確認されませんと、講習申込は完了
となりません。
※２：支払手続き案内について「system@p01.mul-pay.com」のアドレスよりメールが届きます。
※３：システム上、請求書での対応は行っておりませんのでご了承ください。
※４：インターネットでお申込完了後、「決済依頼完了のお知らせ」と「講習申込システム受講申
込受付完了のお知らせ」のメールが届きます。
※５：受講審査完了・入金確認後、
「kadmin@kenbokyo.jp」より「受講票」を送付いたします。メー
ルの本文が受講票となります。受講票を印刷し、講習当日にご持参下さい。
※６：迷惑メール対策等を行っている場合には、※２と※５記載のアドレスからのメール受信が可能
な設定に変更して下さい。

B 受講のみの場合
ア
○

会場・講習日の選択、氏名、フリガナ、会社名（団体名）
、部課名、電話番号及び e-mail ア
ドレスを入力の上、申込みして下さい。
ア で入力された e-mail アドレスに、
○
「koushuu@kenchiku-bosai.or.jp」より受講料入金のご

イ
○

案内メールを送信します。メールに記載の銀行口座へ受講料を入金して下さい。
（受講料の入
金後、受講票が送信されます。
）
ウ
イ で受信したメールの e-mail アドレスに、銀行の振込証を PDF で添付し送信して下さい。
○
○
エ
○

入金確認後、
「koushuu@kenchiku-bosai.or.jp」より受講票をメール送信いたします。

※

イ 記載のアドレスからのメール受信が可能な設定に
迷惑メール対策等を行っている場合には、○

変更して下さい。
９．受講申込締切り

2018 年 12 月 7 日（金）
※定員になり次第、締切りさせていただきます。
10．受講修了証の発行

受講された方（講習時にご本人が受講されていることが確認できた方）には、講習終了後、受
講修了証を郵送します。

11．会場案内図
東京会場：2018 年 12 月 12 日（水）

大阪会場：2018 年 12 月 14 日（金）

東京ビッグサイト

大阪国際交流センター

会議棟 7F

国際会議場

りんかい線 「国際展示場」駅下車 徒歩約７分
ゆりかもめ 「国際展示場正門」駅下車 徒歩約３分

講習実施に関するお問合せ先

２Ｆ大会議室さくら

地下鉄千日前線「谷町九丁目」駅下車 徒歩約８分
地下鉄谷町線「谷町九丁目駅」下車 徒歩約 10 分
地下鉄谷町線「四天王寺夕陽ヶ丘」下車 徒歩約 10 分
近鉄線「大阪上本町」駅下車 徒歩約６分

(一財)日本建築防災協会

企画部（TEL：03-5512-6451）

