
【Ⓐ建築会館ホール参加者へのお願い：新型コロナウイルス感染症の予防および拡散防止について】 

●a 発熱・咳等の症状がみられる方は、体調を最優先していただきご来場を控えてください。●b 講習会当日は、必ずマスクを着用してください。

●c 会場入口において検温を実施します。発熱が認められるときは受講をお断りしますので、ご理解・ご了承ください。●d 手指の消毒・咳エチ
ケットの励行にご協力ください。●e 整列時や入退館時の際には人と人との適切な距離の確保にご協力ください。●f 適宜、窓開けによる換気を
行いますので、上着等の防寒着をお持ちください。●g 過去 2 週間以内に感染が引き続き拡大している国･地域に訪問歴がある場合は、ご来場を

控えてください。●h 万一、参加者の感染が確認された場合で、保健当局において他の参加者が濃厚接触者に該当すると判断された場合、参加者
全員の連絡先等の情報提供をさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。また、参加者全員にメールでご連絡させていた
だきます。 

主催 日本建築学会 構造委員会 プレストレストコンクリ
ート構造運営委員会 
 
後援 東京建築士会、東京都建築士事務所協会、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、
プレストレストコンクリート工学会 
 
主旨 PC規準は、1961年に発刊され60年近くが経った。最後に
改定されたのは1998年であり、それからもすでに20年が経過し
ている。一方、告示の改正に伴い2009年版『プレストレストコ
ンクリート造技術基準解説及び設計・計算例』が発刊され、ア
ンボンドPC部材の柱・梁・壁への使用が可能となった。さらに
本会から、PC構造の性能評価に関わる最新情報を集めた『プレ
ストレストコンクリート造建築物の性能評価型設計施工指針
（案）・同解説』が2015年に、また2020年には『プレストレス
トコンクリート造建築物の保有水平耐力計算指針（案）・同解
説』が刊行され、PC規準を取り巻く状況は大きく変わりつつあ
る。このような背景のもと、日本建築学会PC構造運営委員会傘
下のPC規準指針小委員会が中心になり、3つの小委員会と2つの
WGが連携し、現行PC規準の課題を抽出し、大幅な改定を実施し
た。 
今回の改定では、設計実務者等が使いやすく、また初学者に

も理解しやすい構成となるように配慮している。さらに、最新
の知見や研究成果を取り入れることで、より合理的な設計が可
能となることを目指した。終局強度設計を踏襲したうえで、条
文全体を設計の流れに沿うよう再構成した。主な改定点として
は、材料に関する最新の知見を反映させ、法規・規格類との整
合を図った。設計基準強度100N/mm2程度の高強度コンクリート
への適用を可能とし、一部の許容応力度を見直した。さらには、
長期たわみ算定、柱梁接合部（仕口部）のせん断に対する設計
とモーメント再配分の規定を追加した。 

参加費 
1．日本建築学会会員 14,000円 3．左記以外 19,000円 
2．後援団体会員 16,000円 

 
テキスト ※一般販売は講習会終了後となります。 
『プレストレストコンクリート設計施工規準・同解説』、B5判、約
500頁 

 
参加方法 以下のⒶⒷいずれかの参加方法を選択のうえ、お申
し込みください。お申込み後の変更はできません。 
Ⓐ建築会館ホール ：会場にご来館いただきます。テキストは当
日会場でお渡しいたします。 
Ⓑリアルタイム動画配信：会場での講義をオンライン（クラス
トリーム）でリアルタイムでご視聴いただきます。テキストは
開催前日までにお送りいたします。 
※録画配信ではありませんので、後日の視聴はできません。 

 
申込方法・申込先・参加費支払い方法 Ⓐ建築会館ホール
を希望の方は以下の❶❷のいずれかの方法で、Ⓑリアルタイム
動画配信 を希望の方は❷の方法でお申し込みのうえ、参加費を
お支払いください。お申込み後の払い戻しはできません。 
❶参加申込書(郵送)による申込み ※Ⓐ建築会館ホール希望
者のみ下表に指定の方法で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（裏面）と参加券･領収書送付用封筒（84
円切手貼付、宛名記入）を同封し、指定の申込先へご郵送くださ
い。お電話での申込みは受け付けておりません。 
❷Webからの申込み 日本建築学会Web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･領収書送付用封筒
の郵送は不要）。 https://www.aij.or.jp/ 

 

開催地・期日・参加方法・定員・申込方法・申込先・参加費支払い方法 

開催地 期 日 参加方法 定員 
申込 
方法 

申 込 先 参加費支払い方法 

東 京 2022年 
3月10日(木) 

Ⓐ建築会館ホール 
（東京都港区芝5-26-20） 
 

＊ご欠席された方には、後
日テキストと講義補助
資料をお送りします。 

80名 ❶ 日本建築学会 
講習会「PC設計施工規準」係 

〒108-8414 
東京都港区芝5-26-20 
TEL 03-3456-2057 

○銀行振込 
・三菱 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/event/detail.

html?productId=653595 
○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、Ⓐの参加申込み者
で必要な方は講習会の休憩時間に受
付でお渡ししますので、当日お申し
出ください。Ⓑの参加申込み者には
テキスト等送付時に同封します。 

 Ⓑリアルタイム動画配信
（クラストリーム） 

＊申込締切：2月 28日(月) 

＊クレジットカード決済の
みの申込み受付となりま
す。 

 ❷ https://www.aij.or.jp/event/detail.
html?productId=653598 

＊上記Webページの記載事項を必ずご
確認のうえお申し込みください。 

 
プログラム 

時間 

       

内容 

期日 

10:00～10:40 10:40～11:10 11:10～12:00 

休 
 

憩 

13:00～13:40 13:40～14:40 

休 
 

憩 

14:50～15:50 

休 
 

憩 

16:00～17:00 

１章： 

総則 

２章： 

材料の定数 
６章： 

施工 
３章： 

荷重／応力 
４章： 

プレストレス力 
５章： 

部材の設計 

付１・２： 

設計例 

2022年  

3月10日(木) 

加藤博人 
(ベターリビング） 

川本浩一 
(ピーエス三菱） 

川本浩一 
(前掲） 

西山峰広 
(京都大学） 

福井 剛 
(日本大学） 

河野 進 
(東京工業大学） 

深井 悟 
(日建設計） 

＊1：司会は阿波野昌幸（近畿大学）です。 ＊2：講師は変更となる場合がございます。 ＊3：録画映像による講習となる場合がござい
ます。 ＊4：新型コロナウイルス感染症の感染状況等により急遽開催を延期または中止させていただくことがございますので、ご理解・
ご協力をお願いします（延期または中止の場合は、参加申込者にメールでご連絡を差し上げます。本会Webサイトにも掲載します）。 

 

 

 

 【建築ＣＰＤ ６単位】 

「プレストレストコンクリート設計施工規準」改定講習会 

https://www.aij.or.jp/
https://www.aij.or.jp/event/detail.html?productId=653595
https://www.aij.or.jp/event/detail.html?productId=653595
https://www.aij.or.jp/event/detail.html?productId=653598
https://www.aij.or.jp/event/detail.html?productId=653598


講習会参加申込書 

講習会名・会場 
「プレストレストコンクリート設計施工規準」 

（ 東京会場 ）

参加者＊1 

フリガナ

会員番号 
氏 名 

会員区分＊4 

□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＊3 所属部署 

所在地 

〒 

電 話 F A X  

E-mai l

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＊4～＊6 

□ 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

（84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（84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 

振込依頼 

人(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（必ず会員番号をご記入ください）。

＊3：領収書の宛名は勤務先名とさせていただきます。ほかに宛名の指定がある場合は通信欄にご記入ください。

＊4：該当区分の□にを記入してください。

＊5：他会場・他講習会への参加の振り替えはできません。

＊6：参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 

改定講習会
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