
＜主催＞日本建築学会
＜後援＞国土交通省、開催地都道府県、都市基盤整備公団、建築・
設備維持保全推進協会、日本建築家協会、日本建築士事務所協会
連合会、開催地都道府県事務所協会、日本建築士会連合会、開催
地都道府県建築士会、建築業協会、日本建築構造技術者協会、日
本コンクリート工学協会、セメント協会、全国生コンクリート工
業組合連合会、日本鉄鋼連盟、全国鉄筋工事業協会、鐵鋼スラグ
協会、日本フライアッシュ協会、日本圧接協会、コンクリート用
化学混和剤協会、人工軽量骨材協会、仮設工業会、全国コンクリ
ート圧送事業団体連合会、日本建築仕上材工業会、プレハブ建築
協会、ハーフPCaボイドスラブ協議会
＜主旨＞
本会では、このたび鉄筋コンクリート工事およびプレキャスト
鉄筋コンクリート工事に関連する標記の2つの建築工事標準仕様
書の改定版の刊行にあわせて、その内容に関する講習会を開催す
ることとなりました。
建築工事標準仕様書（JASS5）鉄筋コンクリート工事は、鉄筋

コンクリート造の品質・耐久性の向上、新材料・新技術の導入、
国際化時代への対応、品質管理規定の充実などを基本方針として
1997年に抜本的な改定が行われ、設計目標の明確化、適材適所な
材料の使用、施工技術の合理化、高耐久性化などが導入されまし
た。
しかし、その後の5年間に建築基準法および同施行令の大改正
とこれに伴う告示の制・改定、通達の廃止、建設リサイクル法の

制定、関連JIS規格類の制定・改正および本会の鉄筋コンクリー
ト構造計算規準の改正などが行われ、鉄筋コンクリート工事をと
りまく情勢が大きく変化しました。これらの諸事情を踏まえて、
ここにJASS5の内容を見直し改定をいたしました。
また、建築工事標準仕様書（JASS10）プレキャスト鉄筋コン
クリート工事は、1991年に旧版の（JASS10.1）壁式プレキャス
ト鉄筋コンクリート工事と（JASS10.2）壁式プレキャスト鉄筋
コンクリート部材の製造基準を統合して名称を変更するとともに、
プレキャスト鉄筋コンクリート部材およびこれを組み立てて構築
する建築物の品質・耐久性の向上を目的とした大改正が行われま
した。
しかし、その後の 12 年間に、プレキャスト鉄筋コンクリート

工事に関する技術の進歩、前述の JASS5 の大改定および関連規
準・規格類の制・改定が数多く行われました。このため、今回、
JASS10の抜本的な見直しを行い、これらの情勢変化に対応させ
整合を図るとともに、最近の研究成果を盛り込んだ大改定を行い
ました。
ここに、これらの標準仕様書の成案がまとまりましたので、本
会では、本会および後援諸団体の会員ならびに鉄筋コンクリート
造建築物、プレキャストコンクリート造の設計・監理・施工およ
びレディーミクストコンクリートとプレキャスト鉄筋コンクリー
トの製造に携わるすべての技術者各位に広くその主旨・内容をご
理解いただき、それぞれの専門領域においてご活用頂くために、
本講習会を支部共通事業として全国各地で開催することとなりま
した。ふるってご参加くださいますようご案内申し上げます。

なお、プレキャスト複合コンクリート工事施工指針（案）の講
習は、テキストの作成上の都合により後日実施いたします。すで
に本講習会にお申し込みいただいている方には、参加費の差額
（4,000円）を返却いたします。
本会の不手際により参加者の皆さまには多大なご迷惑をお掛
けしたことを深くお詫び申し上げます。

1．開催地・期日・会場および参加申込先
開催地 開催日 定員 会　　場 申　込　先 振込先

東　京 2月04日（火） 700
社会文化会館
（千代田区永田町1-8-1）

日本建築学会関東支部
〒108-8414　港区芝5-26-20
TEL　03-3456-2050

東京三菱銀行京橋支店
普通預金口座　1719754
社団法人　日本建築学会関東支部

福　岡 2月05日（水） 200
福岡建設会館
（福岡市博多区博多駅東3-14-18）

日本建築学会九州支部
〒812-0013　福岡市博多区博多駅東3-14-18
福岡建設会館8F
TEL　092-418-1611

福岡銀行博多駅前支店
普通預金口座　2250807
社団法人　日本建築学会九州支部

広　島 2月06日（木） 100
広島県民文化センター
（広島市中区大手町1-5-3）

日本建築学会中国支部
〒730-0042　広島市中区国泰寺町1-8-4 日興ﾋﾞﾙ
TEL　082-243-6605

広島銀行広島市役所支店
普通預金口座　1037026
（社）日本建築学会中国支部

仙　台 2月07日（金） 130
ハーネル仙台
（仙台市青葉区本町2-12-7）

日本建築学会東北支部
〒980-0011　仙台市青葉区上杉1-5-15
日本生命仙台勾当台南ビル4F
TEL　022-265-3404

七十七銀行仙台市役所支店
普通預金口座　9060588
社団法人　日本建築学会東北支部

名古屋 2月12日（水） 0200
昭和ビル9Fホール
（名古屋市中区栄4-3-26）

日本建築学会東海支部
〒460-0008　名古屋市中区栄4-3-26　昭和ビル
TEL　052-243-6244

UFJ銀行東新町支店
普通預金口座　301-491
社団法人　日本建築学会東海支部

大　阪 2月13日（木） ３３
300

大阪科学技術センター大ホール
（大阪市西区靱本町1-8-4）

日本建築学会近畿支部
〒550-0004　大阪市西区靱本町1-8-4
TEL　06-6443-0538

三井住友銀行中之島支店
普通預金口座　1532062
郵便振替口座　14100-90203811
社団法人　日本建築学会近畿支部

高　松 2月14日（金） １０
100

讃岐会館
（高松市中野町23-23）

日本建築学会四国支部
〒760-0018　高松市天神前6-34　村瀬ビル3F
TEL　087-862-3624

百十四銀行県庁支店
普通預金口座　0063317
社団法人　日本建築学会四国支部

札　幌 2月18日（火） 100
ホテルノースシティー
（札幌市中央区南9条西1丁目）

日本建築学会北海道支部
〒060-0042　札幌市中央区大通西7丁目2番地
ダイヤビル
TEL　011-219-0702

みずほ銀行札幌中央支店
普通預金口座　1168305
社団法人　日本建築学会北海道支部

新　潟 2月19日（水） 100
ミナミプラザホテル
（新潟市万代3-1-1）

日本建築学会北陸支部新潟支所
〒950-2181　新潟市五十嵐2の町8050
新潟大学工学部建設学科内
TEL　025-262-7022

第四銀行内野支店
普通預金口座　1497006
日本建築学会新潟支所 会計 高橋百寿
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2．参加費（テキスト代含む）
　（1）日本建築学会会員　18,000円　（2）後援団体会員　20,000円　（3）会員外（1,2以外）　23,000円

3．テキスト　建築工事標準仕様書・同解説　JASS　5　鉄筋コンクリート工事　（改定版）
　　　　　　 建築工事標準仕様書・同解説　JASS  10 プレキャストコンクリート工事　（改定版）

4．プログラム
9:20－9:30 9:30－12:10 13:10－16:30

JASS5改定の要点 JASS10改定の要点
開会挨拶

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

東
京

嵩　英雄
（工学院大学）

清水昭之
（東京理科大学）

福士　勲
（都市整備ﾌ゚ ﾗﾝﾆﾝｸ゙ ）

桝田佳寛
（宇都宮大学）

福
岡

松藤泰典
（九州大学）

嵩　英雄
（前　掲）

上之薗隆志
（国総研）

清水昭之
（前　掲）

広
島

畑中重光
（三重大学）

大久保孝昭
（建築研究所）

杉山　央
（建築研究所）

瀬口健夫
（大成建設）

仙
台

三橋博三
（東北大学）

山崎庸行
（清水建設）

野口貴文
（東京大学）

三上勇夫
（不動建設）

名
古
屋

谷川恭雄
（名古屋大学）

桝田佳寛
（前　掲）

桝田佳寛
（前　掲）

杉山　央
（前　掲）

大
阪

大野義照
（大阪大学）

江口　清
（前田建設工業）

福士　勲
（前　掲）

中澤春生
（清水建設）

高
松

野口貴文
（前　掲）

早川光敬
（大成建設）

上之薗隆志
（前　掲）

木村　匡
（都市公団）

札
幌

友澤史紀
（北海道大学）

和美廣喜
（鹿島建設）

福士　勲
（前　掲）

清水昭之
（前　掲）

新
潟

支

部

役

員

阿部道彦
（工学院大学）

川口　徹
（大林組）

野口貴文
（前　掲）

小早川敏
（フジタ）

注：講師は都合により変更することがあります。

５．申込方法：（会場によって異なりますので、ご注意ください）
各開催地指定の方法にて参加費をお支払いのうえ、必要事項を明記した参加申込書を添えてお申し込みください。なお、お電話での申
込みは受け付けていません。
①銀行振込または現金書留：東京会場、高松会場
②銀行振込または郵便振替：大阪会場
③銀行振込のみ　　　　　：札幌会場、仙台会場、名古屋会場、新潟会場、広島会場、福岡会場



参加申込書

講習会名
会　場

JASS5JASS5JASS5JASS5 鉄筋コンクリート工事改定鉄筋コンクリート工事改定鉄筋コンクリート工事改定鉄筋コンクリート工事改定・・・・
JASS10JASS10JASS10JASS10 プレキャストコンクリート工事改定講習会プレキャストコンクリート工事改定講習会プレキャストコンクリート工事改定講習会プレキャストコンクリート工事改定講習会

　　　　　　　　　　　　会場

参加者
フリガナ

氏 名 会員番号

会員区分 □正会員　　□準会員　　□法人会員　□後援団体会員（団体名　　　　　　　　　　　　　　）　□会員外

勤務先 所　属

所在地 〒

電　話 ＦＡＸ E-ｍail

参加費 円 支払い方法は、会場によって異なりますのでご注意ください。

□ 銀行振込銀行振込銀行振込銀行振込：指定口座に入金のうえ、本申込書（振込元銀行欄記入または振込明細書貼付）と参加券返送用封筒（80円切
手貼付、宛名記入）を同封し、お申し込み下さい。折り返し、参加券と領収書をお送りします。

□ 現金書留現金書留現金書留現金書留：本申込書と参加券返送用封筒（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下さい。折
り返し、参加券と領収書をお送りします。

支払方法

□ 郵便振替郵便振替郵便振替郵便振替：近畿支部の指定口座に入金のうえ、本申込書と振替書コピー、参加券返送用封筒（80円切手貼付、宛名記入）
を同封し、近畿支部にお申し込み下さい。折り返し、参加券と領収書をお送りします。

銀行名・支店名 　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　　支店

ご依頼人名（社名）

振込日 　　　　　　年　　　月　　　日

振込元銀行
（振込明細
書コピー貼
付も可）

振込金額 　　　　　　　　　　円　（他と合算のときは内訳を通信欄へご記入下さい）

※参加費の払い戻しはいたしません。なお、振込手数料等は御社にてご負担願います。

【通信欄】


