
主催 日本建築学会 構造委員会 鋼コンクリート合成構造運

営委員会 

 

後援（予定） 開催地都府県建築士会、開催地都府県建築士事

務所協会、新都市ハウジング協会、日本建設業連合会、日本建

築家協会、日本建築構造技術者協会、日本建築士会連合会、日

本建築士事務所協会連合会、日本建築センター、日本鋼構造協

会、日本コンクリート工学会 

 

主旨 現状、合成構造に関しては、SRC構造をはじめとして、

CFT構造や柱RC・梁S構造のような各種の構造形式が見られ、

多様化の様相を呈している。このような傾向を踏まえ、鋼コン

クリート合成構造運営委員会では、SRC規準等の各種の合成構

造設計の上位規準となる『合成構造設計規準』を刊行すること

とした。『合成構造設計規準』は、広範囲な合成構造設計の共

通事項を提示する。すなわち、設計クライテリアや各種の合成

構造で主な検討項目となる接合部等に関する内容とし、現状の合

成構造の設計および今後の合成構造の開発に資するものとした。 
他方、『鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説』（SRC

規準）に関しては、前回改定から14年が経過した。今回の改定

では、最新の研究成果を反映し、さらに、今後の性能規定型設

計法を鑑み、部材の復元力特性モデル等を提示するとともに、

関連諸規準の改定内容に対応した。 

本会では、これらの規準の主要内容を適確に把握していただ

くために本講習会を企画した。多くの方々の参加を期待します。 

 

参加費（テキスト代含む） 
１．日本建築学会会員  13,000 円 
２．後援団体会員    15,000 円 
３．上記以外  18,000 円 

 
テキスト 
『合成構造設計規準』（新刊）、B5判、約100頁 

『鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説』（改定）、B5判、

約410頁 

 
申込方法＊ 下表を参照のうえ（会場により異なります）、下記

いずれかの方法でお申し込みください。お電話での申込みは受

け付けておりません。 

❶参加申込書(郵送)による申込み  参加費をお支払いのう

え、必要事項を明記した 2頁目の参加申込書（←クリックしてい

ただいても書式が出ます）と参加券送付用封筒（80円切手貼付、宛

名記入）を同封し、お申し込みください。 
❷WEBからの申込み  日本建築学会ホームページ「催し物・

公募」からお申し込みください（参加申込書と参加券送付用封

筒の郵送は不要）。 http://www.aij.or.jp/ 
 

開催地・期日・会場・定員・申込方法・申込先・参加費支払い方法 

開催地 期  日 会  場 定員 
申込 
方法＊ 

申 込 先 参加費支払い方法 

東 京 2014年 
1月29日(水) 

建築会館ホール 
（東京都港区芝5-26-20） 

220
名 

❶ 日本建築学会 
講習会「合成構造設計規準・SRC規準」係 
〒108-8414 

東京都港区芝5-26-20 
TEL 03-3456-2057 

○銀行振込 
・三菱東京 UFJ 銀行京橋支店 

普通預金口座 2318455 
シヤ）ニホンケンチクガツカイ 

○現金書留 
❷ https://www.aij.or.jp/index/?se=

sho&id=612 
○クレジットカード決済 
※領収書は原則、カード会社発行の「利用明細
書」をもって代えさせていただいていますが、
必要な方は左記講習会係へご連絡ください。 

名古屋 1月30日(木) 昭和ビル 9 階ホール 
（名古屋市中区栄4-3-26） 

150
名 

❶ 日本建築学会 東海支部  
講習会「合成構造設計規準・SRC規準」係 
〒460-0008 名古屋市中区栄 

4-3-26 昭和ビル 5 階 
     TEL 052-243-6244 

○銀行振込 
・三菱東京UFJ銀行栄町支店 

普通預金口座 0301491 
シヤ）ニホンケンチクガツカイトウカイシブ 

大 阪 2月 4日(火) 大阪科学技術センター 
8 階中ホール 
（大阪市西区靱本町1-8-4） 

200
名 

❶ 日本建築学会 近畿支部  
講習会「合成構造設計規準・SRC規準」係 
〒550-0004 大阪市西区靱本町 

1-8-4 大阪科学技術センター内 
TEL 06-6443-0538 

○銀行振込 
・三井住友銀行大阪本店営業部 
普通預金口座 4481226 

・ゆうちょ銀行 418店 
同行からの振込 14100-90203811 
他行からの振込 (普) 418-9020381 
シヤ）ニホンケンチクガツカイキンキシブ 

福 岡 2月 5日(水) 福岡建設会館 
701・702会議室 
（福岡市博多区博多駅東

3-14-18） 

150
名 

❶ 日本建築学会 九州支部  
講習会「合成構造設計規準・SRC規準」係 
〒810-0001 福岡市中央区天神 

4-7-11 クレアビル 5 階 
     TEL 092-406-2416 

○銀行振込 
・福岡銀行博多駅前支店 

普通預金口座 2250807 
シヤ）ニホンケンチクガツカイキユウシユウシブ 

広 島 2月 7日(金) 広島県情報プラザ 
地下多目的ホール 
（広島市中区千田町3-7-47） 

150
名 

❶ 日本建築学会 中国支部  
講習会「合成構造設計規準・SRC規準」係 
〒730-0052 広島市中区千田町 

3-7-47 広島県情報プラザ 5 階 
TEL 082-243-6605 

○銀行振込 
・広島銀行大手町支店 

普通預金口座 3350266 
シヤ）ニホンケンチクガツカイチユウゴクシブ 

講習会 

「合成構造設計規準ならびに 

鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準」 
 

http://www.aij.or.jp/jpn/symposium/2012/application.doc
http://www.aij.or.jp/jpn/symposium/2012/application.doc


プログラム 

       時間 

        内容 
開催地  期日 

10:30～11:00 11:00～12:00 

休 

憩 

13:00～14:30 

休 

憩 

14:45～15:45 

休 

憩 

15:55～16:40 
主旨説明／ 
新規準体系 

合成構造設計規準 
SRC規準 1： 
改定主旨／総則ほか 

SRC規準 2： 
柱脚・耐震壁の設計 

SRC規準 3：鋼管コ 
ンクリート構造の設計 

東 京 1月29日(水) 福元敏之 
（鹿島建設） 

河野昭彦 
（九州大学） 

堺 純一 
（福岡大学） 

称原良一 
（前橋工科大学） 

福元敏之 
（前掲） 

名古屋 1月30日(木) 鈴木英之 
（安藤・間） 

鈴木英之 
（前掲） 

堺 純一 
（前掲） 

称原良一 
（前掲） 

津田惠吾 
（北九州市立大学） 

大 阪 2月 4日(火) 福元敏之 
（前掲） 

福元敏之 
（前掲） 

西村泰志 
（大阪工業大学） 

称原良一 
（前掲） 

福元敏之 
（前掲） 

福 岡 2月 5日(水) 蜷川利彦 
（前掲） 

蜷川利彦 
（九州大学） 

堺 純一 
（前掲） 

堺 純一 
（前掲） 

津田惠吾 
（前掲） 

広 島 2月 7日(金) 鈴木英之 
（前掲） 

鈴木英之 
（前掲） 

堺 純一 
（前掲） 

貞末和史 
（広島工業大学） 

津田惠吾 
（前掲） 

※司会は、東京会場：福元敏之（前掲）、名古屋会場：鈴木英之（前掲）、大阪会場：田代靖彦（支部役員／日建設計）、福岡会場：堺 純一（前掲）、
広島会場：貞末和史（前掲）です。  ※講師は都合により変更することがあります。 

 
 

講習会参加申込書 

講習会名・会場 
講習会 「合成構造設計規準ならびに 

鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準」 （     会場） 

参加者＊1 

フリガナ  
会員番号  

氏名  

会員区分＊3 
□ 日本建築学会会員（個人会員／法人会員・賛助会員＊2） 
□ 後援団体会員（団体名・No.等                         ） 
□ 上記以外 

勤務先名  所属部署  

所在地 〒 

電話  FAX  

E-mail  

参加費  円 （支払方法は、会場によって異なりますのでご注意ください） 

支払方法・ 

申込方法＊3＊4 

□ 銀行振込： 指定口座に入金のうえ、申込書（振込銀行欄記入または振込明細書コピー貼付）と参加券送付用封筒（80
円切手貼付、宛名記入）を同封し、お申し込みください。折り返し、参加券と領収書をお送りします。 

□ 現金書留： 本申込書と参加券送付用封筒（80 円切手貼付、宛名記入）を同封し、参加費を添えてお申し込み

ください。折り返し、参加券と領収書をお送りします。 

振込元銀行 
（右欄記入の代

わりに、振込明

細書コピーを

貼付いただい

ても結構です） 

銀行名・支店名   銀行         支店 

ご依頼者(社)名  

振込日       年    月    日 

振込金額            円 （他と合算送金の場合は、通信欄へ内訳をご記入ください） 

関連催し物の

ご案内 
□ 今後、関連する講習会等催し物の案内を希望しない。 
（今後、関連する講習会等催し物のご案内をお送りします。希望されない方は、□にを記入してください） 

＊1：同一組織での複数名によるお申し込みの際は、参加者全員の①氏名（フリガナ）、②会員番号、③会員区分を通信欄にご記入いただければ、申込書は 1
枚で結構です。  ＊2：法人会員・賛助会員は、1 口につき 5 名を会員扱いとします。  ＊3：該当区分の□にを記入してください。  ＊4：参加費の
払い戻しはいたしません。なお、振込手数料は申込者にてご負担ください。 

通信欄 
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